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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１（（（（１９９２１９９２１９９２１９９２））））をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的効率的効率的効率的利用利用利用利用およびおよびおよびおよび循環循環循環循環システムをシステムをシステムをシステムを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提唱提唱提唱提唱したしたしたした。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション構想構想構想構想のののの普及活動普及活動普及活動普及活動をををを社会各社会各社会各社会各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきているしてきているしてきているしてきている。。。。国国国国際連合大学際連合大学際連合大学際連合大学はははは、、、、各各各各パートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーとの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普及活動普及活動普及活動普及活動をををを積極化積極化積極化積極化するためするためするためするため、、、、国国国国連連合大学連連合大学連連合大学連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((((ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ))))をををを２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラフォーラフォーラフォーラムはムはムはムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学会学会学会学会ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、産業界産業界産業界産業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成さささされれれれ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、各各各各ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは各各各各グループのグループのグループのグループの固固固固有有有有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ））））およびおよびおよびおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、活動活動活動活動のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための研究会研究会研究会研究会をををを２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度からスタートさせていからスタートさせていからスタートさせていからスタートさせているるるる。。。。一方一方一方一方、、、、先導的自治体先導的自治体先導的自治体先導的自治体からからからから始始始始まったまったまったまった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、地域地域地域地域・・・・自治体自治体自治体自治体のみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらず、、、、産業界産業界産業界産業界・・・・企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等にににに拡大拡大拡大拡大していることをしていることをしていることをしていることを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、自治体自治体自治体自治体ととととＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦがががが協働協働協働協働してしてしてして２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから「「「「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・地域地域地域地域」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、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基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成のためののためののためののための啓発啓発啓発啓発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    ２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度のののの地域地域地域地域フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市、、、、広島県広島県広島県広島県、、、、京都府京都府京都府京都府およおよおよおよびびびび沖縄県那覇市沖縄県那覇市沖縄県那覇市沖縄県那覇市でででで開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの主題主題主題主題はははは次次次次のようであったのようであったのようであったのようであった；；；；    市川市市川市市川市市川市：：：：循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること〜〜〜〜くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで３３３３ＲＲＲＲをををを実行実行実行実行するするするする〜〜〜〜    広島県広島県広島県広島県////広島市広島市広島市広島市：：：：わたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止    京都府京都府京都府京都府：：：：環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会    那覇市那覇市那覇市那覇市：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能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私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会    これらのこれらのこれらのこれらの主題主題主題主題のもとにのもとにのもとにのもとに実施実施実施実施されたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムの内容内容内容内容はははは、、、、本報告書本報告書本報告書本報告書（（（（議事録編及議事録編及議事録編及議事録編及びびびび資料編資料編資料編資料編））））にににに詳細詳細詳細詳細にににに記載記載記載記載されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその成成成成果果果果はははは、「、「、「、「各自治体各自治体各自治体各自治体はははは、、、、企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等ののののパートナーとパートナーとパートナーとパートナーと協働協働協働協働してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域にあってにあってにあってにあって地球環境地球環境地球環境地球環境とととと調和調和調和調和すすすするるるる循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目目目目指指指指してしてしてして理念理念理念理念をををを深深深深めめめめ、、、、実現実現実現実現のためののためののためののための行動行動行動行動をををを着着着着実実実実にににに実施実施実施実施しているしているしているしている」」」」とととと要約要約要約要約することができるすることができるすることができるすることができる。、。、。、。、２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度およびおよびおよびおよび２００４２００４２００４２００４年度年度年度年度にににに開催開催開催開催されたされたされたされた８８８８回回回回のフォーラムにおいてものフォーラムにおいてものフォーラムにおいてものフォーラムにおいても、、、、自治体自治体自治体自治体およおよおよおよびびびび各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーからルダーからルダーからルダーから素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい活動事活動事活動事活動事例例例例がががが発発発発表表表表されたがされたがされたがされたが、、、、本年度本年度本年度本年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、理念理念理念理念・・・・構想構想構想構想・・・・実実実実践践践践がががが、、、、地域地域地域地域のののの関係関係関係関係機機機機関関関関のののの協働協働協働協働によってによってによってによって一一一一層深層深層深層深化化化化されていることをされていることをされていることをされていることを認識認識認識認識することがすることがすることがすることができたできたできたできた。。。。またまたまたまた、、、、同様同様同様同様のののの行動行動行動行動はははは、、、、フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが開催開催開催開催されたされたされたされた以以以以外外外外のののの多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体・・・・地域地域地域地域においにおいにおいにおいてもてもてもても進展進展進展進展しておしておしておしておりりりり、、、、同様同様同様同様のののの成成成成果果果果がががが実現実現実現実現されているであされているであされているであされているであろろろろうううう。。。。換換換換言言言言すれすれすれすればばばば、、、、国連国連国連国連がががが１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年にブラにブラにブラにブラジルのジルのジルのジルのリオデリオデリオデリオデジジジジャャャャネーロでネーロでネーロでネーロで開催開催開催開催したしたしたした地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの宣言宣言宣言宣言・・・・「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展のためのためのためのためのののの人類人類人類人類のののの行動行動行動行動計画計画計画計画」」」」にににに要望要望要望要望されているされているされているされている行動行動行動行動がががが、、、、日日日日本本本本のののの地域地域地域地域でででで着着着着実実実実にににに実実実実践践践践されてきているこされてきているこされてきているこされてきていることととと示示示示しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、わがわがわがわが国国国国のすのすのすのすべべべべてのてのてのての機機機機関関関関・・・・関係者関係者関係者関係者にとってにとってにとってにとって、、、、またこのためにささまたこのためにささまたこのためにささまたこのためにささややややかなかなかなかな活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学・・・・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にとってもゼロエミッションフォーラムにとってもゼロエミッションフォーラムにとってもゼロエミッションフォーラムにとっても極極極極めてめてめてめて喜喜喜喜ばばばばしいことであるしいことであるしいことであるしいことである。。。。    各自治体各自治体各自治体各自治体がががが地域地域地域地域のののの各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーとルダーとルダーとルダーと協働協働協働協働してしてしてして今今今今後後後後もももも一一一一層層層層のののの努努努努力力力力をををを続続続続けけけけ、、、、日日日日本本本本およびおよびおよびおよび世世世世界界界界がががが目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする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実現循環型社会実現循環型社会実現循環型社会実現のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤をををを創創創創りりりり上上上上げげげげていくこていくこていくこていくこ



とととと念願念願念願念願していしていしていしているるるる。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学およびおよびおよびおよびＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦもももも、、、、政政政政府府府府・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・各各各各機機機機関関関関とととと密接密接密接密接なななな連連連連携携携携をたをたをたをたもちながらもちながらもちながらもちながら、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体やややや地域地域地域地域がががが必要必要必要必要とするプロとするプロとするプロとするプロセセセセススススやややや手法手法手法手法のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発をををを実施実施実施実施するとともするとともするとともするとともにににに普及活動普及活動普及活動普及活動にもにもにもにも協力協力協力協力しししし、、、、活力活力活力活力あるあるあるある持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自治体自治体自治体自治体・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会がががが形成形成形成形成されることにされることにされることにされることに貢献貢献貢献貢献ししししたいとたいとたいとたいと念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。        なおなおなおなお、、、、本年度本年度本年度本年度フォーラムでフォーラムでフォーラムでフォーラムで講演講演講演講演・・・・発発発発表表表表・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストとしてストとしてストとしてストとしてごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関関関関はははは次次次次のとおのとおのとおのとおりりりりであるであるであるである。。。。これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならびにならびにならびにならびに各各各各位位位位にににに深甚深甚深甚深甚なななな謝意謝意謝意謝意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、フォーラフォーラフォーラフォーラムにムにムにムに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきまたきまたきまたきまた貴重貴重貴重貴重ななななごごごご意見意見意見意見をををを発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました多多多多くのくのくのくの出席出席出席出席者各者各者各者各位位位位にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しあしあしあしあげげげげますますますます。。。。 

 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だだだいたいたいたいた機機機機関一関一関一関一覧覧覧覧（（（（発発発発表順表順表順表順）））） 中中中中央官庁央官庁央官庁央官庁：：：：経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省     自治体自治体自治体自治体：：：：千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市千葉県市川市、、、、広島県広島県広島県広島県、、、、広島市広島市広島市広島市、、、、京都府京都府京都府京都府、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、 教育機教育機教育機教育機関関関関：：：：千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学、、、、市川市立大和市川市立大和市川市立大和市川市立大和田小田小田小田小学学学学校校校校、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学、、、、    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、、、、大大大大阪阪阪阪産業大学産業大学産業大学産業大学、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学            産業界産業界産業界産業界        ：：：：マツマツマツマツダダダダ（（（（株株株株）、）、）、）、みずえみずえみずえみずえ緑緑緑緑地地地地（（（（株株株株）、）、）、）、丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合、、、、日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷（（（（株株株株）、）、）、）、                                    沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力（（（（株株株株）、（）、（）、（）、（株株株株））））りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業                                    ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ        ：：：：びびびびんんんん再再再再利用利用利用利用ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、森森森森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会、、、、ＩＩＩＩＮＥＯＮＥＯＮＥＯＮＥＯＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡ、、、、                            環境環境環境環境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研究研究研究研究所所所所、、、、環境市民環境市民環境市民環境市民            市民団体市民団体市民団体市民団体：：：：市川市市川市市川市市川市曽谷第六曽谷第六曽谷第六曽谷第六自治会自治会自治会自治会、、、、川川川川崎崎崎崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会、、、、    市川市市川市市川市市川市じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパートナーパートナーパートナーパートナー    そのそのそのその他他他他        ：：：：沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進セセセセンターンターンターンター        
    ２００２００２００２００６６６６年年年年５５５５月月月月    
    研究実施研究実施研究実施研究実施部門部門部門部門    国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        坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一（（（（アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー））））    佐佐佐佐々々々々木木木木    宏宏宏宏（（（（プログラムプログラムプログラムプログラムココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））    
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目次目次目次目次    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

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

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・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・いちかわいちかわいちかわいちかわ    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ４４４４                    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること    〜〜〜〜    くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで３３３３ＲＲＲＲをををを実行実行実行実行するするするする    〜〜〜〜    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：市川市市川市市川市市川市長長長長                                                                                    千葉千葉千葉千葉    光光光光行行行行    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理理理理事事事事    自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表                                        三橋三橋三橋三橋    規宏規宏規宏規宏    氏氏氏氏    （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演    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めざしてをめざしてをめざしてをめざして    〜〜〜〜３３３３ＲＲＲＲのののの役割役割役割役割〜〜〜〜                                                                                        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理理理事事事事                                    千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授                                三橋三橋三橋三橋    規宏規宏規宏規宏    氏氏氏氏    （（（（３３３３））））事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介    ①①①① ごごごごみみみみ１２１２１２１２分分分分別別別別のののの検証検証検証検証とととと成成成成果果果果                        市川市環境市川市環境市川市環境市川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課副課副課副課副主主主主幹幹幹幹                        松丸松丸松丸松丸    有有有有徳徳徳徳    氏氏氏氏    ②②②② 学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ                        市川市立大和市川市立大和市川市立大和市川市立大和田小田小田小田小学学学学校教諭校教諭校教諭校教諭およびおよびおよびおよび児童児童児童児童                                蜂須賀蜂須賀蜂須賀蜂須賀    久幸氏久幸氏久幸氏久幸氏    ③③③③ 自治会自治会自治会自治会独独独独自自自自にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ買物袋買物袋買物袋買物袋持持持持参参参参推進推進推進推進運運運運動動動動                        市川市市川市市川市市川市曽谷第六曽谷第六曽谷第六曽谷第六自治会会自治会会自治会会自治会会長長長長                                                    箕輪箕輪箕輪箕輪    一一一一男男男男    氏氏氏氏    ④④④④ 地域地域地域地域からからからから発発発発信信信信するするするする市民市民市民市民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                        川川川川崎崎崎崎・・・・ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会代表代表代表代表                                    飯田飯田飯田飯田    和和和和子子子子    氏氏氏氏    （（（（４４４４））））パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること〜〜〜〜くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで３３３３ＲＲＲＲをををを実行実行実行実行するするするする〜〜〜〜                ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター            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理理理理事事事事                        谷口谷口谷口谷口    正正正正次次次次    氏氏氏氏    パネパネパネパネリリリリストストストスト                びびびびんんんん再再再再利用利用利用利用ネットワークネットワークネットワークネットワーク事事事事務局長務局長務局長務局長                                                山山山山本本本本    義美義美義美義美    氏氏氏氏                            市川市市川市市川市市川市じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパートナーパートナーパートナーパートナー                                                        松松松松本本本本    定子定子定子定子    氏氏氏氏                            市川市環境市川市環境市川市環境市川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課長課長課長課長                                        浮浮浮浮ケケケケ谷谷谷谷    隆隆隆隆一一一一氏氏氏氏            
第第第第２２２２回回回回・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・広島広島広島広島    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            ４４４４８８８８〜〜〜〜    わたしたわたしたわたしたわたしたちのチカラでちのチカラでちのチカラでちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止    〜〜〜〜    （（（（１１１１））））    開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：広島県広島県広島県広島県知知知知事事事事                                                                            藤田藤田藤田藤田    雄山雄山雄山雄山    氏氏氏氏                                        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長                    藤村藤村藤村藤村    宏幸宏幸宏幸宏幸    氏氏氏氏            （（（（２２２２））））    基調基調基調基調講演講演講演講演                究極究極究極究極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    －－－－    ババババイイイイオマオマオマオマススススをををを資源資源資源資源とするとするとするとする新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会創創創創りりりり                                            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会会会長長長長                藤村藤村藤村藤村    宏幸宏幸宏幸宏幸        氏氏氏氏    
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（（（（３３３３））））事事事事例例例例発発発発表表表表    マツマツマツマツダダダダ水素水素水素水素ロータロータロータロータリリリリーエンジンーエンジンーエンジンーエンジン車車車車のののの紹介紹介紹介紹介                                            マツマツマツマツダダダダ株式株式株式株式会社会社会社会社技術研究技術研究技術研究技術研究所所長所所長所所長所所長                                        松岡松岡松岡松岡    孟孟孟孟        氏氏氏氏        （（（（４４４４））））パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション                わたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止                    ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                        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運運運営営営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                    パネパネパネパネリリリリストストストスト                        広島市環境広島市環境広島市環境広島市環境局局局局環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長                                                                田原田原田原田原    範朗範朗範朗範朗    氏氏氏氏                        特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人森法人森法人森法人森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会理理理理事事事事長長長長                        早田早田早田早田    保義保義保義保義    氏氏氏氏                        みずえみずえみずえみずえ緑緑緑緑地地地地株式株式株式株式会社会社会社会社代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役                                                        正正正正本本本本    大大大大        氏氏氏氏                        特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人法人法人法人ＩＩＩＩＮＥＯＮＥＯＮＥＯＮＥＯＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡ理理理理事事事事長長長長                                    保田保田保田保田    哲博哲博哲博哲博    氏氏氏氏    
    

第第第第３３３３回回回回・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・京都京都京都京都            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            ９０９０９０９０    環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会        （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：京都府京都府京都府京都府知知知知事事事事                                                                            山田山田山田山田    啓啓啓啓二二二二    氏氏氏氏                                        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長            藤村藤村藤村藤村    宏幸宏幸宏幸宏幸    氏氏氏氏    （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演                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てけてけてけて    ――――    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                                        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学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問                                                鈴木鈴木鈴木鈴木    基基基基之之之之    氏氏氏氏    （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション                環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視消費者視消費者視消費者視点点点点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会                    ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                        大大大大阪阪阪阪産業大学産業大学産業大学産業大学助教授助教授助教授助教授・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人環境市民環境市民環境市民環境市民理理理理事事事事                            花田花田花田花田    真理子氏真理子氏真理子氏真理子氏                    パネパネパネパネリリリリストストストスト                        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学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問                                                                鈴木鈴木鈴木鈴木    基基基基之之之之    氏氏氏氏                        丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合新規新規新規新規事業事業事業事業部長部長部長部長                                                        嶋津嶋津嶋津嶋津    功功功功        氏氏氏氏                        日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社会社会社会社環境環境環境環境管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生グループグループグループグループ参参参参事事事事            麻埜麻埜麻埜麻埜    豊彦豊彦豊彦豊彦    氏氏氏氏                        経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省商務情商務情商務情商務情報報報報政策局政策局政策局政策局消費経済消費経済消費経済消費経済部長部長部長部長                                        谷谷谷谷    みどみどみどみどりりりり    氏氏氏氏    
    

第第第第４４４４回回回回・ゼロエミッションフォーラ・ゼロエミッションフォーラ・ゼロエミッションフォーラ・ゼロエミッションフォーラム・イン・ム・イン・ム・イン・ム・イン・那覇那覇那覇那覇            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            １２１２１２１２７７７７    〜〜〜〜    持続可能持続可能持続可能持続可能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私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会    〜〜〜〜    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶：：：：那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長                                                                                翁長翁長翁長翁長    雄志雄志雄志雄志    氏氏氏氏                                    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長代理長代理長代理長代理    伊波伊波伊波伊波    美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏    （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演            北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシーにクラシーにクラシーにクラシーにつつつついていていていて                                    特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人法人法人法人環境環境環境環境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研究研究研究研究所長所長所長所長        飯田飯田飯田飯田    哲哲哲哲也也也也    氏氏氏氏    （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション        那覇市那覇市那覇市那覇市のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー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            ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター    
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                                琉琉琉琉球球球球大学大学大学大学法法法法文文文文学学学学部教授部教授部教授部教授                                                        伊波伊波伊波伊波    美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            パネパネパネパネリリリリストストストスト                                    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー            坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏                                        株式株式株式株式会社会社会社会社りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業本事業本事業本事業本部部部部    ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進部長部長部長部長                    奥奥奥奥島島島島    憲二憲二憲二憲二    氏氏氏氏                                        沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力（（（（株株株株））））研究開発研究開発研究開発研究開発部長部長部長部長                                            與儀與儀與儀與儀    勉勉勉勉        氏氏氏氏                                        沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進センターセンターセンターセンター事業事業事業事業統括統括統括統括部長部長部長部長    高平高平高平高平    兼司兼司兼司兼司    氏氏氏氏                                        那覇市環境那覇市環境那覇市環境那覇市環境部長部長部長部長                                                                    末末末末吉吉吉吉    正幸正幸正幸正幸    氏氏氏氏    
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ゼロエミッションフォーラム・イン・いちかわゼロエミッションフォーラム・イン・いちかわゼロエミッションフォーラム・イン・いちかわゼロエミッションフォーラム・イン・いちかわ 2005 

――――    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること    ――――    

～～～～    くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 3R をををを実行実行実行実行するするするする    ～～～～ 

 日日日日時時時時    ：：：：    2005 年年年年 8 月月月月 1日日日日（（（（月月月月））））13:00－－－－17:00 場場場場所所所所    ：：：：    市川市市川市市川市市川市文文文文化会化会化会化会館館館館 小小小小ホホホホールールールール プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            千葉千葉千葉千葉光光光光行行行行    氏氏氏氏 市川市市川市市川市市川市長長長長 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「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めざしてをめざしてをめざしてをめざして ～～～～3R のののの役割役割役割役割～～～～」」」」 三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事、、、、千千千千葉葉葉葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介            市川市市川市市川市市川市清掃清掃清掃清掃行行行行政政政政のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ「「「「ごごごごみみみみ 12 分分分分別別別別のののの検証検証検証検証・・・・成成成成果果果果などなどなどなど」」」」                             松丸松丸松丸松丸有有有有徳徳徳徳    氏氏氏氏            市川市市川市市川市市川市    環境環境環境環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課    副副副副主主主主幹幹幹幹 市川市環境学市川市環境学市川市環境学市川市環境学習習習習のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ「「「「学学学学校版校版校版校版 ISO のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」 蜂須賀久幸氏蜂須賀久幸氏蜂須賀久幸氏蜂須賀久幸氏            市川市立大和市川市立大和市川市立大和市川市立大和田小田小田小田小学学学学校校校校    教諭教諭教諭教諭                                     市川市立大和市川市立大和市川市立大和市川市立大和田小田小田小田小学学学学校校校校    児童児童児童児童 「「「「自治会自治会自治会自治会独独独独自自自自にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ買物袋買物袋買物袋買物袋持持持持参参参参推進推進推進推進運運運運動動動動のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」 箕輪箕輪箕輪箕輪一一一一男男男男    氏氏氏氏            市川市市川市市川市市川市曽谷第六曽谷第六曽谷第六曽谷第六自治会自治会自治会自治会    会会会会長長長長                         「「「「地域地域地域地域からからからから発発発発信信信信するするするする市民市民市民市民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」」」」                             飯田飯田飯田飯田和和和和子子子子    氏氏氏氏            川川川川崎崎崎崎ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会    代表代表代表代表 パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション    「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること～～～～くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 

3R をををを実行実行実行実行するするするする～～～～」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                             谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次    氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク    代表代表代表代表                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             飯田飯田飯田飯田和和和和子子子子    氏氏氏氏            川川川川崎崎崎崎ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会    代表代表代表代表                             松松松松本本本本定子定子定子定子    氏氏氏氏            市川市市川市市川市市川市じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパートナーパートナーパートナーパートナー                             山山山山本本本本義美義美義美義美    氏氏氏氏            びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークネットワークネットワークネットワーク    事事事事務局長務局長務局長務局長                             浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷隆谷隆谷隆谷隆一一一一氏氏氏氏            市川市川市川市川市市市市    環境環境環境環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推推推推進進進進課長課長課長課長 

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

 

 議事議事議事議事 司司司司会会会会（（（（高高高高山山山山）））） 皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。たたたただだだだいまよいまよいまよいまよりりりり、、、、市川市市川市市川市市川市、、、、市川市市川市市川市市川市教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会、、、、国際連合大国際連合大国際連合大国際連合大学学学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、、、、三三三三者者者者のののの共共共共催催催催によによによによりりりりますますますます「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・イン・イン・イン・イン・いちかわいちかわいちかわいちかわ 2005」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 私私私私はははは、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会進行会進行会進行会進行をををを務務務務めますめますめますめます、、、、市川市環境市川市環境市川市環境市川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課のののの高高高高山山山山とととと申申申申しましましましますすすす。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開会開会開会開会にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、市川市市川市市川市市川市長長長長、、、、千葉千葉千葉千葉光光光光行行行行よよよよりごりごりごりごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申
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しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 

 千葉千葉千葉千葉市市市市長長長長     今今今今日日日日はははは、、、、大大大大変暑変暑変暑変暑いいいい中中中中、、、、ここここのようにのようにのようにのようにごごごご参参参参集集集集いたいたいたいただだだだきましたことをまずきましたことをまずきましたことをまずきましたことをまず心心心心からからからから厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼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。。。。     今今今今回回回回、、、、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おのゼロエミッションフォーラムのおのゼロエミッションフォーラムのおのゼロエミッションフォーラムのお力力力力をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県、、、、そそそそしてしてしてして教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とととと、、、、大大大大変変変変多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお力力力力をいたをいたをいたをいただだだだきましてこのきましてこのきましてこのきましてこの会会会会がががが開催開催開催開催できますことできますことできますことできますことをををを心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼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。。。。     私私私私たちたちたちたち、、、、ふふふふとととと振振振振りりりり返返返返ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長期期期期があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは利利利利便性便性便性便性をををを求求求求めましてめましてめましてめまして、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、そしてそしてそしてそして大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というよというよというよというようなうなうなうな時時時時代代代代をををを迎迎迎迎えたわけであえたわけであえたわけであえたわけでありりりりますますますます。。。。少少少少しずしずしずしずつつつつ見見見見直直直直されてはきているもののされてはきているもののされてはきているもののされてはきているものの、、、、そうそうそうそういういういういう流流流流れれれれのののの中中中中でしっかでしっかでしっかでしっかりりりりとととと見見見見直直直直していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばば、、、、日日日日本本本本がががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地球地球地球地球がががが、、、、環境環境環境環境がががが、、、、非非非非常常常常にににに大大大大ききききなななな次次次次世代世代世代世代にににに与与与与えるいえるいえるいえるいろろろろいいいいろろろろなななな影響影響影響影響がががが今今今今後出後出後出後出てくるのではないかということがはっきてくるのではないかということがはっきてくるのではないかということがはっきてくるのではないかということがはっきりりりりとととと皆皆皆皆ささささんんんんのののの意識意識意識意識のののの中中中中にできてきたのではないかとにできてきたのではないかとにできてきたのではないかとにできてきたのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、市川市市川市市川市市川市もももも、、、、環境環境環境環境市民会議市民会議市民会議市民会議ををををつつつつくらせていたくらせていたくらせていたくらせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、市民市民市民市民がががが自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの街街街街ををををどのようにすれどのようにすれどのようにすれどのようにすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をどうとらえていけをどうとらえていけをどうとらえていけをどうとらえていけばばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、今今今今 3期期期期目目目目にににに入入入入っておっておっておっておりりりりますますますますがががが、、、、そそそそのよのよのよのよううううなななな中中中中でででで、、、、「「「「いちかわいちかわいちかわいちかわじゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプランプランプランプラン 21」」」」をををを作作作作らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それそれそれそれはははは、、、、市民一市民一市民一市民一人人人人ひひひひととととりりりりががががどのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの排排排排出出出出量量量量にあるにあるにあるにあるべべべべきなのかきなのかきなのかきなのか、、、、それをそれをそれをそれを 23 年年年年までのまでのまでのまでの目目目目標標標標をををを作作作作っていっていっていっているるるるわけであわけであわけであわけでありりりりまままますすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、資源化率資源化率資源化率資源化率はどうあるはどうあるはどうあるはどうあるべべべべきなのかきなのかきなのかきなのか。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、焼却焼却焼却焼却するするするする量量量量、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市川市川市川市川にはにはにはには最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場があがあがあがありりりりませませませませんんんんからからからから、、、、そのそのそのその最終処最終処最終処最終処分分分分のののの量量量量はどうあるはどうあるはどうあるはどうあるべべべべきなのかということがきなのかということがきなのかということがきなのかということが記載記載記載記載さささされていますれていますれていますれています。。。。それにそれにそれにそれに基基基基づいてづいてづいてづいて今今今今、、、、行動行動行動行動計画計画計画計画をををを作作作作ってってってって、、、、またまたまたまた行動行動行動行動させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているわけいているわけいているわけいているわけであであであでありりりりますますますます。。。。     そのそのそのその中中中中でででで、、、、ごごごごみのみのみのみの 12 分分分分別別別別がががが始始始始ままままりりりりましたましたましたました。。。。このこのこのこの問問問問題題題題ににににつつつついてはいてはいてはいては後後後後ほほほほどどどど詳詳詳詳しくしくしくしくごごごご紹介紹介紹介紹介がでがでがでができるときるときるときると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、大大大大きなきなきなきな成成成成果果果果がががが出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの問問問問題題題題にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても、、、、1つつつつのテーのテーのテーのテーママママとしてとしてとしてとして出出出出てくるわけですてくるわけですてくるわけですてくるわけですがががが、、、、ここここのののの次次次次のステップのステップのステップのステップ、、、、つつつつままままりごりごりごりごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化というのというのというのというのがもうがもうがもうがもう視野視野視野視野にににに入入入入らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない時時時時代代代代がががが来来来来たのではないのかとたのではないのかとたのではないのかとたのではないのかと感感感感じじじじているているているている次次次次第第第第であであであでありりりりまままますすすす。。。。それらをそれらをそれらをそれらを皆皆皆皆ささささんんんんといといといといろろろろいいいいろろろろとととと考考考考えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきききき、、、、これからのこれからのこれからのこれからの日日日日本本本本、、、、市川市川市川市川、、、、そしてもそしてもそしてもそしてもっとっとっとっと大大大大きくきくきくきく世世世世界界界界のあのあのあのありりりり方方方方というものがというものがというものがというものが今今今今日日日日のののの議議議議論論論論のののの中中中中からからからから出出出出てくれてくれてくれてくればばばばとととと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。     今今今今日日日日 1 日日日日がががが大大大大変変変変有有有有意義意義意義意義なななな 1 日日日日になになになになりりりりますことをますことをますことをますことを願願願願いましていましていましていまして、、、、私私私私のあいさのあいさのあいさのあいさつつつつにさせてにさせてにさせてにさせていたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッション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理理理理事事事事、、、、三橋規三橋規三橋規三橋規宏様宏様宏様宏様よよよよりごりごりごりごあいさあいさあいさあいさつつつつををををいたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。三橋様三橋様三橋様三橋様はははは、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授をををを務務務務めるめるめるめる傍傍傍傍らららら、、、、本市本市本市本市廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物減量減量減量減量等推進等推進等推進等推進審審審審議会議会議会議会のののの会会会会長長長長などをなどをなどをなどを務務務務められめられめられめられ、、、、またまたまたまた、、、、受付受付受付受付ロロロロビビビビーでーでーでーで販売販売販売販売しておしておしておしておりりりりますますますます「「「「環境環境環境環境再生再生再生再生とととと日日日日本経済本経済本経済本経済」」」」などのなどのなどのなどの著著著著書書書書をををを多多多多数数数数出版出版出版出版されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな分野分野分野分野ででででごごごご活活活活躍躍躍躍をされていますをされていますをされていますをされています。。。。三橋様三橋様三橋様三橋様のプロフのプロフのプロフのプロフィィィィールにールにールにールにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、講演講演講演講演資料資料資料資料のののの終終終終わわわわりりりりにもにもにもにも載載載載せてあせてあせてあせてありりりりますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 
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    それではそれではそれではそれでは、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、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。。。。 

 三橋理三橋理三橋理三橋理事事事事     今年今年今年今年 1 月月月月のののの初初初初めめめめ、、、、今今今今のののの環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣、、、、小小小小池百池百池百池百合合合合子子子子ささささんんんんとととと話話話話すすすす機機機機会会会会があったときにがあったときにがあったときにがあったときに、、、、とにかくとにかくとにかくとにかくこのこのこのこの夏夏夏夏はははは、、、、男男男男性性性性のののの皆皆皆皆ささささんんんんにはにはにはには背背背背広広広広とネクタイはとネクタイはとネクタイはとネクタイは外外外外してもらいますよというしてもらいますよというしてもらいますよというしてもらいますよという話話話話をなさいましをなさいましをなさいましをなさいましてててて、、、、それでそれでそれでそれで温度温度温度温度をををを 2 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい下下下下げげげげることができますとることができますとることができますとることができますと強調強調強調強調されていましたされていましたされていましたされていました。。。。さてさてさてさて、、、、どういどういどういどういうううう手手手手をををを打打打打ちちちち出出出出すのかとすのかとすのかとすのかと思思思思っておっておっておっておりりりりましたらましたらましたらましたら、、、、6 月月月月からクールからクールからクールからクールビビビビズというズというズというズという新新新新しいフしいフしいフしいファァァァッションッションッションッションをををを提提提提案案案案されたわけですされたわけですされたわけですされたわけですねねねね。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ背背背背広広広広をををを取取取取りりりり、、、、ネクタイをネクタイをネクタイをネクタイを外外外外すすすす。。。。私私私私もそれにもそれにもそれにもそれに共鳴共鳴共鳴共鳴しましましましましてしてしてして、、、、40 数数数数年年年年間間間間、、、、手手手手放放放放すことのなかったすことのなかったすことのなかったすことのなかった背背背背広広広広とネクタイをとネクタイをとネクタイをとネクタイを、、、、夏場夏場夏場夏場、、、、外外外外すことにしましたすことにしましたすことにしましたすことにしました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ややややははははりりりり問問問問題題題題があるがあるがあるがあるんんんんですですですですねねねね。。。。ネクタイをネクタイをネクタイをネクタイを外外外外しししし、、、、背背背背広広広広をををを脱脱脱脱ぐぐぐぐとととと、、、、冷房冷房冷房冷房がががが効効効効きききき過過過過ぎぎぎぎていてていてていてていて、、、、電車電車電車電車のののの中中中中がががが非非非非常常常常にににに寒寒寒寒いいいい。。。。私私私私はははは総武線総武線総武線総武線でででで新新新新宿宿宿宿かかかからららら市川市川市川市川駅駅駅駅までまでまでまで通通通通っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、ちちちちょょょょっとうっかっとうっかっとうっかっとうっかりりりり寝寝寝寝てしまったらてしまったらてしまったらてしまったら、、、、クールクールクールクールビビビビズでズでズでズで冷冷冷冷ええええ過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、風邪風邪風邪風邪をををを引引引引いてしまいましたいてしまいましたいてしまいましたいてしまいました。。。。クールクールクールクールビビビビズというズというズというズという省省省省エネフエネフエネフエネファァァァッションもッションもッションもッションも個個個個人人人人のののの対応対応対応対応とととと並並並並行行行行してしてしてして、、、、鉄道側鉄道側鉄道側鉄道側もももも対応対応対応対応するというするというするというするというようにようにようにように社会社会社会社会システムとしてシステムとしてシステムとしてシステムとして対対対対策策策策をとっていかないとをとっていかないとをとっていかないとをとっていかないと、、、、ちちちちぐぐぐぐははははぐぐぐぐなことになってしまうことなことになってしまうことなことになってしまうことなことになってしまうことをををを思思思思いいいい知知知知らされたわけですらされたわけですらされたわけですらされたわけです。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、少少少少々々々々声声声声がかれておがかれておがかれておがかれておりりりり聞聞聞聞きききき苦苦苦苦しいとしいとしいとしいと存存存存じじじじますがますがますがますが、、、、そそそそういうういうういうういう事事事事情情情情があったわけでがあったわけでがあったわけでがあったわけで、、、、おおおお許許許許しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     さてさてさてさて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんはゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションというはゼロエミッションという言葉言葉言葉言葉ををををごごごご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。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いういういういう言葉言葉言葉言葉はそはそはそはそんんんんなななな昔昔昔昔かかかからのらのらのらの言葉言葉言葉言葉ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、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がががが初初初初めてめてめてめて打打打打ちちちち出出出出したしたしたした言葉言葉言葉言葉でででですすすす。。。。エミッションというのはエミッションというのはエミッションというのはエミッションというのは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物というというというという意意意意味味味味でででで、、、、そのそのそのその前前前前にゼロがにゼロがにゼロがにゼロがつつつつ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、、、、文文文文字通字通字通字通りりりり訳訳訳訳せせせせばばばば、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ゼロというゼロというゼロというゼロという意意意意味味味味になになになになりりりりますますますます。。。。しかししかししかししかし国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提提提提案案案案したゼロエミッしたゼロエミッしたゼロエミッしたゼロエミッションはションはションはションは、、、、単単単単にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をゼロにしようというをゼロにしようというをゼロにしようというをゼロにしようという運運運運動動動動ではなくではなくではなくではなく、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会ををををつつつつくくくくろろろろうといううといううといううという提提提提案案案案なのですなのですなのですなのです。。。。ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという考考考考ええええ方方方方はははは何何何何からからからから学学学学んだんだんだんだかというとかというとかというとかというと、、、、実実実実はははは、、、、自自自自然然然然のののの生生生生態系態系態系態系からからからから学学学学んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。 ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、自自自自然然然然界界界界ではではではでは植植植植物物物物がががが唯唯唯唯一一一一のののの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すはすはすはすごごごごいですいですいですいですねねねね。。。。無無無無機物機物機物機物をををを有有有有機物機物機物機物にににに変変変変えるえるえるえる機機機機能能能能をををを持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。大大大大気気気気中中中中にあるにあるにあるにある CO2 とととと水水水水をををを光光光光合成合成合成合成によってによってによってによって有有有有機機機機物物物物にににに変変変変えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。そそそそんんんんなことできるなことできるなことできるなことできる生物生物生物生物はははは植植植植物物物物しかしかしかしか存在存在存在存在しませしませしませしませんんんん。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自自自自然然然然界界界界でででではははは唯唯唯唯一一一一のののの消費者消費者消費者消費者はははは動動動動物物物物ですですですです。。。。動動動動物物物物はははは、、、、植植植植物物物物ががががつつつつくったくったくったくった穀穀穀穀物物物物やややや果果果果実実実実などのなどのなどのなどの有有有有機物機物機物機物をををを食食食食べべべべてててて生生生生きているわけですきているわけですきているわけですきているわけです。。。。肉食肉食肉食肉食動動動動物物物物もももも草食草食草食草食動動動動物物物物をををを餌餌餌餌にしているわけでにしているわけでにしているわけでにしているわけで、、、、植植植植物物物物にににに依存依存依存依存してしてしてして生生生生きていきていきていきていることにはることにはることにはることには変変変変わわわわりりりりがあがあがあがありりりりませませませませんんんん。。。。そのそのそのその動動動動物物物物もももも、、、、植植植植物物物物もももも、、、、寿命寿命寿命寿命がががが来来来来てててて死死死死んんんんでしまえでしまえでしまえでしまえばばばば土土土土にににに返返返返りりりりますますますます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、微微微微生物生物生物生物によってによってによってによって分分分分解解解解されてされてされてされて、、、、またそれがまたそれがまたそれがまたそれが植植植植物物物物のののの栄養栄養栄養栄養になっていくわになっていくわになっていくわになっていくわけですけですけですけです。。。。このようにこのようにこのようにこのように自自自自然然然然界界界界ではではではでは役役役役割割割割のののの異異異異なるなるなるなる植植植植物物物物とととと動動動動物物物物とととと微微微微生物生物生物生物がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの仕仕仕仕事事事事をきちをきちをきちをきちんんんんとととと果果果果たすことでたすことでたすことでたすことで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるごごごごみみみみ、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを生生生生みみみみ出出出出すようなことはあすようなことはあすようなことはあすようなことはありりりりませませませませんんんん。。。。自自自自然然然然界界界界ににににはもともとはもともとはもともとはもともと廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になるようなものはになるようなものはになるようなものはになるようなものは最初最初最初最初からからからから存在存在存在存在しませしませしませしませんんんん。。。。そういうそういうそういうそういう自自自自然然然然界界界界にににに近近近近いよういよういよういようなシステムのなシステムのなシステムのなシステムの下下下下でででで人人人人間間間間社会社会社会社会、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動をををを営営営営むむむむことができれことができれことができれことができればばばば廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をゼロにはできないにをゼロにはできないにをゼロにはできないにをゼロにはできないにしてもしてもしてもしても、、、、ゼロにゼロにゼロにゼロに近近近近づけていくことができるのではないかということがゼロエミッションとづけていくことができるのではないかということがゼロエミッションとづけていくことができるのではないかということがゼロエミッションとづけていくことができるのではないかということがゼロエミッションというもののいうもののいうもののいうものの考考考考ええええ方方方方のののの根根根根源源源源になっていますになっていますになっていますになっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ゼロエミッションはそゼロエミッションはそゼロエミッションはそゼロエミッションはそんんんんなになになになに難難難難ししししいいいい考考考考ええええ方方方方ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、生生生生態系態系態系態系にににに近近近近いいいい経済社会経済社会経済社会経済社会ををををつつつつくくくくりりりりましましましましょょょょうよというよというよというよというううう提提提提案案案案なのですなのですなのですなのです。。。。     2000 年年年年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というゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムという組織組織組織組織をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたました。。。。現現現現在在在在全全全全国国国国各地各地各地各地のののの３０３０３０３０をををを超超超超えるえるえるえる地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体にににに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。それからそれからそれからそれから３０３０３０３０数数数数社社社社のののの大企業大企業大企業大企業をををを中中中中心心心心とするとするとするとする企業企業企業企業、、、、さらにさらにさらにさらに多多多多くのくのくのくの学者学者学者学者・・・・研究者研究者研究者研究者がががが参加参加参加参加していますしていますしていますしています。。。。このようにこのようにこのようにこのように国連大学国連大学国連大学国連大学ゼゼゼゼロエミッションフォーラムではロエミッションフォーラムではロエミッションフォーラムではロエミッションフォーラムでは、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体とととと企業企業企業企業とととと学者学者学者学者グループがグループがグループがグループが集集集集まってまってまってまって、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを
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出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会をををを実現実現実現実現するためのさまざまなするためのさまざまなするためのさまざまなするためのさまざまな研究研究研究研究とととと運運運運動動動動をををを展開展開展開展開しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。既既既既にこのにこのにこのにこの運運運運動動動動はははは、、、、94 年年年年にスタートしてからにスタートしてからにスタートしてからにスタートしてから 10 年年年年目目目目をををを超超超超えていますえていますえていますえています。。。。今今今今日日日日のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムではムではムではムでは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会をををを目指目指目指目指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さまざまなでいるさまざまなでいるさまざまなでいるさまざまなケケケケーススターススターススターススタディディディディーーーー、、、、考考考考ええええ方方方方がががが紹介紹介紹介紹介されるとされるとされるとされ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非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     先先先先程程程程自自自自然然然然界界界界のののの消費者消費者消費者消費者であるであるであるである動動動動物物物物にはにはにはには草食草食草食草食動動動動物物物物とととと肉食肉食肉食肉食動動動動物物物物がががが存在存在存在存在していることをしていることをしていることをしていることを指指指指摘摘摘摘しましましましましたがしたがしたがしたが、、、、ななななぜぜぜぜだだだだかおわかかおわかかおわかかおわかりりりりになになになになりりりりますかますかますかますか。。。。草食草食草食草食動動動動物物物物だだだだけけけけだだだだとととと、、、、草草草草をををを過剰過剰過剰過剰にににに食食食食べべべべてしまいまてしまいまてしまいまてしまいますすすす。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、草草草草がなくなってしまうおそれがあるわけですがなくなってしまうおそれがあるわけですがなくなってしまうおそれがあるわけですがなくなってしまうおそれがあるわけです。。。。草食草食草食草食動動動動物物物物のののの食食食食べべべべ過過過過ぎぎぎぎ、、、、増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎをををを抑制抑制抑制抑制するためするためするためするため、、、、肉食肉食肉食肉食動動動動物物物物がががが存在存在存在存在しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。それがそれがそれがそれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自自自自然然然然をををを維維維維持持持持していくためのしていくためのしていくためのしていくための摂摂摂摂理理理理ですですですです人人人人間間間間のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、たたたたとえとえとえとえばばばば石油石油石油石油のののの過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費をををを抑制抑制抑制抑制するためのするためのするためのするための仕仕仕仕掛掛掛掛けがあけがあけがあけがありりりりませませませませんんんん。。。。石油石油石油石油のののの過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費をををを抑制抑制抑制抑制するためにはするためにはするためにはするためには、、、、自自自自然然然然界界界界のののの肉食肉食肉食肉食動動動動物物物物、、、、つつつつままままりりりりシカシカシカシカのののの増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎをををを抑制抑制抑制抑制するするするするオオオオオオオオカミのカミのカミのカミの役割役割役割役割をををを人人人人為為為為的的的的にににに作作作作らなくてはらなくてはらなくてはらなくては温暖化温暖化温暖化温暖化をををを止止止止めることができめることができめることができめることができませませませませんんんん。、。、。、。、それがそれがそれがそれが環境環境環境環境税税税税あるというのがあるというのがあるというのがあるというのが私私私私のののの主主主主張張張張であであであでありりりりますますますます。。。。自自自自然然然然界界界界ではではではでは草食草食草食草食動動動動物物物物のののの増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎをををを抑制抑制抑制抑制するためするためするためするため肉食肉食肉食肉食動動動動物物物物とのとのとのとの間間間間でででで死死死死にににに物物物物狂狂狂狂いのいのいのいの調調調調整整整整がががが行行行行われていることをわれていることをわれていることをわれていることを思思思思ええええばばばば、、、、環境環境環境環境税税税税のののの導導導導入入入入にににに伴伴伴伴うううう痛痛痛痛みなどたかがみなどたかがみなどたかがみなどたかが知知知知れているというのがれているというのがれているというのがれているというのが私私私私のののの見見見見方方方方ですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆ささささんんんんはいかがはいかがはいかがはいかが思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。     私私私私どもどもどもども、、、、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はゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは、、、、このようなこのようなこのようなこのような問問問問題提題提題提題提起起起起をををを含含含含めめめめ、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進むむむむことによってことによってことによってことによって持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会がががが壊壊壊壊れてしまうようなことをれてしまうようなことをれてしまうようなことをれてしまうようなことを避避避避けるためにさまざまなけるためにさまざまなけるためにさまざまなけるためにさまざまな提提提提案案案案をしているをしているをしているをしている団体団体団体団体であであであでありりりりますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞこれからもこれからもこれからもこれからも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いうゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムという名前名前名前名前をををを頭頭頭頭のののの隅隅隅隅ににににごごごご記記記記憶憶憶憶していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに暑暑暑暑いいいい中中中中、、、、おおおお集集集集ままままりりりりいたいたいたいただだだだいてあいてあいてあいてありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。主催者主催者主催者主催者のののの一一一一人人人人としてとしてとしてとして私私私私のあいさのあいさのあいさのあいさつつつつにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございざいざいざいましたましたましたました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演のののの準備準備準備準備をいたをいたをいたをいたしますのでしますのでしますのでしますので、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくだだだださいさいさいさい。。。。 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 

 司司司司会会会会     おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様よよよよりりりり、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演「「「「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構構構築築築築をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～3R のののの役割役割役割役割～～～～」」」」ににににつつつつきましてきましてきましてきましてごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、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。。。。 

 三橋理三橋理三橋理三橋理事事事事     それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速、、、、問問問問題提題提題提題提起起起起をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     パワーパワーパワーパワーポポポポイントでイントでイントでイントで使使使使うううう資料資料資料資料はははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお手手手手元元元元にあるにあるにあるにある資料資料資料資料とととと同同同同じじじじものですのでものですのでものですのでものですので、、、、両両両両方方方方をををを時時時時々々々々見見見見比比比比べべべべながらおながらおながらおながらお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     もともともともともともともともと自自自自然然然然界界界界とととと人人人人間間間間社会社会社会社会とのとのとのとの関係関係関係関係はははは、、、、このこのこのこの図図図図からもからもからもからも明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、大大大大きなきなきなきな自自自自然然然然界界界界のののの中中中中のののの一一一一部部部部がががが人人人人間間間間社会社会社会社会であったわけですであったわけですであったわけですであったわけです。。。。人人人人間間間間社会社会社会社会のののの活動活動活動活動のののの一一一一部部部部にににに経済活動経済活動経済活動経済活動があがあがあがありりりりますますますます。、。、。、。、人人人人間間間間はははは、、、、自自自自然然然然がががが提提提提供供供供してくれるしてくれるしてくれるしてくれる様様様様々々々々なななな資源資源資源資源をををを利用利用利用利用してしてしてして生生生生活活活活にににに必要必要必要必要なななな製品製品製品製品ををををつつつつくったくったくったくったりりりり、、、、生生生生きききき
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ていくためのていくためのていくためのていくための食食食食料料料料をををを調調調調達達達達してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。またまたまたまた使使使使えなくなったえなくなったえなくなったえなくなった廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物やややや生生生生ごごごごみなどはみなどはみなどはみなどは、、、、自自自自然然然然界界界界にににに捨捨捨捨てるというてるというてるというてるという生生生生活活活活をををを長長長長いいいい間間間間ずっとずっとずっとずっと繰繰繰繰りりりり返返返返してきたわけですしてきたわけですしてきたわけですしてきたわけです。。。。つつつつままままりりりり自自自自然然然然がががが提提提提供供供供するするするする資資資資源源源源のののの枠枠枠枠内内内内でででで様様様様々々々々なななな資源資源資源資源をををを消費消費消費消費しししし、、、、自自自自然然然然のののの持持持持つつつつ浄浄浄浄化力化力化力化力のののの枠枠枠枠内内内内でででで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを自自自自然然然然界界界界にににに戻戻戻戻していれしていれしていれしていればばばば何何何何もももも環境環境環境環境問問問問題題題題はははは発発発発生生生生することはなかったわけですすることはなかったわけですすることはなかったわけですすることはなかったわけです。。。。人類人類人類人類のののの長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史をををを振振振振りりりり返返返返ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、このこのこのこの原原原原則則則則がががが守守守守られてきたられてきたられてきたられてきたためためためため、、、、環境環境環境環境とととと経済活動経済活動経済活動経済活動はははは両両両両立立立立しておしておしておしておりりりり、、、、環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊やややや資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇化化化化現現現現象象象象などはなどはなどはなどは起起起起ここここりりりりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。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しなくなったというのはしなくなったというのはしなくなったというのはしなくなったというのは過去過去過去過去 100 年年年年、、、、もっともっともっともっと絞絞絞絞りりりり込込込込めめめめばばばば過去過去過去過去５０５０５０５０年年年年というきわめてというきわめてというきわめてというきわめて最近最近最近最近のののの現現現現象象象象ですですですです。。。。     このこのこのこの図図図図ををををごごごごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。「。「。「。「過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費・・・・過剰廃棄過剰廃棄過剰廃棄過剰廃棄のののの時時時時代代代代」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、自自自自然然然然界界界界のののの一一一一部部部部がががが人人人人間間間間社会社会社会社会であるであるであるである、、、、自自自自然然然然ののののリリリリズムにズムにズムにズムに合合合合わせてわせてわせてわせて人人人人間間間間がががが生生生生活活活活していれしていれしていれしていればばばば環境環境環境環境問問問問題題題題はははは起起起起こらなかったわけですこらなかったわけですこらなかったわけですこらなかったわけです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、自自自自然然然然がががが提提提提供供供供してくれるしてくれるしてくれるしてくれる以以以以上上上上のものをのものをのものをのものを過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費しししし、、、、またまたまたまた自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて多多多多くのくのくのくの有有有有害廃棄害廃棄害廃棄害廃棄物物物物をををを自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出するするするするようになようになようになようになったためったためったためったため、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をををを著著著著しくしくしくしく悪悪悪悪化化化化させてしまったとわけですさせてしまったとわけですさせてしまったとわけですさせてしまったとわけです。。。。人人人人間間間間社会社会社会社会のののの活動活動活動活動がががが肥肥肥肥大化大化大化大化しししし、、、、自自自自然然然然ののののリリリリズムをズムをズムをズムを押押押押ししししつつつつぶぶぶぶしてしまったことでしてしまったことでしてしまったことでしてしまったことで、、、、今今今今日日日日のようなのようなのようなのような環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こってきたわけこってきたわけこってきたわけこってきたわけですですですです。。。。     ななななぜぜぜぜ過剰過剰過剰過剰生生生生産産産産、、、、過剰排過剰排過剰排過剰排出出出出がががが起起起起こってきたのかというとこってきたのかというとこってきたのかというとこってきたのかというと、、、、そのそのそのその理理理理由由由由もももも実実実実はははは明白明白明白明白ですですですです。。。。過去過去過去過去
100 年年年年、、、、20世世世世紀紀紀紀にににに入入入入ってってってって人口人口人口人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加加加加しましたしましたしましたしました。。。。1900 年年年年のののの世世世世界界界界のののの人口人口人口人口はどのくらいはどのくらいはどのくらいはどのくらいあったかというとあったかというとあったかというとあったかというと、、、、大体大体大体大体 16億億億億 5,000万万万万人人人人ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく今年今年今年今年 2005 年年年年にはにはにはには 65億億億億人人人人ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになりりりりますますますます。。。。約約約約 100 年年年年のののの間間間間にににに人口人口人口人口がががが 4 倍倍倍倍以以以以上上上上増増増増えてしまうというえてしまうというえてしまうというえてしまうという異常異常異常異常現現現現象象象象がががが起起起起こってこってこってこっているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつはははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めてめてめてめて経済成経済成経済成経済成長長長長をををを急急急急ぎぎぎぎすすすすぎぎぎぎたことでたことでたことでたことですすすす。。。。高高高高いいいい経済成経済成経済成経済成長長長長をををを実現実現実現実現することによってすることによってすることによってすることによって物物物物的的的的豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実現実現実現実現したいということですしたいということですしたいということですしたいということですねねねね。。。。ここここのののの人口人口人口人口爆爆爆爆発発発発とととと経済成経済成経済成経済成長長長長のののの 2つつつつがががが両翼両翼両翼両翼になってになってになってになって経済活動経済活動経済活動経済活動がががが急速急速急速急速にににに拡大拡大拡大拡大していったわけですしていったわけですしていったわけですしていったわけです。。。。 

  経済活動経済活動経済活動経済活動のののの拡大拡大拡大拡大によってによってによってによって私私私私たちのたちのたちのたちの物物物物的的的的豊豊豊豊かさはかさはかさはかさは非非非非常常常常にににに向向向向上上上上しましたしましたしましたしました。。。。しかししかししかししかし、、、、いいこといいこといいこといいことずくめではあずくめではあずくめではあずくめではありりりりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。一方一方一方一方でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊をををを引引引引きききき起起起起こしてしまったわけでこしてしまったわけでこしてしまったわけでこしてしまったわけですすすす。。。。図図図図にににに書書書書いてあるようにいてあるようにいてあるようにいてあるように、、、、地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化、、、、酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化、、、、環境環境環境環境難難難難民民民民、、、、森林森林森林森林減少減少減少減少、、、、食糧危食糧危食糧危食糧危機機機機、、、、海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇、、、、大大大大気気気気・・・・水水水水・・・・土壌土壌土壌土壌のののの汚染汚染汚染汚染などさまざまななどさまざまななどさまざまななどさまざまな形形形形でででで環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こってきてしまいましたこってきてしまいましたこってきてしまいましたこってきてしまいました。。。。特特特特にににに今今今今世世世世紀最紀最紀最紀最大大大大のののの問問問問題題題題はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、ややややははははりりりり地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。 

  過去過去過去過去 100 年年年年のののの間間間間でででで最最最最もももも暑暑暑暑かったかったかったかった年年年年はははは何何何何年年年年かかかか、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごご存存存存じじじじですかですかですかですか。。。。このパネルにはこのパネルにはこのパネルにはこのパネルには書書書書いてあいてあいてあいてありりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、1998 年年年年ですですですです。。。。1998 年年年年というというというという年年年年がががが過去過去過去過去 100 年年年年のののの間間間間でででで最最最最もももも暑暑暑暑かったかったかったかった年年年年ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、100 年年年年のののの間間間間にににに 2番番番番目目目目にににに暑暑暑暑かったかったかったかった年年年年はいはいはいはいつつつつかかかかごごごご存存存存じじじじですかですかですかですか。。。。2002 年年年年ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは 3番番番番目目目目にににに暑暑暑暑かったかったかったかった年年年年はははは何何何何年年年年かというとかというとかというとかというと、、、、これがこれがこれがこれが 2003 年年年年ななななんんんんですですですです。。。。4番番番番目目目目にににに暑暑暑暑かっかっかっかったたたた年年年年がががが 2004 年年年年ですですですです。。。。何何何何とととと 12000 年年年年にににに入入入入ってってってって 2002 年年年年、、、、2003 年年年年、、、、2004 年年年年とととと暑暑暑暑いいいい年年年年がががが集集集集中中中中してしてしてしていることがいることがいることがいることが分分分分かかかかりりりりますますますます。。。。アアアアメメメメリリリリカのカのカのカの NASA、、、、航空宇宙航空宇宙航空宇宙航空宇宙局局局局、、、、今今今今ディディディディスカスカスカスカバリバリバリバリーがーがーがーが宇宙宇宙宇宙宇宙をををを飛飛飛飛んんんんでいますでいますでいますでいますねねねね、、、、あのあのあのあの NASA、、、、航空宇宙航空宇宙航空宇宙航空宇宙局局局局のののの研究研究研究研究所所所所のののの見見見見通通通通しによるとしによるとしによるとしによると、、、、2005 年年年年はははは、、、、過去過去過去過去１００１００１００１００年年年年のののの最高最高最高最高だだだだったったったった 1998 年年年年をををを上回上回上回上回るるるる最最最最もももも暑暑暑暑いいいい 1 年年年年になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと予予予予測測測測していますしていますしていますしています。。。。 

  いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、数字数字数字数字からもからもからもからも明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、2000 年年年年代代代代にににに入入入入ってからってからってからってから温暖化温暖化温暖化温暖化のののの記録記録記録記録がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん更更更更新新新新されておされておされておされておりりりり、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がががが急速急速急速急速にににに進進進進んんんんでいることがでいることがでいることがでいることが分分分分かかかかりりりりますますますます。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化というのはというのはというのはというのは、、、、気気気気流流流流やややや海海海海流流流流のののの流流流流れにれにれにれに影響影響影響影響をををを与与与与ええええ、、、、集集集集中中中中豪豪豪豪雨雨雨雨ややややハハハハリケリケリケリケーンーンーンーン、、、、台台台台風風風風などのなどのなどのなどの異常気象異常気象異常気象異常気象をををを発発発発生生生生させさせさせさせ、、、、深深深深刻刻刻刻なななな洪洪洪洪水水水水をををを招招招招いたいたいたいたりりりり、、、、逆逆逆逆にににに穀穀穀穀倉倉倉倉地地地地帯帯帯帯をををを乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化させさせさせさせ食糧食糧食糧食糧のののの生生生生産産産産不足不足不足不足をををを引引引引きききき起起起起こすなどこすなどこすなどこすなど様様様様々々々々なななな問問問問題題題題をををを起起起起こしこしこしこし、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生存存存存条件条件条件条件そのものをそのものをそのものをそのものを奪奪奪奪いかいかいかいかねねねねないようなないようなないようなないような状況状況状況状況になってきているになってきているになってきているになってきているわけですわけですわけですわけです。。。。そのそのそのその原原原原因因因因はははは、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しになしになしになしになりりりりますがますがますがますが、、、、物物物物的的的的豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めてのめてのめてのめての急急急急ぎぎぎぎすすすすぎぎぎぎのののの経済成経済成経済成経済成
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長長長長、、、、とどまることをとどまることをとどまることをとどまることを知知知知らないらないらないらない人口人口人口人口増増増増加加加加などなどなどなど人人人人間間間間そのものにそのものにそのものにそのものに由来由来由来由来しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。 

  IPCC（（（（気気気気候候候候変変変変動動動動にににに関関関関するするするする政政政政府府府府間間間間パネルパネルパネルパネル））））というというというという国連国連国連国連のののの組織組織組織組織があがあがあがありりりりますますますます。。。。気気気気候候候候変変変変動動動動とととと温度温度温度温度とのとのとのとの関係関係関係関係をををを調調調調査査査査研究研究研究研究しているしているしているしている科学者科学者科学者科学者のののの組織組織組織組織でででですすすす。。。。ＩＰＩＰＩＰＩＰＣＣＣＣＣＣＣＣのののの見見見見通通通通しによるとしによるとしによるとしによると、、、、地球地球地球地球表表表表面面面面温温温温度度度度はははは、、、、今今今今のままでいくとのままでいくとのままでいくとのままでいくと、、、、百百百百年年年年後後後後のののの２１００２１００２１００２１００年年年年にはよくてにはよくてにはよくてにはよくて 1.4 度度度度、、、、悪悪悪悪くするとくするとくするとくすると 5.8 度度度度上上上上昇昇昇昇すすすするとるとるとると指指指指摘摘摘摘していますしていますしていますしています。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってって海面海面海面海面水位水位水位水位もももも 9セセセセンチからンチからンチからンチから 88セセセセンチンチンチンチ上上上上昇昇昇昇するとするとするとすると予予予予測測測測をしをしをしをしていますていますていますています。。。。このこのこのこの 5.8 度度度度、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 1.4 度度度度というというというという数字数字数字数字はははは地球地球地球地球全全全全体体体体のののの平平平平均均均均ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、地地地地域域域域によってはによってはによってはによっては平平平平均均均均のののの 2 倍倍倍倍からからからから 3 倍倍倍倍温度温度温度温度がががが高高高高くなるとこくなるとこくなるとこくなるところろろろもあもあもあもありりりりますますますます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、最悪最悪最悪最悪のののの 5.8度度度度ののののココココースがースがースがースが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、北北北北極極極極圏圏圏圏のののの温度温度温度温度はははは 2 倍倍倍倍からからからから 3 倍倍倍倍上上上上昇昇昇昇するとみられていますするとみられていますするとみられていますするとみられています。。。。南南南南極極極極のののの温度温度温度温度もももも平平平平均値均値均値均値のののの 2 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上昇昇昇昇するとするとするとすると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。そういそういそういそういうことでうことでうことでうことで、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響はははは特定特定特定特定のののの地域地域地域地域ではではではでは大大大大変変変変なことになってきそうななことになってきそうななことになってきそうななことになってきそうな状況状況状況状況にあにあにあにありりりりますますますます。。。。 

  このようなこのようなこのようなこのような温暖化温暖化温暖化温暖化をををを阻阻阻阻止止止止することをすることをすることをすることを目目目目的的的的にしたにしたにしたにした京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書がががが今年今年今年今年のののの 2 月月月月 16日日日日にににに発効発効発効発効しましましましましたしたしたした。。。。京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書にはにはにはには、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量をををを 90 年年年年比比比比でででで日日日日本本本本はははは 6％％％％、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ 7％％％％、、、、EU8％％％％のののの削削削削減減減減がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。たたたただだだだ残残残残念念念念なことにブッシなことにブッシなことにブッシなことにブッシュュュュ大大大大統統統統領就任領就任領就任領就任後後後後のののの２００１２００１２００１２００１年年年年３３３３月月月月にアにアにアにアメメメメリリリリカはカはカはカは京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書をををを離離離離脱脱脱脱してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。環境環境環境環境よよよよりりりりもももも経済経済経済経済ののののほほほほうがうがうがうが大大大大切切切切だだだだというというというというのがアのがアのがアのがアメメメメリリリリカのカのカのカの主主主主張張張張ですですですです。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、アアアアメメメメリリリリカのカのカのカの常常常常識識識識はははは世世世世界界界界のののの非非非非常常常常識識識識言言言言われているわわれているわわれているわわれているわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども本本本本当当当当にににに困困困困ったことであったことであったことであったことでありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュ政政政政権権権権はははは環境環境環境環境よよよよりりりり経済経済経済経済がががが優優優優先先先先だだだだとととと言言言言っているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれどもっているわけですけれども、、、、アアアアメメメメリリリリカのカカのカカのカカのカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニアややややニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークなどのークなどのークなどのークなどの州州州州レレレレベベベベルルルルやややや一一一一部部部部のののの民民民民間間間間企業企業企業企業レベレベレベレベルではルではルではルでは、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化によるによるによるによる被被被被害害害害をををを防防防防ぐぐぐぐためためためため今今今今のうちにのうちにのうちにのうちに対対対対策策策策をををを立立立立てててててててておかないとおかないとおかないとおかないと大大大大変変変変なことになるということでなことになるということでなことになるということでなことになるということで動動動動きききき出出出出しておしておしておしておりりりり、、、、、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュ政政政政権権権権とはとはとはとは一一一一線線線線をををを画画画画ししししていますていますていますています。。。。そうしたそうしたそうしたそうした動動動動きがきがきがきが大大大大きくなってくることをきくなってくることをきくなってくることをきくなってくることを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。。。。 

  日日日日本本本本政政政政府府府府はははは、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書発効書発効書発効書発効にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、日日日日本本本本のののの公公公公約約約約であるであるであるである 6％％％％削削削削減減減減をををを達達達達成成成成するためにするためにするためにするために京都京都京都京都議議議議定定定定書書書書目目目目標達標達標達標達成成成成計画計画計画計画をををを 4 月月月月 28 日日日日のののの閣閣閣閣議議議議でででで決決決決定定定定しましたしましたしましたしました。。。。それがこそれがこそれがこそれがこのののの図図図図ですですですです。。。。このこのこのこの 1990 年年年年からからからから点点点点線線線線でかいてあるでかいてあるでかいてあるでかいてあるココココースをースをースをースを日日日日本経済本経済本経済本経済がたどっていれがたどっていれがたどっていれがたどっていればばばば、、、、2012 年年年年末末末末までにまでにまでにまでに 6％％％％削削削削減減減減はははは可可可可能能能能ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際にはそうはいかなかったわけですにはそうはいかなかったわけですにはそうはいかなかったわけですにはそうはいかなかったわけです。。。。2002 年年年年にはにはにはには 1990 年年年年比比比比でででで 7.5％％％％、、、、
2003 年年年年ではではではでは 1990 年年年年比比比比でででで 8％％％％もももも温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスがスがスがスが増増増増えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。今今今今のままののままののままののままの対対対対策策策策ではではではでは、、、、2012年年年年になってもになってもになってもになっても 1990 年年年年比比比比でででで 6％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスがスがスがスが増増増増えてしまうえてしまうえてしまうえてしまうだろだろだろだろうとみていますうとみていますうとみていますうとみています。。。。ここここのののの上上上上にににに突突突突きききき出出出出たたたた 6％％％％分分分分とととと、、、、公公公公約約約約であるであるであるである 6％％％％減減減減、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 12％％％％のののの削削削削減減減減をををを何何何何とかとかとかとか実現実現実現実現しなくてはしなくてはしなくてはしなくてはいけないわけですいけないわけですいけないわけですいけないわけです。。。。今今今今さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな方方方方策策策策がががが考考考考えられていてえられていてえられていてえられていて、、、、先先先先ほほほほどもちどもちどもちどもちょょょょっとっとっとっと申申申申しししし上上上上げげげげましましましましたようにたようにたようにたように、、、、環境環境環境環境税税税税のののの導導導導入入入入はそのためのはそのためのはそのためのはそのための有力有力有力有力なななな手手手手段段段段としてとしてとしてとして考考考考えられているわけですえられているわけですえられているわけですえられているわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、このこのこのこの温暖化温暖化温暖化温暖化のののの話話話話というよというよというよというよりりりりもももも、、、、ききききょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママにににに沿沿沿沿ってってってって 3R のののの話話話話にににに移移移移りりりりたいとたいとたいと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、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化ににににつつつついてのいてのいてのいての問問問問題題題題はこのはこのはこのはこの程程程程度度度度にしておきたいとにしておきたいとにしておきたいとにしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうこれからおうこれからおうこれからおうこれからお話話話話ししたいことはししたいことはししたいことはししたいことは、、、、地球地球地球地球限限限限界界界界時時時時代代代代のののの経済経済経済経済領領領領域域域域ににににつつつついてですいてですいてですいてです。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、自自自自然然然然満足満足満足満足度度度度曲曲曲曲線線線線ですですですです。。。。これからこれからこれからこれから 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、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを考考考考えていくためえていくためえていくためえていくためのののの大大大大前前前前提提提提になるになるになるになる図図図図なのでなのでなのでなので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆ささささんんんんにににに知知知知っておいていたっておいていたっておいていたっておいていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。縦軸縦軸縦軸縦軸はははは社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは生生生生活活活活のののの満足満足満足満足度度度度、、、、生生生生活活活活水水水水準準準準というというというというふふふふうにうにうにうに理理理理解解解解してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい。。。。横軸横軸横軸横軸はははは自自自自然然然然のののの利用利用利用利用量量量量をあらわしておをあらわしておをあらわしておをあらわしておりりりりますますますます。。。。 

0 点点点点というのはというのはというのはというのは自自自自然然然然をををを全全全全くくくく利用利用利用利用していないしていないしていないしていない状況状況状況状況、、、、例例例例ええええばばばば原原原原始始始始時時時時代代代代のののの人人人人間間間間をををを考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけけけけれれれればばばばよいとよいとよいとよいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその対対対対極極極極がががが D 点点点点ですですですです。。。。ＤＤＤＤ点点点点はははは、、、、地球地球地球地球上上上上のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる自自自自然然然然をををを利用利用利用利用しししし尽尽尽尽くくくくしてしまったしてしまったしてしまったしてしまった状状状状態態態態ですですですです。。。。B 点点点点はははは、、、、地球地球地球地球のののの環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度ですですですです。。。。B 点点点点のののの左左左左側側側側とととと B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、自自自自然然然然満足満足満足満足度度度度曲曲曲曲線線線線のカーブがのカーブがのカーブがのカーブが全全全全くくくく違違違違いますいますいますいますねねねね。。。。B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界はははは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用しししし、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源をををを活用活用活用活用することによってすることによってすることによってすることによって生生生生活活活活水水水水準準準準、、、、生生生生活活活活のののの満足満足満足満足度度度度がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん上上上上がっていくがっていくがっていくがっていく世世世世界界界界でででで
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すすすす。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、積極的積極的積極的積極的にににに自自自自然然然然をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて、、、、農農農農業業業業をををを営営営営むむむむ、、、、工工工工業業業業をををを営営営営むむむむ、、、、道道道道路路路路、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道をををを敷敷敷敷くくくく、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで生生生生活活活活のののの利利利利便性便性便性便性をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん高高高高めることがめることがめることがめることが可能可能可能可能なわなわなわなわけですけですけですけです。。。。またまたまたまた、、、、自自自自然然然然界界界界にににに存在存在存在存在するするするする石油石油石油石油、、、、鉄鉄鉄鉄、、、、銅銅銅銅、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな資源資源資源資源をををを掘掘掘掘りりりり出出出出してきてしてきてしてきてしてきて、、、、生生生生活活活活にににに必要必要必要必要なさまざまななさまざまななさまざまななさまざまな製品製品製品製品ををををつつつつくるくるくるくる、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活水水水水準準準準はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん高高高高くなってくなってくなってくなっていくいくいくいく。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、自自自自然然然然をををを切切切切りりりり開開開開きききき、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源をををを積極的積極的積極的積極的にににに利用利用利用利用すすすすれれれればばばばするするするするほほほほどどどど、、、、自自自自然然然然満足満足満足満足度度度度曲曲曲曲線線線線はははは右右右右上上上上ががががりりりりでででで高高高高くなっていくくなっていくくなっていくくなっていく世世世世界界界界ですですですです。。。。 これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、自自自自然然然然満足満足満足満足度度度度曲曲曲曲線線線線はははは右右右右下下下下ががががりりりりになっていますになっていますになっていますになっています。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの曲曲曲曲線線線線とととと比比比比べべべべ、、、、向向向向きがきがきがきが逆逆逆逆になっっていますになっっていますになっっていますになっっています。。。。自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどど満足満足満足満足度度度度がががが落落落落ちてしまうわけですちてしまうわけですちてしまうわけですちてしまうわけです。。。。現現現現在在在在私私私私たちはこのたちはこのたちはこのたちはこの C 点点点点のののの近近近近くにいるというくにいるというくにいるというくにいるというふふふふうにうにうにうに思思思思われていますわれていますわれていますわれています。。。。このこのこのこの C 点点点点のののの満足満足満足満足度度度度 W1 はははは、、、、B 点点点点のののの満足満足満足満足度度度度 W0 よよよよりりりりもももも低低低低くなっていますくなっていますくなっていますくなっていますねねねね。。。。ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう現現現現象象象象がががが起起起起こるのでしこるのでしこるのでしこるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。C 点点点点のののの近近近近くになるとくになるとくになるとくになると、、、、自自自自然然然然のののの過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費、、、、過剰過剰過剰過剰利用利用利用利用がががが目目目目立立立立つつつつようようようようになるになるになるになる。。。。水水水水とかとかとかとか樹樹樹樹木木木木のようにのようにのようにのように再生再生再生再生可能可能可能可能なななな資源資源資源資源でさえもでさえもでさえもでさえも、、、、過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費によってによってによってによって減減減減ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。一方一方一方一方、、、、自自自自然然然然のののの許許許許容容容容限限限限度度度度をををを超超超超えてえてえてえて有有有有害害害害物物物物質質質質をををを過剰排過剰排過剰排過剰排出出出出することによってすることによってすることによってすることによって、、、、様様様様々々々々なななな公公公公害害害害がががが起起起起ここここってきますってきますってきますってきます。。。。またまたまたまた、、、、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破壊破壊破壊破壊、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化とかとかとかとか、、、、酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊とかとかとかとか、、、、そういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまな問問問問題題題題がががが発発発発生生生生してきますしてきますしてきますしてきます。。。。またまたまたまた、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの心心心心をををを癒癒癒癒してくしてくしてくしてくれるれるれるれる緑緑緑緑、、、、森森森森もももも、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん消消消消滅滅滅滅してきているわけですしてきているわけですしてきているわけですしてきているわけですねねねね。。。。緑緑緑緑のののの森森森森はははは私私私私たちのたちのたちのたちの心心心心をををを癒癒癒癒しししし安安安安ららららぎぎぎぎをををを与与与与えてくれますがえてくれますがえてくれますがえてくれますが、、、、緑緑緑緑のののの森森森森もももも急速急速急速急速にににに失失失失われていきますわれていきますわれていきますわれていきます。。。。枯渇枯渇枯渇枯渇資源資源資源資源はますますはますますはますますはますます枯渇枯渇枯渇枯渇してししてししてししてしまいまいまいまい、、、、再生再生再生再生可能可能可能可能なななな資源資源資源資源もももも枯渇気味枯渇気味枯渇気味枯渇気味になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。そういうそういうそういうそういうママママイナスイナスイナスイナス要要要要因因因因がががが幾幾幾幾重重重重にもにもにもにも重重重重ななななってってってって、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどどむむむむししししろろろろ生生生生活活活活満足満足満足満足度度度度はははは落落落落ちてしまちてしまちてしまちてしまうわけですうわけですうわけですうわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、C 点点点点にいにいにいにいるるるる我我我我々々々々はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ自自自自然然然然をををを温温温温存存存存してしてしてして、、、、過剰過剰過剰過剰消費消費消費消費、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質のののの過剰排過剰排過剰排過剰排出出出出をををを避避避避けるけるけるける、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい生生生生活活活活スタイルスタイルスタイルスタイルへへへへ移移移移行行行行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、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな生生生生活活活活をををを維維維維持持持持していくことができなくなってしまうるわけですしていくことができなくなってしまうるわけですしていくことができなくなってしまうるわけですしていくことができなくなってしまうるわけです。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、すでにおすでにおすでにおすでにお分分分分かかかかりりりりのようにのようにのようにのように、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界はははは、、、、実実実実はははは私私私私たちがこれまでたちがこれまでたちがこれまでたちがこれまで過過過過ごごごごしてきたしてきたしてきたしてきた世世世世界界界界ですですですです。。。。自自自自然然然然をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん利用利用利用利用するするするする。。。。自自自自然然然然資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん掘掘掘掘りりりり出出出出してきてしてきてしてきてしてきて、、、、製品製品製品製品をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくるくるくるくる。。。。電電電電通通通通 PRセセセセンターがンターがンターがンターが昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代にににに戦略十訓戦略十訓戦略十訓戦略十訓というのをというのをというのをというのをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。これはまさにこれはまさにこれはまさにこれはまさに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 B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界をををを象象象象徴徴徴徴するするするする考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。どうですかどうですかどうですかどうですか。「。「。「。「ももももっっっっとととと使使使使わせわせわせわせろろろろ、、、、捨捨捨捨てさせてさせてさせてさせろろろろ、、、、無無無無駄駄駄駄使使使使いさせいさせいさせいさせろろろろ、、、、季節季節季節季節をををを忘忘忘忘れさせれさせれさせれさせろろろろ、、、、贈贈贈贈りりりり物物物物をさせをさせをさせをさせろろろろ、、、、組組組組みみみみ合合合合わせでわせでわせでわせで買買買買わせわせわせわせろろろろ、、、、きっかけをきっかけをきっかけをきっかけを投投投投じろじろじろじろ、、、、流行流行流行流行遅遅遅遅れにさせれにさせれにさせれにさせろろろろ、、、、気気気気安安安安くくくく買買買買わせわせわせわせろろろろ、、、、混乱混乱混乱混乱をををを作作作作りりりり出出出出せせせせ」。」。」。」。とにかくとにかくとにかくとにかく資源資源資源資源・エネルギーをど・エネルギーをど・エネルギーをど・エネルギーをどんんんんどどどどんんんん浪浪浪浪費費費費することによってすることによってすることによってすることによって物物物物をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくくくくりりりり出出出出すすすす、、、、それがそれがそれがそれが豊豊豊豊かさにかさにかさにかさにつつつつながるとながるとながるとながると強調強調強調強調しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。このこのこのこの世世世世界界界界こそこそこそこそ、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というというというという一方一方一方一方通通通通行型行型行型行型のこれまでのこれまでのこれまでのこれまで私私私私たちがたちがたちがたちが生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた世世世世界界界界ににににほほほほかならなかったわかならなかったわかならなかったわかならなかったわけですけですけですけです。。。。 しかししかししかししかし、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界はははは、、、、このこのこのこの戦略十訓戦略十訓戦略十訓戦略十訓ででででややややっていたらっていたらっていたらっていたら、、、、もはもはもはもはやややや一一一一日日日日ももたないとももたないとももたないとももたないと思思思思いますいますいますいます。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側ではではではでは新新新新しいしいしいしい戦略戦略戦略戦略５５５５訓訓訓訓がががが必要必要必要必要ですですですです。「。「。「。「足足足足るをるをるをるを知知知知れれれれ」、「」、「」、「」、「大事大事大事大事にににに使使使使ええええ」、「」、「」、「」、「資資資資源源源源生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めよめよめよめよ」、「」、「」、「」、「流行流行流行流行をををを追追追追うなうなうなうな」、「」、「」、「」、「自自自自然然然然ののののリリリリズムをズムをズムをズムを尊尊尊尊重重重重せよせよせよせよ」」」」とととと。。。。確確確確かにかにかにかに季節季節季節季節外外外外れのれのれのれの果物果物果物果物をををを食食食食べべべべるということはそれなるということはそれなるということはそれなるということはそれなりりりりにににに満足満足満足満足度度度度をををを高高高高めてくれるわけですけれどもめてくれるわけですけれどもめてくれるわけですけれどもめてくれるわけですけれども、、、、そのためそのためそのためそのためににににハハハハウウウウスススス栽培栽培栽培栽培などではなどではなどではなどでは大大大大変変変変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なくてはなわなくてはなわなくてはなわなくてはなりりりりませませませませんんんん。。。。ややややははははりりりり旬旬旬旬のものをのものをのものをのものを旬旬旬旬のののの時期時期時期時期にいたにいたにいたにいただだだだくというようなくというようなくというようなくというような食食食食生生生生活活活活にににに変変変変えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるのではないでしがあるのではないでしがあるのではないでしがあるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話がががが横横横横道道道道にににに入入入入りりりりますますますます。。。。これからこれからこれからこれから私私私私がががが説説説説明明明明するするするする 3R をををを皆皆皆皆ささささんんんんにににに理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだくたくたくたくためにめにめにめに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとだだだだけかたくるしいけかたくるしいけかたくるしいけかたくるしい話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 経済学経済学経済学経済学ではではではでは、、、、フローというフローというフローというフローという言葉言葉言葉言葉とストックというとストックというとストックというとストックという言葉言葉言葉言葉があがあがあがありりりりますますますます。。。。フローとはフローとはフローとはフローとは、、、、一一一一定定定定期期期期
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間間間間にににに新新新新たにたにたにたにつつつつくくくくりりりり出出出出されたされたされたされた付付付付加加加加価値価値価値価値のののの合合合合計計計計のことをいいますのことをいいますのことをいいますのことをいいます。。。。1 年年年年間間間間にににに新新新新たにたにたにたにつつつつくくくくりりりり出出出出されされされされたたたた付付付付加加加加価値価値価値価値のののの合合合合計計計計というのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、これはこれはこれはこれは GDP ににににほほほほかなかなかなかなりりりりませませませませんんんん。。。。GDP、、、、国内国内国内国内総総総総生生生生産産産産というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はフローのはフローのはフローのはフローの概概概概念念念念ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ストックというのはストックというのはストックというのはストックというのは、、、、一一一一定定定定時時時時点点点点でのでのでのでの経済経済経済経済財財財財のののの存在量存在量存在量存在量のことをいいますのことをいいますのことをいいますのことをいいます。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、住宅住宅住宅住宅をををを例例例例にににに考考考考えてみますえてみますえてみますえてみます。。。。あるあるあるある年年年年のののの住宅住宅住宅住宅のフローとストックののフローとストックののフローとストックののフローとストックの関係関係関係関係というのはというのはというのはというのはこのこのこのこの図図図図でででで示示示示してあしてあしてあしてありりりりますますますます。。。。あるあるあるある年年年年のののの住宅住宅住宅住宅のフローとはのフローとはのフローとはのフローとは、、、、そのそのそのその年年年年にににに新新新新たにたにたにたにつつつつくくくくりりりり出出出出されたされたされたされた住住住住宅宅宅宅のののの数数数数ですですですです。。。。一方一方一方一方住宅住宅住宅住宅のストックとはのストックとはのストックとはのストックとは、、、、そのそのそのその年年年年にににに存在存在存在存在しているしているしているしている住宅住宅住宅住宅のののの総数総数総数総数ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、1年年年年間間間間にににに日日日日本本本本ででででつつつつくられるくられるくられるくられる住宅住宅住宅住宅のののの数数数数はははは大体大体大体大体 115 万万万万戸戸戸戸からからからから 120 万万万万戸戸戸戸ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。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現現現在在在在日日日日本本本本にににに存在存在存在存在するするするする住宅住宅住宅住宅のののの数数数数というのはというのはというのはというのは大体大体大体大体 5,000万万万万戸戸戸戸ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいありりりりますますますます。。。。そのそのそのその 5,000万万万万戸戸戸戸がががが住宅住宅住宅住宅のストックのストックのストックのストック数数数数ですですですです。。。。1 年年年年間間間間にににに新新新新たにたにたにたにつつつつくられるくられるくられるくられる 120万万万万戸戸戸戸がががが住宅住宅住宅住宅のフローですのフローですのフローですのフローです。。。。そのそのそのその年年年年ににににつつつつくられたくられたくられたくられた住宅住宅住宅住宅もももも、、、、またストックとしてまたストックとしてまたストックとしてまたストックとして存在存在存在存在するするするする住宅住宅住宅住宅もももも、、、、一一一一部部部部はそのはそのはそのはその年年年年にににに火災火災火災火災でででで焼焼焼焼失失失失したしたしたしたりりりり洪洪洪洪水水水水でででで壊壊壊壊されてしまったされてしまったされてしまったされてしまったりりりりしますしますしますしますねねねね。。。。そのそのそのその分分分分（（（（ＣＣＣＣ））））をををを除除除除いたいたいたいた、、、、A とととと B をををを足足足足したものがしたものがしたものがしたものが翌翌翌翌年年年年のののの新新新新ストックになるというストックになるというストックになるというストックになるという関係関係関係関係にあにあにあにありりりりますますますます。。。。このこのこのこの関係関係関係関係をををを頭頭頭頭のののの中中中中にににに入入入入れておいてくれておいてくれておいてくれておいてくだだだださいさいさいさい。。。。 戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本経済本経済本経済本経済をををを考考考考えてみましえてみましえてみましえてみましょょょょうううう。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本はははは、、、、戦争戦争戦争戦争によってストックがによってストックがによってストックがによってストックがほほほほととととんんんんどどどど壊壊壊壊滅滅滅滅されてしまいましたされてしまいましたされてしまいましたされてしまいました。。。。住宅住宅住宅住宅もももも爆爆爆爆撃撃撃撃でででで焼焼焼焼けてしまったしけてしまったしけてしまったしけてしまったし、、、、工工工工場場場場、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、道道道道路路路路、、、、学学学学校校校校、、、、病病病病院院院院などのさまざまななどのさまざまななどのさまざまななどのさまざまな社会資本社会資本社会資本社会資本ががががほほほほととととんんんんどどどど失失失失われてしまいましたわれてしまいましたわれてしまいましたわれてしまいました。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本はははは、、、、フローをどフローをどフローをどフローをどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややすことがすことがすことがすことが必要必要必要必要だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。新規新規新規新規住宅住宅住宅住宅、、、、失失失失われたわれたわれたわれた社会資本社会資本社会資本社会資本類類類類などのフローをなどのフローをなどのフローをなどのフローを短短短短期間期間期間期間にににに増増増増ややややすことがすことがすことがすことが必要必要必要必要だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。政政政政府府府府がががが高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長政策長政策長政策長政策をををを採採採採用用用用したのはしたのはしたのはしたのは、、、、フローをフローをフローをフローを短短短短期間期間期間期間にににに増増増増ややややすためのすためのすためのすための方方方方法法法法としてとしてとしてとして最最最最もももも効率的効率的効率的効率的だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、現現現現在在在在のののの日日日日本本本本はははは、、、、成成成成熟熟熟熟社会社会社会社会になってになってになってになって、、、、ストックがストックがストックがストックが非非非非常常常常にににに充充充充実実実実したしたしたした社会社会社会社会になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これこれこれこれ以以以以上上上上もうあまもうあまもうあまもうあまりりりりフローをフローをフローをフローを増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があがあがあがありりりりませませませませんんんん。。。。それがまさにそれがまさにそれがまさにそれがまさに成成成成熟熟熟熟社会社会社会社会ということということということということのののの意意意意味味味味ですですですです。。。。 このこのこのこの図図図図はははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの自自自自然然然然満足満足満足満足度度度度曲曲曲曲線線線線にストックにストックにストックにストック概概概概念念念念をををを付付付付けけけけ加加加加えたものですえたものですえたものですえたものです。。。。。。。。ストックをストックをストックをストックを黄色黄色黄色黄色のののの部部部部分分分分ですですですです。。。。B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、ままままだだだだストックがストックがストックがストックが大大大大幅幅幅幅にににに不足不足不足不足していますしていますしていますしています。。。。不足不足不足不足ししししているストックをているストックをているストックをているストックを積積積積みますためにはみますためにはみますためにはみますためには大大大大量量量量生生生生産産産産によってフローをによってフローをによってフローをによってフローを増増増増ややややすすすす、、、、つつつつままままりりりり高高高高度成度成度成度成長長長長をををを実現実現実現実現させることがさせることがさせることがさせることが早早早早道道道道ですですですです。。。。ストックはこのようストックはこのようストックはこのようストックはこのようななななやりやりやりやり方方方方でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん積積積積みみみみ増増増増されてされてされてされて今今今今日日日日にににに至至至至っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、ストックストックストックストック、、、、このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分がががが非非非非常常常常にににに充充充充実実実実しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、もうもうもうもう新新新新たにたにたにたに資源資源資源資源をををを掘掘掘掘りりりり出出出出してきてどしてきてどしてきてどしてきてどんんんんどどどどんんんん新新新新品品品品ををををつつつつくるというよくるというよくるというよくるというよりりりりもももも、、、、現現現現在在在在蓄蓄蓄蓄積積積積されているさまざまなストックをされているさまざまなストックをされているさまざまなストックをされているさまざまなストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済システムをシステムをシステムをシステムを構築構築構築構築していくしていくしていくしていく方方方方がががが省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源でもあでもあでもあでもありりりり、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを低低低低減減減減させることがさせることがさせることがさせることができるできるできるできる、、、、そのためにはいわゆるそのためにはいわゆるそのためにはいわゆるそのためにはいわゆる 3R をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済システムにシステムにシステムにシステムに一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく移移移移行行行行してしてしてしていくいくいくいく必要必要必要必要があるということになるわけですがあるということになるわけですがあるということになるわけですがあるということになるわけです。。。。 

  このこのこのこの図図図図ををををごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。フローフローフローフロー重重重重視視視視とストックとストックとストックとストック重重重重視経済視経済視経済視経済のののの商商商商品品品品構成構成構成構成比比比比のののの違違違違いをいをいをいを示示示示したもしたもしたもしたものですのですのですのです。。。。すでにすでにすでにすでに指指指指摘摘摘摘したようにしたようにしたようにしたように、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界はフローはフローはフローはフロー重重重重視視視視のののの時時時時代代代代ですですですです。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費というというというという一方一方一方一方通通通通行型行型行型行型のののの経済経済経済経済ですですですです。。。。新新新新品品品品とととと既存品既存品既存品既存品のののの割割割割合合合合でいえでいえでいえでいえばばばば、、、、既存品既存品既存品既存品、、、、つつつつままままりりりりスススストックのトックのトックのトックの割割割割合合合合がががが極極極極端端端端にににに低低低低くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。ストックをストックをストックをストックを増増増増ややややすためにすためにすためにすために新新新新品品品品をどをどをどをどんんんんどどどどんつんつんつんつくるくるくるくる必要必要必要必要があったわけですがあったわけですがあったわけですがあったわけですねねねね。。。。そのためにフローそのためにフローそのためにフローそのためにフロー重重重重視視視視のののの政策政策政策政策がががが必要必要必要必要だだだだったったったった。。。。つつつつままままりりりり高高高高度成度成度成度成長長長長をををを実現実現実現実現させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てててて文文文文化化化化がががが必要必要必要必要でででで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん新新新新品品品品ををををつつつつくることがくることがくることがくることが時時時時代代代代のののの要要要要請請請請でもあったわけですでもあったわけですでもあったわけですでもあったわけです。、。、。、。、しかししかししかししかし、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界になるとになるとになるとになると、、、、もうストックもうストックもうストックもうストック、、、、既存品既存品既存品既存品はいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいあるわけですいあるわけですいあるわけですいあるわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、既存品既存品既存品既存品をうまくをうまくをうまくをうまく使使使使いいいい回回回回していくしていくしていくしていく。。。。新新新新品品品品はははは、、、、既存品既存品既存品既存品がががが磨滅磨滅磨滅磨滅したしたしたしたりりりりしてしてしてして減減減減ってしまったってしまったってしまったってしまった分分分分をををを補補補補うううう程程程程度度度度でいいではないかというようなでいいではないかというようなでいいではないかというようなでいいではないかというような考考考考ええええ方方方方になになになにな
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るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。それがストックそれがストックそれがストックそれがストック重重重重視視視視時時時時代代代代ですですですです。。。。このこのこのこの世世世世界界界界ではではではでは、、、、適適適適正生正生正生正生産産産産、「、「、「、「足足足足るをるをるをるを知知知知るるるる」」」」文文文文化化化化というというというという新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方でででで経済経済経済経済システムをシステムをシステムをシステムを構築構築構築構築していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとわけですがあるとわけですがあるとわけですがあるとわけです。。。。それがそれがそれがそれが実実実実はははは 3Rとととと重重重重視視視視のののの経済経済経済経済システムにシステムにシステムにシステムにほほほほかならないわけですかならないわけですかならないわけですかならないわけです。。。。ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする経済経済経済経済、、、、つつつつままままりりりり３３３３ＲＲＲＲ重重重重視視視視のののの経済経済経済経済はははは、、、、エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー・資源資源資源資源節節節節約約約約型型型型でででで環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷もももも少少少少なくなくなくなく、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへ繋繋繋繋がるがるがるがる道道道道でもあるでもあるでもあるでもあるわけですわけですわけですわけです。。。。 

  よくよくよくよく私私私私たちはたちはたちはたちは 3R というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いますいますいますいます。。。。３３３３ＲＲＲＲとはとはとはとはリデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの頭文字頭文字頭文字頭文字をとったものですをとったものですをとったものですをとったものです。。。。このこのこのこの３３３３ＲＲＲＲのののの意意意意味味味味をもうをもうをもうをもう少少少少しししし深深深深くくくく考考考考えてみましえてみましえてみましえてみましょょょょうううう。。。。製品製品製品製品がががが生生生生産産産産されてからされてからされてからされてから消費消費消費消費されされされされ、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になるまでのになるまでのになるまでのになるまでの過程過程過程過程をををををををを製品製品製品製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（（（（一一一一生生生生））））といいといいといいといいますますますます。。。。製品製品製品製品のライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルを川川川川のののの流流流流れにたとえてみるとれにたとえてみるとれにたとえてみるとれにたとえてみると、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース（（（（減量減量減量減量））））はははは生生生生産産産産段段段段階階階階つつつつままままりりりり川川川川上上上上対対対対策策策策ということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって製製製製造造造造業業業業にににに大大大大きなきなきなきな責任責任責任責任があるがあるがあるがある。。。。それかそれかそれかそれからららら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））））はははは中流中流中流中流のののの対対対対策策策策。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再生再生再生再生利用利用利用利用はははは川川川川下下下下のののの対対対対策策策策、、、、つつつつままままりりりり川川川川下対下対下対下対策策策策ですですですです。。。。このこのこのこの川川川川上上上上とととと中流中流中流中流とととと川川川川下下下下のののの 3 つつつつのののの分野分野分野分野でストックをうまくでストックをうまくでストックをうまくでストックをうまく活用活用活用活用していくためのしていくためのしていくためのしていくためのココココンンンンビビビビネーションがネーションがネーションがネーションが組組組組めるとめるとめるとめると大大大大きなきなきなきな効効効効果果果果がががが期待期待期待期待できますできますできますできます。。。。ストックをストックをストックをストックを有効活用有効活用有効活用有効活用するするするする経済経済経済経済はははは、、、、新新新新しいしいしいしい資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん投投投投入入入入してしてしてして新新新新品品品品をををを大大大大量量量量にににに作作作作りりりり出出出出すフローすフローすフローすフロー重重重重視視視視のののの経済経済経済経済とはとはとはとは大大大大きくきくきくきく異異異異ななななりりりりまままますすすす。。。。ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする経済経済経済経済はははは、、、、新新新新しいしいしいしい資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん山山山山からからからから掘掘掘掘りりりり出出出出してきてしてきてしてきてしてきて使使使使うううう必要必要必要必要はあはあはあはありりりりませませませませんんんん。。。。最最最最小小小小限限限限のののの利用利用利用利用でいいわけですでいいわけですでいいわけですでいいわけです。。。。 

  まずまずまずまず川川川川上上上上対対対対策策策策ののののリデリデリデリデュュュュースースースース。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは大大大大量量量量生生生生産産産産がががが経済活動経済活動経済活動経済活動をををを支支支支えていましえていましえていましえていましたたたた。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産はははは、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産をををを前前前前提提提提にしていますにしていますにしていますにしています。。。。大大大大きなきなきなきなベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをアをアをアを使使使使ってってってって大大大大量量量量にににに物物物物をををを生生生生産産産産するするするする、、、、しかししかししかししかし、、、、ベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをアをアをアを使使使使ったったったった大大大大量量量量生生生生産産産産はははは、、、、つつつつくったものがくったものがくったものがくったものが売売売売れれれれれれれればばばばいいいいいがいがいがいが、、、、売売売売れなけれれなけれれなけれれなければばばば、、、、大大大大量量量量のののの在在在在庫庫庫庫となとなとなとなりりりり、、、、そのそのそのその在在在在庫庫庫庫ははははややややがてがてがてがて廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物としてとしてとしてとして捨捨捨捨てられてしまてられてしまてられてしまてられてしまうううう運運運運命命命命にあにあにあにありりりりますますますます。。。。見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産というのはというのはというのはというのは、、、、資源資源資源資源がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるときにはいあるときにはいあるときにはいあるときには認認認認められるめられるめられるめられる生生生生産産産産システムですシステムですシステムですシステムです。。。。しかししかししかししかしＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界のようにのようにのようにのように、、、、資源資源資源資源不足不足不足不足のののの経済経済経済経済ではではではでは成立成立成立成立しないしないしないしない生生生生産産産産シシシシステムですステムですステムですステムです。。。。B 点点点点のののの右右右右側側側側ではではではでは、、、、同同同同じじじじ生生生生産活動産活動産活動産活動をををを行行行行うにしてもうにしてもうにしてもうにしても、、、、適適適適正生正生正生正生産産産産というというというという新新新新しいしいしいしい概概概概念念念念がががが必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。 

  適適適適正生正生正生正生産産産産とはとはとはとは注注注注文文文文生生生生産産産産のことですのことですのことですのことです。。。。注注注注文文文文によってによってによってによって物物物物ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく生生生生産産産産のののの仕仕仕仕方方方方ですですですですねねねね。。。。そのそのそのその代表代表代表代表的的的的なものがなものがなものがなものがセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式ですですですです。。。。セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式はははは、、、、1人人人人からからからから 5人人人人ぐぐぐぐらいでチームをらいでチームをらいでチームをらいでチームを組組組組んんんんでででで、、、、製品製品製品製品をををを組組組組みみみみ立立立立てててて完完完完成成成成品品品品ををををつつつつくるくるくるくる新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産システムですシステムですシステムですシステムです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、作作作作業業業業にににに当当当当たたたたるるるる従従従従業業業業員員員員はははは、、、、ベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアアアア方方方方式式式式のののの単単単単能能能能工工工工ではなくてではなくてではなくてではなくて多多多多能能能能工工工工ですですですです。。。。いわいわいわいわばばばば、、、、ベベベベテランテランテランテラン技術技術技術技術者者者者がががが手手手手づくづくづくづくりりりりにににに近近近近いいいい形形形形でででで完完完完成成成成品品品品ををををつつつつくくくくりりりりますますますます。。。。このこのこのこのセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式がががが、、、、ベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをアをアをアを使使使使ったったったった大大大大量量量量生生生生産方産方産方産方式式式式よよよよりりりりもももも経済的経済的経済的経済的にににに効率効率効率効率があがるがあがるがあがるがあがる時時時時代代代代がががが今今今今ややややってきているわけですってきているわけですってきているわけですってきているわけです。。。。ききききょょょょううううはははは細細細細かくかくかくかく説説説説明明明明することができませすることができませすることができませすることができませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに移移移移行行行行したしたしたしたリコリコリコリコーーーーややややキヤキヤキヤキヤノノノノンはンはンはンは、、、、セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかえるこかえるこかえるこかえることによってとによってとによってとによって、、、、史史史史上上上上最高最高最高最高益益益益にににに近近近近いいいい利利利利益益益益をををを上上上上げげげげていていていていますますますます。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世世世世界界界界ではではではでは、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん物物物物ををををつつつつくっていくというよくっていくというよくっていくというよくっていくというよりりりりもももも、、、、必要必要必要必要ななななものしかものしかものしかものしかつつつつくらないくらないくらないくらない生生生生産方産方産方産方法法法法がががが定着定着定着定着してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。日日日日本本本本でででで開発開発開発開発されたされたされたされたセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式といといといというううう新新新新しいしいしいしい生生生生産方産方産方産方式式式式はいまはいまはいまはいまやややや国際国際国際国際競争競争競争競争力力力力をををを持持持持つつつつ生生生生産産産産システムになっているわけですシステムになっているわけですシステムになっているわけですシステムになっているわけです。。。。このこのこのこの点点点点ににににつつつついていていていてごごごご関関関関心心心心あるあるあるある方方方方はははは、、、、入入入入りりりり口口口口のとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、私私私私のののの著著著著書書書書「「「「環境環境環境環境再生再生再生再生とととと日日日日本経済本経済本経済本経済」」」」というというというという岩岩岩岩波新波新波新波新書書書書をををを販売販売販売販売しておしておしておしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。ななななぜぜぜぜセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式というというというという手手手手づくづくづくづくりりりりにににに近近近近いいいい方方方方式式式式ののののほほほほうがうがうがうが大大大大量量量量生生生生産産産産をををを支支支支えるえるえるえるベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアよアよアよアよりりりりもももも生生生生産産産産性性性性がががが高高高高いかということはいかということはいかということはいかということはそこでそこでそこでそこで説説説説明明明明してあしてあしてあしてありりりりますますますます。。。。 

  ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの上上上上流流流流対対対対策策策策としてとしてとしてとして「「「「リデリデリデリデュュュュースースースース（（（（消費者消費者消費者消費者）」）」）」）」とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。後後後後ほほほほどどどど
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のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの中中中中でもでもでもでも触触触触れられるとれられるとれられるとれられると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、、、、、いわゆるグいわゆるグいわゆるグいわゆるグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーのーのーのーの心心心心得得得得ですですですです。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ資源資源資源資源ののののむむむむだだだだになるようなものをになるようなものをになるようなものをになるようなものを買買買買わないわないわないわない、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になるよになるよになるよになるようなものをうなものをうなものをうなものを避避避避けるけるけるける、、、、そういうようなことがそういうようなことがそういうようなことがそういうようなことが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  次次次次にストックにストックにストックにストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの中流中流中流中流対対対対策策策策ににににつつつついていていていて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いますいますいますいます。、。、。、。、中流中流中流中流対対対対策策策策はははは一度一度一度一度生生生生産産産産されたされたされたされた製品製品製品製品をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ長長長長くくくく使使使使うことでうことでうことでうことで、、、、資源資源資源資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを促進促進促進促進させるためのさせるためのさせるためのさせるための方方方方法法法法ですですですです。。。。非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なななな分野分野分野分野ですですですです具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、修修修修理理理理、、、、リリリリフォームフォームフォームフォーム、、、、中中中中古古古古市市市市場場場場、、、、リリリリース・ース・ース・ース・レレレレンタルンタルンタルンタル、、、、ママママッチングッチングッチングッチング、、、、ココココンサルタントンサルタントンサルタントンサルタント。。。。ここではここではここではここでは ESCO というというというという言葉言葉言葉言葉がががが書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドド、、、、ググググリリリリーンーンーンーン融融融融資資資資、、、、こういったこういったこういったこういった、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していくためのさまざましていくためのさまざましていくためのさまざましていくためのさまざま金融金融金融金融面面面面からのからのからのからの試試試試みもこれからみもこれからみもこれからみもこれから成成成成長長長長産業産業産業産業になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  先先先先程程程程触触触触れたれたれたれた ESCO 事業事業事業事業というのをというのをというのをというのを皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。現現現現存存存存するするするする多多多多くのくのくのくの工工工工場場場場、、、、ホホホホテテテテルルルル、、、、ショッショッショッショッピピピピングングングングセセセセンターンターンターンター、、、、学学学学校校校校、、、、病院病院病院病院、、、、県県県県庁庁庁庁やややや市市市市役所役所役所役所などのなどのなどのなどの建造建造建造建造物物物物のののの多多多多くはくはくはくは、、、、非非非非常常常常にエにエにエにエネルギーネルギーネルギーネルギー多多多多消費型消費型消費型消費型のののの建建建建物物物物になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ESCO、、、、Energy Service Company というというというという新新新新しいしいしいしい事事事事業業業業はははは、、、、それらのそれらのそれらのそれらの建造建造建造建造物物物物のののの省省省省エネエネエネエネ化化化化をををを商商商商売売売売にしてにしてにしてにして成成成成長長長長してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。それはどういうことそれはどういうことそれはどういうことそれはどういうことををををややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯがががが既存既存既存既存のののの工工工工場場場場をををを診察診察診察診察、、、、診断診断診断診断してしてしてして、、、、電電電電気気気気代代代代ががががちちちちょょょょっとっとっとっと多多多多過過過過ぎぎぎぎるというるというるというるという結結結結果果果果がががが出出出出たとしますたとしますたとしますたとします。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと工工工工夫夫夫夫すれすれすれすればばばばかなかなかなかなりりりり改善改善改善改善できるできるできるできる。。。。そそそそれれれれじじじじゃゃゃゃ、、、、それをそれをそれをそれを私私私私にににに任任任任せてくせてくせてくせてくだだだださいというようなさいというようなさいというようなさいというような形形形形でででで、、、、ESCO がががが受受受受託託託託をををを受受受受けたけたけたけた工工工工場場場場のののの省省省省エエエエネネネネ化化化化をををを請請請請けけけけ負負負負いますいますいますいます。。。。診断診断診断診断通通通通りりりり、、、、省省省省エネエネエネエネ化化化化にににに成成成成功功功功すれすれすれすればばばば、、、、浮浮浮浮かせたかせたかせたかせた省省省省エネエネエネエネ代代代代のののの一一一一部部部部をををを委委委委託託託託料料料料としてとしてとしてとしてＥＥＥＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯがががが受受受受けけけけ取取取取りりりりますますますます。。。。工工工工場場場場はははは、、、、省省省省エネのためのエネのためのエネのためのエネのための設設設設備備備備投投投投資資資資などなどなどなど初期初期初期初期資資資資金金金金はははは一一一一切切切切負担負担負担負担せずせずせずせず、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯがががが肩肩肩肩代代代代わわわわりりりりをしますをしますをしますをします。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、あるあるあるある工工工工場場場場のののの年年年年間間間間のののの電電電電気気気気代代代代がががが 10億億億億円円円円かかっていたとしますかかっていたとしますかかっていたとしますかかっていたとします。。。。ESCO がががが診断診断診断診断したしたしたした結結結結果果果果、、、、このこのこのこの工工工工場場場場はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと工工工工夫夫夫夫すれすれすれすればばばば、、、、電電電電気気気気代代代代はははは 8億億億億円円円円でででで済済済済むむむむとととと診断診断診断診断しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの ESCOはははは、、、、そのそのそのその工工工工場場場場とととと契契契契約約約約してしてしてして、、、、電電電電気気気気代代代代をををを 8 億億億億円円円円にににに節節節節約約約約することにすることにすることにすることに成成成成功功功功したらしたらしたらしたら、、、、節節節節約約約約したしたしたした電電電電気気気気代代代代のののの一一一一部部部部をををを自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろにににに下下下下さいというようなさいというようなさいというようなさいというような契契契契約約約約をするわけですをするわけですをするわけですをするわけです。。。。ESCO がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろとととと工工工工夫夫夫夫してしてしてして、、、、省省省省エネエネエネエネ設設設設備備備備投投投投資資資資やややや、、、、配配配配電電電電等等等等々々々々にもにもにもにも工工工工夫夫夫夫をををを凝凝凝凝らしたらしたらしたらした結結結結果果果果、、、、予予予予定定定定どおどおどおどおりりりり 8 億億億億円円円円のののの電電電電気気気気代代代代でででで済済済済んだんだんだんだということということということということになになになになりりりりますますますます。。。。差額差額差額差額がががが 2 億億億億円円円円ですですですですねねねね。。。。そのそのそのその 2 億億億億円円円円のののの半半半半分分分分、、、、例例例例ええええばばばば 1 億億億億円円円円をををを ESCO のののの収収収収入入入入にするわけですにするわけですにするわけですにするわけです。。。。それでもこのそれでもこのそれでもこのそれでもこの工工工工場場場場はははは、、、、今今今今までまでまでまで 10億億億億円払円払円払円払っていたっていたっていたっていた電電電電気気気気代代代代ががががＥＥＥＥＳＳＳＳＣＣＣＣＯＯＯＯへへへへのののの委委委委託託託託料料料料をををを含含含含めめめめ、、、、9億億億億円円円円でででで済済済済むむむむわけですからわけですからわけですからわけですから、、、、1億億億億円円円円のののの節節節節約約約約になるわけですよになるわけですよになるわけですよになるわけですよねねねね。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと工工工工夫夫夫夫するとかなするとかなするとかなするとかなりりりり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約約約約がががが実現実現実現実現できるわけですできるわけですできるわけですできるわけです。。。。このようなサーこのようなサーこのようなサーこのようなサービビビビスススス事業事業事業事業もストックのもストックのもストックのもストックの有効活用有効活用有効活用有効活用というというというという世世世世界界界界ではではではでは大大大大きなきなきなきなビビビビジネスになってきているわけですジネスになってきているわけですジネスになってきているわけですジネスになってきているわけです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、自動自動自動自動車車車車のののの話話話話をしますをしますをしますをします。。。。現現現現在在在在自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業とととと言言言言われるものはどのくらわれるものはどのくらわれるものはどのくらわれるものはどのくらいのいのいのいの規規規規模模模模かというとかというとかというとかというと、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあるよういてあるよういてあるよういてあるようにににに、、、、36 兆円兆円兆円兆円ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいですねねねね。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその中中中中身身身身をををを見見見見るとるとるとると、、、、新車新車新車新車のののの売売売売りりりり上上上上げげげげがががが 11兆円兆円兆円兆円、、、、大体大体大体大体全全全全体体体体のののの 3割割割割。。。。残残残残りりりりのののの 7割割割割はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、アフアフアフアフターターターターママママーーーーケケケケットットットット。。。。アフターアフターアフターアフターママママーーーーケケケケットというのはットというのはットというのはットというのは、、、、自動自動自動自動車車車車修修修修理理理理ですですですです。。。。修修修修理理理理によるによるによるによる売売売売りりりり上上上上げげげげがががが何何何何とととと新車新車新車新車のののの販売販売販売販売金額金額金額金額ととと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 10兆円兆円兆円兆円近近近近くあくあくあくありりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから中中中中古古古古車車車車のののの売売売売りりりり上上上上げげげげがががが
5兆円兆円兆円兆円、、、、さらにさらにさらにさらに自動自動自動自動車保車保車保車保険険険険などのなどのなどのなどの金融金融金融金融部門部門部門部門のののの売売売売りりりり上上上上げげげげがががが大体大体大体大体 10兆円兆円兆円兆円というようなというようなというようなというような形形形形になっになっになっになっていますていますていますています。。。。皆皆皆皆ささささんんんんはははは、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業というのはまさにというのはまさにというのはまさにというのはまさに製製製製造造造造業業業業、、、、ハハハハーーーードドドドのののの中中中中心心心心的的的的なななな産業産業産業産業だだだだとととと思思思思っておられるかもわかっておられるかもわかっておられるかもわかっておられるかもわかりりりりませませませませんんんん。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業というというというという大大大大きなくきなくきなくきなくくくくくりりりりでででで見見見見るとるとるとると、、、、新新新新車車車車のののの売売売売上上上上高高高高はははは全全全全体体体体のののの 3 割割割割にしかすにしかすにしかすにしかすぎぎぎぎませませませませんんんん。。。。残残残残りりりりのののの 7 割割割割はははは既既既既にににに存在存在存在存在しているしているしているしている自動自動自動自動車車車車をををを有効有効有効有効にににに、、、、長長長長くくくく使使使使うためのサーうためのサーうためのサーうためのサービビビビスススス産業産業産業産業にににに支支支支えられてえられてえられてえられて成成成成りりりり立立立立っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに使使使使うためのうためのうためのうための産業産業産業産業にににに自動自動自動自動車車車車産業自体産業自体産業自体産業自体がががが変変変変わってきているということになるわってきているということになるわってきているということになるわってきているということになるわけでわけでわけでわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 
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次次次次がががが、、、、ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの川川川川下対下対下対下対策策策策ですですですです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる静脈静脈静脈静脈産業産業産業産業のののの育育育育成成成成ですですですです。。。。このこのこのこの市川市市川市市川市市川市ににににもももも江戸江戸江戸江戸川川川川沿沿沿沿いにいにいにいに北北北北越越越越製製製製紙紙紙紙のののの製製製製紙紙紙紙工工工工場場場場があがあがあがありりりりますますますます。。。。あそこあそこあそこあそこ、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、行行行行ったことあったことあったことあったことありりりりますかますかますかますか。。。。工工工工場場場場のののの敷敷敷敷地内地内地内地内にににに入入入入るとるとるとると、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな古紙古紙古紙古紙がががが山山山山のようにのようにのようにのように積積積積みあがっておみあがっておみあがっておみあがっておりりりり、、、、古紙古紙古紙古紙問問問問屋屋屋屋にににに来来来来たたたたようなようなようなような錯覚錯覚錯覚錯覚をををを覚覚覚覚えますえますえますえます。。。。というようなというようなというようなというような感感感感じじじじがしますよがしますよがしますよがしますよねねねね。。。。古紙古紙古紙古紙がまさにがまさにがまさにがまさに紙紙紙紙ををををつつつつくるくるくるくる原原原原料料料料にににになっているわけですなっているわけですなっているわけですなっているわけです。。。。セセセセメメメメントントントント会社会社会社会社もももも、、、、今今今今ややややさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを原原原原材材材材料料料料にしてエにしてエにしてエにしてエコセコセコセコセメメメメントをントをントをントをつつつつくっていますくっていますくっていますくっています。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、川川川川下下下下ではではではでは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを資源資源資源資源、、、、燃燃燃燃料料料料、、、、こういったもこういったもこういったもこういったものにのにのにのに使使使使うううう動動動動きがきがきがきが今今今今急速急速急速急速にににに進進進進んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。このこのこのこのほほほほかかかか、、、、水水水水・・・・大大大大気気気気・・・・土壌汚染浄土壌汚染浄土壌汚染浄土壌汚染浄化産業化産業化産業化産業、、、、自自自自然然然然再再再再生生生生、、、、自自自自然然然然価値価値価値価値のののの発発発発掘掘掘掘、、、、景観景観景観景観のののの維維維維持持持持・・・・復復復復元元元元、、、、こういったものもストックをこういったものもストックをこういったものもストックをこういったものもストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していしていしていしていくくくく過程過程過程過程でででで新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業としてこれからどとしてこれからどとしてこれからどとしてこれからどんんんんどどどどんんんん成成成成長長長長してくるしてくるしてくるしてくるだろだろだろだろうといううといううといううという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。。。。 一方一方一方一方、、、、ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代にはにはにはには、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会もももも変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。、。、。、。、地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環のののの視点視点視点視点がますますこれからがますますこれからがますますこれからがますますこれから必要必要必要必要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。地産地消地産地消地産地消地産地消というのというのというのというのはははは、、、、そのそのそのその地域地域地域地域ででででつつつつくったものはできるくったものはできるくったものはできるくったものはできるだだだだけそのけそのけそのけその地域地域地域地域でででで使使使使いましいましいましいましょょょょうということですうということですうということですうということです。、。、。、。、特特特特にににに農農農農産産産産物物物物、、、、野野野野菜菜菜菜などになどになどになどにつつつついてはこのいてはこのいてはこのいてはこの地産地消地産地消地産地消地産地消はははは取取取取りりりり組組組組みみみみややややすいととすいととすいととすいとと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの製品製品製品製品ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ近場近場近場近場でででで作作作作られたものをられたものをられたものをられたものを使使使使うことがストックのうことがストックのうことがストックのうことがストックの有効活用有効活用有効活用有効活用、、、、エネエネエネエネルギーのルギーのルギーのルギーの節節節節約約約約のためにのためにのためにのために必要必要必要必要になってくるわけですになってくるわけですになってくるわけですになってくるわけです。。。。分分分分散散散散型型型型エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用もももも大大大大切切切切ですですですです。。。。そのそのそのその地域地域地域地域がががが必要必要必要必要とするエネルギーはできるとするエネルギーはできるとするエネルギーはできるとするエネルギーはできるだだだだけけけけ、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで調調調調達達達達するするするする原原原原則則則則ですですですです。。。。これまでこれまでこれまでこれまでのようにのようにのようにのように遠遠遠遠くからくからくからくから電電電電気気気気をををを持持持持ってくるのではなくてってくるのではなくてってくるのではなくてってくるのではなくて、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、風風風風力力力力、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはココココジェネジェネジェネジェネ、、、、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ででで、、、、地域地域地域地域にににに必要必要必要必要なエネルギーはなエネルギーはなエネルギーはなエネルギーは地域地域地域地域でででで何何何何とかとかとかとか調調調調達達達達していしていしていしていくくくく、、、、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが必要必要必要必要だだだだしししし、、、、またそういうまたそういうまたそういうまたそういう産業産業産業産業がががが成成成成長長長長してくるでししてくるでししてくるでししてくるでしょょょょうううう。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環、、、、これもこれもこれもこれも、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで出出出出したしたしたした廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はできるはできるはできるはできるだだだだけそのけそのけそのけその地域地域地域地域でででで処処処処理理理理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とをうことをうことをうことを大大大大前前前前提提提提としてとしてとしてとして考考考考えていかなくてはいけないとえていかなくてはいけないとえていかなくてはいけないとえていかなくてはいけないと思思思思いますいますいますいます。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん 100％％％％実現実現実現実現できるできるできるできるわけではあわけではあわけではあわけではありりりりませませませませんんんん。。。。産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物などになどになどになどにつつつついてはいてはいてはいては、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でどうしてもでどうしてもでどうしてもでどうしても処処処処理理理理できないよできないよできないよできないようなうなうなうなものもあものもあものもあものもありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで出出出出したしたしたした廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はそのはそのはそのはその地域地域地域地域でででで処処処処理理理理していくというしていくというしていくというしていくという大大大大原原原原則則則則、、、、そのそのそのその上上上上でででで、、、、物物物物によってはによってはによってはによっては広域的広域的広域的広域的なななな協力協力協力協力もももも必要必要必要必要になってくることはになってくることはになってくることはになってくることは当然当然当然当然ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、あくまであくまであくまであくまで原原原原則則則則はははは、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで出出出出したしたしたしたごごごごみはそのみはそのみはそのみはその地域地域地域地域でででで処処処処理理理理していくしていくしていくしていく、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でないとでないとでないとでないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量はできないとはできないとはできないとはできないと思思思思いますいますいますいます。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、私私私私はははは環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関心心心心のあるのあるのあるのある学学学学生生生生にににに「「「「99対対対対 1 のののの原原原原則則則則」」」」をををを実行実行実行実行できるできるできるできる学学学学生生生生になれになれになれになれとととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。時時時時代代代代をををを変変変変えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、まずまずまずまず自分自分自分自分がががが変変変変わることがわることがわることがわることが必要必要必要必要だだだだということですということですということですということです。。。。今今今今 100 人人人人でででで構成構成構成構成するするするする世世世世界界界界があったとしますがあったとしますがあったとしますがあったとします。。。。そのそのそのその 100 人人人人のののの世世世世界界界界がががが、、、、何何何何となくとなくとなくとなく停滞停滞停滞停滞してきたしてきたしてきたしてきたしししし、、、、時時時時代代代代にににに合合合合わなくなってきたわなくなってきたわなくなってきたわなくなってきた。。。。何何何何とかとかとかとか変変変変えていかなくてはいけないというえていかなくてはいけないというえていかなくてはいけないというえていかなくてはいけないという事事事事態態態態にににに直面直面直面直面ししししているとしますているとしますているとしますているとします。。。。このこのこのこの場場場場合合合合、、、、まずまずまずまずだだだだれかがれかがれかがれかが変変変変わるわるわるわる必要必要必要必要があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。そのそのそのそのだだだだれかはれかはれかはれかは、、、、他他他他のののの誰誰誰誰かではなくかではなくかではなくかではなく、、、、自分自分自分自分がががが変変変変わるわるわるわるべべべべきであるというのがきであるというのがきであるというのがきであるというのが「「「「99対対対対 1 のののの世世世世界界界界」」」」ですですですです。。。。停滞停滞停滞停滞したしたしたした社社社社会会会会をををを変変変変えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、まずまずまずまず「「「「99 対対対対１１１１のののの世世世世界界界界」」」」ををををつつつつくらなけれくらなけれくらなけれくらなければばばば、、、、何何何何事事事事もももも始始始始ままままりりりりませませませませんんんん。。。。そそそそのののの「「「「1人人人人」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、他人他人他人他人ではなくではなくではなくではなく、、、、自分自分自分自分でなくてはいけないということですでなくてはいけないということですでなくてはいけないということですでなくてはいけないということです。。。。ややややがてがてがてがて賛賛賛賛同同同同者者者者がががが一一一一人人人人増増増増えてえてえてえて 98対対対対 2 のののの世世世世界界界界になったとしますになったとしますになったとしますになったとします。。。。そのそのそのその段階段階段階段階だだだだとまとまとまとまだだだだ世世世世のののの中中中中はははは大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化はははは起起起起きませきませきませきませんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、賛賛賛賛同同同同者者者者がががが増増増増えてえてえてえて、「、「、「、「95対対対対 5 のののの世世世世界界界界」」」」になるとになるとになるとになると、、、、、、、、停滞停滞停滞停滞したしたしたした社会社会社会社会をををを変変変変えられるのではないかなというかすかなえられるのではないかなというかすかなえられるのではないかなというかすかなえられるのではないかなというかすかな希希希希望望望望がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。そしてそしてそしてそして「「「「90対対対対 10 のののの世世世世界界界界」」」」になになになになるとるとるとると、「、「、「、「100 人人人人のののの世世世世界界界界」」」」をををを急速急速急速急速にににに変変変変えていくことができますえていくことができますえていくことができますえていくことができます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ほほほほかのかのかのかのだだだだれかがれかがれかがれかがややややってくれないかってくれないかってくれないかってくれないか、、、、自分自分自分自分だだだだけがけがけがけがややややってもしようがないってもしようがないってもしようがないってもしようがない、、、、政政政政府府府府がががが悪悪悪悪いいいい、、、、企業企業企業企業がががが悪悪悪悪いいいい、、、、近近近近所所所所がががが悪悪悪悪いなどといなどといなどといなどと文文文文句句句句をあをあをあをあげつげつげつげつらうことをらうことをらうことをらうことを止止止止めてめてめてめて、、、、まずまずまずまず率先率先率先率先してしてしてして自分自分自分自分からからからから変変変変わるというようなこわるというようなこわるというようなこわるというようなことをとをとをとをややややらないとらないとらないとらないと、、、、世世世世のののの中中中中をををを変変変変えていくことはできませえていくことはできませえていくことはできませえていくことはできませんんんん。。。。またまたまたまた 100人人人人のうちのうちのうちのうち 10人人人人がががが変変変変われわれわれわれ
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ばばばば世世世世のののの中中中中をををを変変変変えていくことはできますえていくことはできますえていくことはできますえていくことはできます。。。。そのそのそのその 10人人人人のののの中中中中にににに自分自分自分自分をををを投投投投入入入入していくということがしていくということがしていくということがしていくということが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考ええええ、、、、世世世世のののの中中中中をををを変変変変えていくためにえていくためにえていくためにえていくために必要必要必要必要なのですなのですなのですなのです。。。。 

  最最最最後後後後にににに皆皆皆皆ささささんんんんにににに問問問問題題題題をををを出出出出しますしますしますします。。。。このこのこのこの表表表表はははは、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮製品製品製品製品のののの普及率普及率普及率普及率をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車ののののハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドのののの割割割割合合合合がががが現現現現在在在在 1.8％％％％。。。。2004 年年年年のトのトのトのトヨヨヨヨタのタのタのタの世世世世界界界界のののの自動自動自動自動車車車車のののの販売販売販売販売台台台台数数数数はははは 747 万万万万台台台台。。。。それにそれにそれにそれに占占占占めるめるめるめる低公低公低公低公害害害害車車車車、、、、主主主主としてとしてとしてとしてハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドですけどですけどですけどですけど、、、、ププププリリリリウウウウスのようスのようスのようスのようななななハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドド、、、、これがこれがこれがこれが 13万万万万 5,000台台台台。。。。そのそのそのその比比比比率率率率はははは 1.8％％％％にすにすにすにすぎぎぎぎませませませませんんんん。。。。ミサワミサワミサワミサワホホホホームがームがームがームが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるソソソソーラーーラーーラーーラー発発発発電電電電をををを組組組組みみみみ込込込込んだんだんだんだゼロエゼロエゼロエゼロエネルギーネルギーネルギーネルギー住宅住宅住宅住宅をををを販売販売販売販売しているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれども、、、、そのそのそのその販売販売販売販売実実実実績績績績はははは 0.3％％％％にすにすにすにすぎぎぎぎませませませませんんんん。。。。西友西友西友西友はグはグはグはグリリリリーンーンーンーン製品製品製品製品をををを積極的積極的積極的積極的にににに販売販売販売販売しているスーパーしているスーパーしているスーパーしているスーパーですですですです。。。。そのそのそのその西友西友西友西友のグのグのグのグリリリリーンーンーンーン製品製品製品製品のののの全全全全売売売売りりりり上上上上げげげげにににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合はまはまはまはまだだだだ 2％％％％程程程程度度度度ですですですです。。。。東東東東京京京京電電電電力力力力ののののググググリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力制制制制度度度度のののの普及率普及率普及率普及率がががが 0.1％％％％。。。。このグこのグこのグこのグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力制制制制度度度度というのはというのはというのはというのは、、、、通常皆通常皆通常皆通常皆ささささんんんんがおがおがおがお支支支支払払払払いになっているいになっているいになっているいになっている電電電電気気気気代代代代にににに、、、、500円円円円単単単単位位位位でででで、、、、500円円円円でもいいしでもいいしでもいいしでもいいし、、、、1,000円円円円でもいいしでもいいしでもいいしでもいいし、、、、1,500円円円円でもいいしでもいいしでもいいしでもいいし、、、、2,000円円円円でもいいでもいいでもいいでもいい、、、、オオオオンしてンしてンしてンして払払払払ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。そのそのそのその分分分分をををを集集集集めたおめたおめたおめたお金金金金とととと同同同同額額額額ののののおおおお金金金金をををを電電電電力会社力会社力会社力会社がががが払払払払ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを合合合合わせわせわせわせたおたおたおたお金金金金でででで風風風風力発力発力発力発電電電電やややや太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電などのクなどのクなどのクなどのクリリリリーンエーンエーンエーンエネルギーをネルギーをネルギーをネルギーをつつつつくくくくりりりりましましましましょょょょうというのがこのグうというのがこのグうというのがこのグうというのがこのグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力制制制制度度度度ですですですです。。。。そのそのそのその制制制制度度度度にににに参加参加参加参加していしていしていしているるるる所所所所帯帯帯帯数数数数というのはまというのはまというのはまというのはまだだだだ 0.1％％％％ですですですです。。。。東東東東京京京京電電電電力力力力管管管管内内内内のののの所所所所帯帯帯帯数数数数はははは大体大体大体大体 2,000万万万万所所所所帯帯帯帯ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、約約約約 2万万万万所所所所帯帯帯帯がグがグがグがグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力制制制制度度度度にににに加加加加盟盟盟盟しているしているしているしている、、、、このこのこのこの割割割割合合合合がががが 0.1％％％％ということですということですということですということですねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、このこのこのこの環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮製品製品製品製品のののの普及率普及率普及率普及率をををを見見見見てててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんはどのようなはどのようなはどのようなはどのようなごごごご感感感感想想想想をををを持持持持つつつつかというのかというのかというのかというのがががが私私私私のののの話話話話のののの締締締締めくくめくくめくくめくくりりりりのののの質質質質問問問問になるわけですになるわけですになるわけですになるわけです。。。。環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮製品製品製品製品のののの普及率普及率普及率普及率がこのがこのがこのがこの程程程程度度度度でがっかでがっかでがっかでがっかりりりりしたというしたというしたというしたという方方方方はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと手手手手をををを上上上上げげげげてみてくてみてくてみてくてみてくだだだださいさいさいさい。。。。ははははいいいい、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとう。。。。まあまあまあまあ、、、、大大大大体体体体ここここんんんんなものなものなものなものじじじじゃゃゃゃないのというないのというないのというないのというふふふふうにうにうにうに思思思思われるわれるわれるわれる方方方方。。。。はいはいはいはい、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとう。。。。そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの皆皆皆皆ささささんんんんはどういうはどういうはどういうはどういう考考考考ええええ方方方方でしでしでしでしょょょょうかうかうかうかねねねね。。。。 

  私私私私はこうはこうはこうはこう考考考考えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。このこのこのこの数字数字数字数字はははは低低低低いけれどもいけれどもいけれどもいけれども、、、、新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代のののの第第第第一一一一歩歩歩歩がががが始始始始まっまっまっまったということたということたということたということ、、、、つつつつままままりりりり将将将将来来来来のののの環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮製品製品製品製品ののののビビビビジネスチジネスチジネスチジネスチャャャャンスはンスはンスはンスは大大大大きいときいときいときいと楽観楽観楽観楽観的的的的にににに受受受受けけけけ止止止止めていますめていますめていますめています。。。。例例例例ええええばばばばトトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの低公低公低公低公害害害害車車車車のののの比比比比率率率率 1.8％％％％がががが１０１０１０１０％％％％をををを越越越越ええええ、、、、ミサワミサワミサワミサワホホホホームのームのームのームのゼロエネルギーゼロエネルギーゼロエネルギーゼロエネルギー住宅住宅住宅住宅のののの販売比販売比販売比販売比率率率率がががが 0.3％％％％がががが５５５５％％％％にににに増増増増えるというえるというえるというえるという形形形形でででで、、、、環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮製品製品製品製品のののの普及率普及率普及率普及率がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん高高高高くなっていくということくなっていくということくなっていくということくなっていくということがががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないない社会社会社会社会ををををつつつつくくくくりりりり出出出出ししししていくためにていくためにていくためにていくために必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその第第第第一一一一歩歩歩歩がががが踏踏踏踏みみみみ出出出出されたというされたというされたというされたという点点点点でででで、、、、むむむむししししろろろろ歓歓歓歓迎迎迎迎すすすすべべべべきききき数字数字数字数字であるとであるとであるとであると解解解解釈釈釈釈すすすすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの 99対対対対 1 のののの原原原原則則則則とととと重重重重なるなるなるなる考考考考ええええ方方方方でもあるわけですでもあるわけですでもあるわけですでもあるわけです。。。。将将将将来来来来をををを悲観悲観悲観悲観的的的的にににに見見見見るかるかるかるか、、、、このこのこのこの数字数字数字数字をををを将将将将来来来来のののの光光光光明明明明とととと見見見見るかということるかということるかということるかということににににつつつついてはいてはいてはいては人人人人さまざまでしさまざまでしさまざまでしさまざまでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代ををををつつつつくくくくりりりり出出出出すためにはすためにはすためにはすためには、、、、絶絶絶絶えずそのえずそのえずそのえずその最初最初最初最初のののの一一一一歩歩歩歩はははは非非非非常常常常ににににひひひひ弱弱弱弱でかでかでかでか細細細細くくくく見見見見えるものですえるものですえるものですえるものです。。。。しかししかししかししかし、、、、それはそれはそれはそれは新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代ををををつつつつくるくるくるくる第第第第一一一一歩歩歩歩としてとしてとしてとして必要必要必要必要ですですですです。。。。 

  そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、ストックのストックのストックのストックの有効活用有効活用有効活用有効活用、、、、3R というもののというもののというもののというものの意意意意味味味味、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを考考考考えてえてえてえて、、、、新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代づくづくづくづくりりりりにににに進進進進んんんんでいっていたでいっていたでいっていたでいっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。岩岩岩岩波新波新波新波新書書書書のこののこののこののこの「「「「環境環境環境環境再生再生再生再生とととと日日日日本経済本経済本経済本経済」」」」はははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 12 月月月月末末末末、、、、私私私私がががが書書書書いたいたいたいた本本本本ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ききききょょょょうううう話話話話したしたしたした内容内容内容内容のかなのかなのかなのかなりりりりのののの部部部部分分分分がががが書書書書かれておかれておかれておかれておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、もしもしもしもしごごごご興興興興味味味味のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、入入入入りりりり口口口口のとこのとこのとこのところろろろでででで購購購購入入入入いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。  以以以以上上上上でででで、、、、私私私私のののの問問問問題提題提題提題提起起起起をををを終終終終えさせていたえさせていたえさせていたえさせ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。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、ごごごご講演講演講演講演あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいいい
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いいいいたしますたしますたしますたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介をををを各発各発各発各発表表表表者者者者にににに行行行行っていたっていたっていたっていただだだだきますきますきますきます。。。。発発発発表表表表者者者者のプロフのプロフのプロフのプロフィィィィールはールはールはールは講演講演講演講演資料資料資料資料のののの最最最最後後後後にににに載載載載せてせてせてせてごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、そちらをそちらをそちらをそちらをごごごごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介のののの 1 番番番番目目目目、、、、講演講演講演講演資料資料資料資料のののの 17 ペペペページになージになージになージになりりりりますますますます。。。。ごごごごみみみみ 12 分分分分別別別別のののの検証検証検証検証、、、、成成成成果果果果などになどになどになどにつつつついていていていて、、、、市川市環境市川市環境市川市環境市川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課、、、、松丸松丸松丸松丸有有有有徳徳徳徳副副副副主主主主幹幹幹幹よよよよりりりり発発発発表表表表させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。 

 松丸副松丸副松丸副松丸副主主主主幹幹幹幹 

  市川市市川市市川市市川市役所役所役所役所リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課のののの松丸松丸松丸松丸ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     私私私私からはからはからはからは、、、、市川市一市川市一市川市一市川市一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理基本基本基本基本計画計画計画計画およびおよびおよびおよび平平平平成成成成 14 年年年年 10 月月月月からからからから市川市市川市市川市市川市がががが実施実施実施実施しましましましましたしたしたしたごごごごみのみのみのみの 12 分分分分別別別別収収収収集集集集のののの検証検証検証検証ということでということでということでということで、、、、12 分分分分別別別別実施実施実施実施前前前前のののの平平平平成成成成 13 年度年度年度年度からのからのからのからのごごごごみみみみ収収収収集集集集量量量量のののの推推推推移移移移等等等等ににににつつつついていていていて発発発発表表表表いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     本本本本日日日日のフォーラムのサブタイトルはのフォーラムのサブタイトルはのフォーラムのサブタイトルはのフォーラムのサブタイトルは、「、「、「、「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで 3R をををを実行実行実行実行するするするする」」」」ということですがということですがということですがということですが、、、、このこのこのこの 3R とはとはとはとは、、、、皆皆皆皆様様様様既既既既にににに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、、、、リデリデリデリデュュュュースースースース(Reduce)、、、、ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制、、、、リリリリユユユユースースースース(Reuse)、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル(Recycle)、、、、再再再再びびびび資源資源資源資源としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする、、、、というというというという 3 つつつつのののの対対対対策策策策のアルフのアルフのアルフのアルファァァァベベベベットのットのットのットの頭文字頭文字頭文字頭文字がががが R であることからであることからであることからであることから、、、、これらをこれらをこれらをこれらを合合合合わせてわせてわせてわせて 3R とととと呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれていますいますいますいます。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、このこのこのこの 3R ですですですですがががが、、、、環境環境環境環境省省省省発行発行発行発行のののの「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会白白白白書書書書」」」」によによによによりりりりますとますとますとますと、、、、1980年年年年代代代代のののの中中中中ごろごろごろごろにアにアにアにアメメメメリリリリカがカがカがカが使使使使用用用用したのがしたのがしたのがしたのが始始始始ままままりだりだりだりだとととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

  次次次次にににに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの物物物物のののの流流流流れですがれですがれですがれですが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、これまでたくさこれまでたくさこれまでたくさこれまでたくさんんんんのののの資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というというというという使使使使いいいい捨捨捨捨てててて社会社会社会社会のののの中中中中でででで、、、、便便便便利利利利でででで快適快適快適快適なななな生生生生活活活活をををを送送送送ってきましってきましってきましってきましたがたがたがたが、、、、これからはこれからはこれからはこれからはひひひひととととりりりり一一一一人人人人がががが 3R をををを実実実実践践践践しししし、、、、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ことがすることがすることがすることが求求求求められていまめられていまめられていまめられていますすすす。。。。ごごごごみみみみ対対対対策策策策やごやごやごやごみのみのみのみの減量減量減量減量とととと聞聞聞聞きますときますときますときますと、、、、初初初初めにめにめにめにリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進とととと思思思思うううう人人人人がががが多多多多いかもしいかもしいかもしいかもしれませれませれませれませんんんんしししし、、、、またまたまたまたリリリリサイクルするからサイクルするからサイクルするからサイクルするからごごごごみをみをみをみを捨捨捨捨ててもててもててもてても構構構構わないとわないとわないとわないと考考考考えているえているえているえている人人人人もいるかともいるかともいるかともいるかと思思思思いますいますいますいます。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指しますしますしますします中中中中でのでのでのでの優優優優先先先先順位順位順位順位はははは、、、、第第第第 1 ににににリデリデリデリデュュュュースースースース、、、、発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして第第第第 2 ににににリリリリユユユユースースースース、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう。。。。第第第第 3 ににににリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再再再再びびびび資源資源資源資源としてとしてとしてとして利用利用利用利用するするするする。。。。最最最最後後後後にににに、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても循環利用循環利用循環利用循環利用できないできないできないできない廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを適適適適正正正正にににに処処処処分分分分するというするというするというするという流流流流れがれがれがれが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とですうことですうことですうことです。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの 3R ににににリリリリフフフフュュュューズーズーズーズ(Refuse)――――――――不不不不要要要要なものはもらわないなものはもらわないなものはもらわないなものはもらわない――――――――をををを加加加加ええええたたたた 4つつつつのののの R、、、、4R をををを提唱提唱提唱提唱しているとこしているとこしているとこしているところろろろももももごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  市川市市川市市川市市川市はははは、、、、12 分分分分別別別別実施実施実施実施前前前前年年年年のののの平平平平成成成成 13 年度年度年度年度にににに、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物行行行行政政政政にににに関関関関するするするする長長長長期期期期計画計画計画計画であであであでありりりりますますますます市市市市川市一川市一川市一川市一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理理理理基本基本基本基本計画計画計画計画「「「「いいいいちかわちかわちかわちかわじゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプランプランプランプラン 21」」」」をををを改改改改定定定定しましてしましてしましてしまして、、、、平平平平成成成成 23年度年度年度年度をををを目目目目標標標標年度年度年度年度としとしとしとし、、、、「「「「資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの都市都市都市都市いちかわいちかわいちかわいちかわ」」」」をををを目指目指目指目指しししし、、、、基本方基本方基本方基本方針針針針としてとしてとしてとして、、、、「「「「持続可持続可持続可持続可能能能能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築」」」」、、、、「「「「高品質高品質高品質高品質なななな資源資源資源資源のののの確確確確保保保保」」」」、、、、市民市民市民市民、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、行行行行政政政政のののの協働協働協働協働によによによによりりりりますますますます、、、、「「「「ともにともにともにともにつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげ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 3つつつつをををを定定定定めましためましためましためました。。。。 

  このこのこのこの基本基本基本基本計画計画計画計画のののの 4つつつつのののの数数数数値値値値目目目目標標標標としましてとしましてとしましてとしまして、、、、市民市民市民市民 1人人人人 1日日日日当当当当たたたたりりりりののののごごごごみみみみ排排排排出出出出量量量量をををを 12 年度年度年度年度のののの 1,073 グラムからグラムからグラムからグラムから、、、、23 年度年度年度年度にはにはにはには 900 グラムとするグラムとするグラムとするグラムとする。。。。またまたまたまた、、、、資源化率資源化率資源化率資源化率をををを 11％％％％からからからから 35％％％％とすとすとすとするるるる。。。。ごごごごみのみのみのみの焼却量焼却量焼却量焼却量をををを約約約約 3万万万万 9,000 トントントントン、、、、25％％％％以以以以上上上上削削削削減減減減するするするする。。。。最終最終最終最終処処処処分分分分量量量量をををを約約約約 9,300 トントントントン、、、、45％％％％以以以以上上上上削削削削減減減減するとするとするとすると定定定定めましためましためましためました。。。。 
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  このこのこのこの基本基本基本基本計画計画計画計画のののの策定策定策定策定やややや目目目目標達標達標達標達成成成成にににに当当当当たってのたってのたってのたっての市民市民市民市民参加参加参加参加のののの形形形形態態態態ですがですがですがですが、、、、まずまずまずまず、、、、処処処処理計画理計画理計画理計画やややや施施施施策策策策のののの方向方向方向方向性性性性のののの提提提提示示示示およびおよびおよびおよび検証検証検証検証やややや改善改善改善改善等等等等ににににつつつついていていていて専専専専門門門門家家家家やややや市民等市民等市民等市民等によってによってによってによって審審審審議議議議しますしますしますします市川市川市川市川市市市市廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物減量減量減量減量等推進等推進等推進等推進審審審審議会議会議会議会、、、、これはこれはこれはこれは 15名名名名でででで構成構成構成構成されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、処処処処理計画理計画理計画理計画やややや施施施施策策策策のののの検検検検討段階討段階討段階討段階からからからから市民市民市民市民としてとしてとしてとして何何何何ができるかというができるかというができるかというができるかという視点視点視点視点からからからから提提提提案案案案するするするする市民市民市民市民参加参加参加参加システムであシステムであシステムであシステムでありりりりまままますすすすじゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト、、、、本年度本年度本年度本年度はははは 18名名名名でででで、、、、家庭家庭家庭家庭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のみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、行行行行政政政政のののの代表代表代表代表によによによによりりりりますますますますママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動推進会動推進会動推進会動推進会、、、、ここここれはれはれはれは、、、、本年度本年度本年度本年度はははは 16名名名名でででで、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動のののの参加参加参加参加店舗店舗店舗店舗数数数数はははは約約約約 600店舗店舗店舗店舗になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そしそしそしそしてててて、、、、3R をみずからをみずからをみずからをみずから積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、地域地域地域地域のののの人人人人にににに 3R のののの普及普及普及普及をををを行行行行ったったったったりりりり、、、、ステーションのステーションのステーションのステーションの管理管理管理管理、、、、またまたまたまた不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの監監監監視視視視などなどなどなど、、、、事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに対対対対してのしてのしてのしての市民市民市民市民参加参加参加参加システムのシステムのシステムのシステムのじゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパパパパートナーートナーートナーートナー、、、、本年度本年度本年度本年度はははは 150 名名名名でででで活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。このようなさまざまなこのようなさまざまなこのようなさまざまなこのようなさまざまな段階段階段階段階でででで市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様とととと協働協働協働協働でででで目目目目標達標達標達標達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組むむむむ制制制制度度度度をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。 

  次次次次にににに、、、、基本基本基本基本計画計画計画計画をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの 1 つつつつとしてとしてとしてとして実施実施実施実施しましたしましたしましたしました、、、、5 分分分分別別別別収収収収集集集集からからからから
12 分分分分別別別別収収収収集集集集へへへへのののの細分化細分化細分化細分化のののの理理理理由由由由ですがですがですがですが、、、、第第第第 1 にににに、、、、市川市市川市市川市市川市にはにはにはにはごごごごみのみのみのみの最終処最終処最終処最終処分分分分場場場場がないためにがないためにがないためにがないために、、、、ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生量量量量をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり抑抑抑抑えるえるえるえる必要必要必要必要があることがあることがあることがあること。。。。第第第第 2 にににに、、、、平平平平成成成成 11 年度年度年度年度、、、、家庭家庭家庭家庭ごごごごみのみのみのみの指定指定指定指定袋袋袋袋制制制制度度度度やややや、、、、大型大型大型大型ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化などをなどをなどをなどを導導導導入入入入しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、そのそのそのその後後後後ももももごごごごみがみがみがみが増増増増加加加加していることしていることしていることしていること。。。。第第第第 3 にににに、、、、市川市市川市市川市市川市のののの資源化率資源化率資源化率資源化率はははは、、、、平平平平成成成成 13 年度年度年度年度 10.5％％％％とととと、、、、当時当時当時当時のののの全全全全国国国国平平平平均均均均のののの 13％％％％よよよよりりりり低低低低いいいい状況状況状況状況となっていましたとなっていましたとなっていましたとなっていました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、これらのこれらのこれらのこれらの課課課課題題題題にににに対処対処対処対処していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、市民市民市民市民とととと行行行行政政政政がががが一体一体一体一体となとなとなとなってってってって資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のまちづくのまちづくのまちづくのまちづくりりりりをををを推進推進推進推進していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、平平平平成成成成 14 年年年年 10 月月月月からからからから 12 分分分分別別別別収収収収集集集集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。。。。 

  細分化細分化細分化細分化のののの内容内容内容内容ですがですがですがですが、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみとしてみとしてみとしてみとして処処処処理理理理していましたしていましたしていましたしていました新新新新聞聞聞聞、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、段段段段ボボボボールールールール、、、、紙紙紙紙パックパックパックパック、、、、布布布布類類類類、、、、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含含含含みますプラスチックみますプラスチックみますプラスチックみますプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装ををををごごごご家庭家庭家庭家庭でででで分分分分別別別別していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、市内市内市内市内のステーションからのステーションからのステーションからのステーションから収収収収集集集集することによすることによすることによすることによりりりりましてましてましてまして、、、、資源資源資源資源物物物物はははは資源資源資源資源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、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの量量量量をををを減減減減らしていくということでらしていくということでらしていくということでらしていくということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  実施実施実施実施結結結結果果果果ににににつつつついていていていて、、、、5 分分分分別別別別だだだだったったったった平平平平成成成成 13 年度年度年度年度とととと 16 年度年度年度年度をををを比比比比較較較較いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ステーショステーショステーショステーションにンにンにンに出出出出されたされたされたされた燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの量量量量はははは 20.6％％％％減少減少減少減少しししし、、、、ステーションからステーションからステーションからステーションから回回回回収収収収したしたしたした資源資源資源資源物物物物のののの量量量量はははは 4.7倍倍倍倍にににに増増増増加加加加。。。。それによるそれによるそれによるそれによる資源化率資源化率資源化率資源化率はははは 20.7％％％％にににに増増増増加加加加しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみがみがみがみが減少減少減少減少したたしたたしたたしたためにめにめにめに、、、、焼却量焼却量焼却量焼却量はははは 11.1％％％％減少減少減少減少しししし、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量もももも 8.5％％％％減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却によによによによりりりり発発発発生生生生するするするする塩塩塩塩化化化化水素水素水素水素ややややダイダイダイダイオオオオキキキキシンシンシンシン類類類類もももも減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。 

  市民市民市民市民 1 人人人人 1 日日日日当当当当たたたたりりりりのののの排排排排出出出出量量量量でででで見見見見ますとますとますとますと、、、、収収収収集集集集ごごごごみみみみ、、、、持持持持ちちちち込込込込みみみみごごごごみみみみ、、、、集集集集団資源団資源団資源団資源回回回回収収収収をををを合合合合わせましたわせましたわせましたわせました総排総排総排総排出出出出量量量量はははは、、、、一一一一番番番番上上上上のののの折折折折れれれれ線線線線グラフですがグラフですがグラフですがグラフですが、、、、5 分分分分別別別別だだだだったったったった 13 年度年度年度年度がががが 1,071 グラグラグラグラムであったのにムであったのにムであったのにムであったのに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、16 年度年度年度年度はははは 1,029 グラムとグラムとグラムとグラムと、、、、42 グラムグラムグラムグラム減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。これをこれをこれをこれを、、、、集集集集団資源団資源団資源団資源回回回回収収収収をををを除除除除きましたきましたきましたきましたごごごごみのみのみのみの量量量量でででで見見見見たたたたもももものがのがのがのが 2 番番番番目目目目のののの折折折折れれれれ線線線線グラフですグラフですグラフですグラフです。。。。分分分分別別別別区区区区分分分分のののの変変変変更更更更はははは、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみからみからみからみから資源資源資源資源物物物物をををを分分分分別別別別しししし、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして回回回回収収収収することからすることからすることからすることから、、、、全全全全体的体的体的体的なななな減量減量減量減量効効効効果果果果にににに直直直直接接接接つつつつながるものではあながるものではあながるものではあながるものではありりりりませませませませんんんんがががが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様ののののごごごごみにみにみにみに対対対対しますしますしますします意識意識意識意識向向向向上上上上がががが 1 人人人人当当当当たたたたりりりりののののごごごごみみみみ排排排排出出出出量量量量のののの減少減少減少減少ににににつつつつながったものとながったものとながったものとながったものと考考考考えますえますえますえます。。。。 

  12 分分分分別別別別のののの結結結結果果果果ににににつつつつきましてもうきましてもうきましてもうきましてもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのステーションみのステーションみのステーションみのステーション収収収収集量集量集量集量はははは、、、、12 分分分分別別別別をををを年度年度年度年度途途途途中中中中のののの 10 月月月月からからからから実施実施実施実施しましたしましたしましたしました 14 年度年度年度年度はははは、、、、13 年度年度年度年度にににに比比比比べべべべ 1 万万万万 1,681トントントントン、、、、10.3％％％％減減減減。。。。15 年度年度年度年度はははは 2万万万万 1,586 トントントントン、、、、19.1％％％％減減減減。。。。16 年度年度年度年度はははは 2万万万万 3,381 トンでトンでトンでトンで 20.6％％％％減減減減となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。 

  次次次次にににに、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの組組組組成成成成のうちのうちのうちのうち何何何何がががが減減減減ったかをったかをったかをったかを見見見見るためるためるためるため、、、、ステーションでステーションでステーションでステーションで収収収収集集集集しましたしましたしましたしました燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの成分成分成分成分をををを分分分分析析析析ししししたものをたものをたものをたものを比比比比較較較較しますとしますとしますとしますと、、、、まずまずまずまず厨芥厨芥厨芥厨芥類類類類、、、、これはこれはこれはこれは生生生生ごごごごみですがみですがみですがみですが、、、、ここここ
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のののの割割割割合合合合はははは、、、、平平平平成成成成 13 年度年度年度年度 34.9％％％％、、、、15 年度年度年度年度 40％％％％、、、、16 年度年度年度年度 40.2％％％％とととと、、、、割割割割合合合合はははは増増増増えていえていえていえていまままますがすがすがすが、、、、このこのこのこの組組組組成成成成割割割割合合合合からからからから推推推推計計計計しましたしましたしましたしました厨芥厨芥厨芥厨芥類類類類のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、13 年度年度年度年度 3万万万万 9,521 トントントントン、、、、15 年度年度年度年度 3万万万万 6,662トントントントン、、、、16 年度年度年度年度 3万万万万 6,123 トンとトンとトンとトンと減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、13 年度年度年度年度はははは、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみであったみであったみであったみであった紙紙紙紙類類類類、、、、プラプラプラプラ類類類類、、、、布布布布類類類類はははは、、、、12 分分分分別別別別によによによによりりりりましてましてましてまして資源資源資源資源としてとしてとしてとして回回回回収収収収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、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみにみにみにみに含含含含まれていたまれていたまれていたまれていた排排排排出出出出量量量量はははは減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。ステーションにステーションにステーションにステーションに出出出出されましたされましたされましたされました資源資源資源資源物物物物のののの量量量量はははは、、、、14 年度年度年度年度がががが 13 年度年度年度年度比比比比でででで 2.7倍倍倍倍、、、、15 年度年度年度年度がががが 4.4倍倍倍倍、、、、16 年度年度年度年度はははは 4.7倍倍倍倍とととと増増増増加加加加しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、集集集集団団団団資源資源資源資源回回回回収収収収等等等等をををを含含含含めましためましためましためました資源化率資源化率資源化率資源化率はははは、、、、13 年度年度年度年度のののの 10.5％％％％からからからから、、、、16 年度年度年度年度はははは 10.2 ポポポポイントイントイントイント増増増増のののの
20.7％％％％となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。 

  資源資源資源資源物物物物のののの排排排排出出出出状況状況状況状況ににににつつつついていていていて、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの分分分分別別別別協力協力協力協力具具具具合合合合をををを資源資源資源資源物物物物のののの回回回回収収収収率率率率からからからから見見見見ますとますとますとますと、、、、ごごごごみみみみ質質質質分分分分析析析析調調調調査査査査からからからから推推推推計計計計しましたしましたしましたしました新新新新聞聞聞聞のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみとしてみとしてみとしてみとして排排排排出出出出されたされたされたされた量量量量がががが、、、、16年度年度年度年度 2,516 トンでトンでトンでトンで、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして分分分分別別別別排排排排出出出出されたされたされたされた量量量量がががが 3,415 トンですからトンですからトンですからトンですから、、、、新新新新聞聞聞聞をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして回回回回収収収収されたされたされたされた割割割割合合合合はははは約約約約 58％％％％となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。同様同様同様同様にににに、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌のののの資源資源資源資源回回回回収収収収率率率率はははは、、、、16 年度年度年度年度約約約約 76％％％％となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。このこのこのこの新新新新聞聞聞聞とととと雑誌雑誌雑誌雑誌ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収率率率率がががが伸伸伸伸びておびておびておびておりりりり、、、、分分分分別別別別のののの意識意識意識意識がががが浸透浸透浸透浸透してしてしてしてきているときているときているときていると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 

  次次次次にににに、、、、段段段段ボボボボールのールのールのールの回回回回収収収収率率率率はははは、、、、16 年度年度年度年度 64％％％％、、、、紙紙紙紙パックはパックはパックはパックは 13％％％％でしたでしたでしたでした。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの雑誌雑誌雑誌雑誌やややや段段段段ボボボボールのールのールのールの回回回回収収収収率率率率がががが高高高高いのはいのはいのはいのは、、、、市市市市のステーションのステーションのステーションのステーション以以以以外外外外のののの排排排排出手出手出手出手段段段段があまがあまがあまがあまりりりりないためとないためとないためとないためと考考考考えますえますえますえます。。。。紙紙紙紙パックのパックのパックのパックの回回回回収収収収率率率率ですがですがですがですが、、、、15 年度年度年度年度 17％％％％、、、、16 年度年度年度年度はははは 13％％％％とととと低低低低いのはいのはいのはいのは、、、、紙紙紙紙パックはパックはパックはパックは、、、、ゆすいゆすいゆすいゆすいでででで、、、、切切切切りりりり開開開開いていていていて、、、、乾乾乾乾かすとかすとかすとかすといういういういう手手手手間間間間がかかるためとがかかるためとがかかるためとがかかるためと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 

  次次次次にににに、、、、布布布布類類類類はははは、、、、16 年度年度年度年度 16％％％％、、、、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含含含含めますプラスチックめますプラスチックめますプラスチックめますプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装はははは、、、、16年度年度年度年度 48％％％％でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの布布布布類類類類はははは、、、、輸輸輸輸出出出出用用用用衣衣衣衣料料料料としてとしてとしてとして再再再再利用利用利用利用するためするためするためするため、、、、清清清清潔潔潔潔なななな状状状状態態態態でででで出出出出さなけさなけさなけさなけれれれればばばばならないことからならないことからならないことからならないことから、、、、低低低低くなっているとくなっているとくなっているとくなっていると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。またまたまたまた、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装はははは、、、、市川市市川市市川市市川市のののの場場場場合合合合、、、、ペペペペットットットットボボボボトルとそのトルとそのトルとそのトルとその他他他他プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装をををを混混混混合合合合収収収収集集集集していますしていますしていますしています。。。。平平平平成成成成 14 年年年年 10 月月月月からのからのからのからの 12 分分分分別別別別のののの実施実施実施実施にににに伴伴伴伴うううう説説説説明明明明会会会会をををを開催開催開催開催したしたしたした中中中中でででで一一一一番番番番わかわかわかわかりりりりにくいにくいにくいにくい区区区区分分分分でででであることからあることからあることからあることから、、、、重重重重点的点的点的点的にににに説説説説明明明明会会会会をををを行行行行ったためったためったためったため、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度はははは 55％％％％のののの回回回回収収収収率率率率でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、ややややははははりりりりプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装とととと非非非非容容容容器包装器包装器包装器包装のののの区区区区分分分分がわかがわかがわかがわかりりりりにくいためなのかにくいためなのかにくいためなのかにくいためなのか、、、、16 年度年度年度年度のののの回回回回収収収収率率率率がががが低低低低くなくなくなくなりりりりましたましたましたました。。。。今今今今後後後後もももも分分分分別別別別のののの周周周周知知知知にににに努努努努めめめめ、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様にわかにわかにわかにわかりやりやりやりやすいすいすいすい制制制制度度度度とするとするとするとする必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがある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、、、、焼却処焼却処焼却処焼却処理理理理へへへへのののの影響影響影響影響ですがですがですがですが、、、、このグラフのこのグラフのこのグラフのこのグラフの各年度各年度各年度各年度のののの左左左左側側側側がががが、、、、焼却焼却焼却焼却するためにクするためにクするためにクするためにクリリリリーーーーンンンンセセセセンターンターンターンターへへへへ搬搬搬搬入入入入されたされたされたされたごごごごみのみのみのみの量量量量でででで、、、、右右右右側側側側がががが焼却量焼却量焼却量焼却量ですですですです。。。。16 年度年度年度年度のののの搬搬搬搬入量入量入量入量はははは、、、、13 年度年度年度年度比比比比でででで
2万万万万 987 トントントントン、、、、13.4％％％％のののの減減減減、、、、焼却量焼却量焼却量焼却量はははは 1万万万万 6,849 トントントントン、、、、11.1％％％％減減減減となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。 

  焼却量焼却量焼却量焼却量のののの減少減少減少減少にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、焼却焼却焼却焼却によによによによりりりり発発発発生生生生しますしますしますします大大大大気汚気汚気汚気汚染染染染物物物物質質質質のののの発発発発生生生生量量量量もももも減少減少減少減少しししし、、、、16 年度年度年度年度はははは 13 年度年度年度年度とととと比比比比較較較較してダイしてダイしてダイしてダイオオオオキキキキシンシンシンシン類類類類がががが 9.9％％％％減減減減、、、、塩塩塩塩化化化化水素水素水素水素がががが 34.6％％％％、、、、窒窒窒窒素素素素酸酸酸酸化化化化物物物物がががが 11.1％％％％、、、、硫硫硫硫黄黄黄黄酸酸酸酸化化化化物物物物がががが 6.6％％％％とととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ減減減減となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却にかかるにかかるにかかるにかかる排排排排出出出出ガガガガスススス処処処処理理理理にににに使使使使用用用用しましたしましたしましたしました生生生生石石石石灰灰灰灰のののの残残残残渣渣渣渣量量量量もももも、、、、16 年度年度年度年度はははは 18.2％％％％減少減少減少減少しましたしましたしましたしました。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、焼却量焼却量焼却量焼却量のののの減減減減少少少少によによによによりりりり、、、、ククククリリリリーンーンーンーンセセセセンターのンターのンターのンターの焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの延延延延命命命命効効効効果果果果がががが期待期待期待期待されるとこされるとこされるとこされるところろろろですですですです。。。。たたたただだだだしししし、、、、人口人口人口人口のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、ごごごごみみみみ量量量量もももも増増増増加加加加することすることすることすることがががが懸懸懸懸念念念念されるとこされるとこされるとこされるところろろろでもでもでもでもごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  次次次次にににに、、、、ごごごごみみみみ埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、16 年度年度年度年度はははは 13 年度年度年度年度比比比比 1,856 トントントントン、、、、8.5％％％％減減減減となとなとなとなりりりりまままましたしたしたした。。。。12 分分分分別別別別のののの実施実施実施実施にににに伴伴伴伴いますいますいますいます経費経費経費経費のののの増減増減増減増減ですがですがですがですが、、、、5 分分分分別別別別であったであったであったであった 13 年度年度年度年度決決決決算算算算額額額額とととと 12 分分分分別別別別になになになになりりりりましたましたましたました 15 年度年度年度年度決決決決算算算算額額額額のののの比比比比較較較較ではではではでは、、、、まずまずまずまず増増増増額額額額したしたしたした主主主主なななな経費経費経費経費としましてとしましてとしましてとしまして、、、、分分分分別別別別収収収収集品集品集品集品目目目目のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いますいますいますいます収収収収集集集集運運運運搬搬搬搬経費経費経費経費がががが約約約約 4,500万万万万円円円円増増増増加加加加。。。。集集集集めためためためた資源資源資源資源物物物物のののの選選選選別別別別処処処処理理理理、、、、処処処処分経費分経費分経費分経費がががが約約約約 3 億億億億 700 万万万万円円円円増増増増加加加加しましたしましたしましたしました。。。。削削削削減減減減したしたしたした主主主主なななな経費経費経費経費ですがですがですがですが、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの減少減少減少減少によるによるによるによる収収収収集集集集
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車車車車のののの台台台台数数数数のののの減減減減およびおよびおよびおよび収収収収集集集集運運運運搬搬搬搬委委委委託契託契託契託契約約約約方方方方法法法法をををを見見見見直直直直したことによしたことによしたことによしたことによりりりり約約約約 2億億億億 8,000万万万万円削円削円削円削減減減減。。。。ままままたたたた、、、、ごごごごみみみみ焼却量焼却量焼却量焼却量のののの減少減少減少減少にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、薬薬薬薬品品品品類類類類のののの減少減少減少減少やややや最終処最終処最終処最終処分費分費分費分費のののの減少減少減少減少によによによによりりりり、、、、約約約約 4,500万万万万円削円削円削円削減減減減しましたしましたしましたしました。。。。ごごごごみのみのみのみの収収収収集集集集およびおよびおよびおよび処処処処分経費分経費分経費分経費をををを清掃清掃清掃清掃費費費費全全全全体体体体のののの決決決決算算算算額額額額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、、、、組織組織組織組織のののの見見見見直直直直しによしによしによしによりりりりますますますます人人人人件件件件費費費費のののの削削削削減減減減などをなどをなどをなどを行行行行ったこともあったこともあったこともあったこともありりりりましてましてましてまして、、、、全全全全体体体体ではではではでは毎毎毎毎年度経年度経年度経年度経費費費費をををを削削削削減減減減することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。 

  次次次次にににに、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理経費経費経費経費のののの原原原原価価価価でででで見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、15 年度年度年度年度のののの決決決決算算算算額額額額からですがからですがからですがからですが、、、、燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみをみをみをみを
1キキキキログラムログラムログラムログラム集集集集めるのにめるのにめるのにめるのに 10円円円円、、、、それをそれをそれをそれを燃燃燃燃ややややしたしたしたしたりりりり、、、、灰灰灰灰をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てたてたてたてたりりりりするのにするのにするのにするのに 21円円円円。。。。ですですですですからからからから、、、、1キキキキログラムをログラムをログラムをログラムを処処処処理理理理するためにはするためにはするためにはするためには合合合合計計計計でででで 31円円円円かかかかかかかかりりりりましたましたましたました。。。。次次次次にににに、、、、資源資源資源資源物物物物ではではではでは、、、、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含含含含めますプラスチックめますプラスチックめますプラスチックめますプラスチック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装をををを 1キキキキロロロログラムグラムグラムグラム集集集集めるのにめるのにめるのにめるのに 40円円円円、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのふふふふたをたをたをたを外外外外したしたしたしたりりりり、、、、容容容容器包装器包装器包装器包装以以以以外外外外のものをのものをのものをのものを除除除除いたいたいたいたりりりり、、、、またまたまたまたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル工工工工場場場場までまでまでまで運運運運びびびびややややすくするのにすくするのにすくするのにすくするのに 56円円円円。。。。ですからですからですからですから、、、、1キキキキログラムをログラムをログラムをログラムを処処処処理理理理するためにはするためにはするためにはするためには合合合合計計計計でででで 96円円円円かかっていまかかっていまかかっていまかかっていますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、リリリリサイクルするにはサイクルするにはサイクルするにはサイクルするには随随随随分分分分とととと費用費用費用費用がかかることがここでわかるとがかかることがここでわかるとがかかることがここでわかるとがかかることがここでわかると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  今今今今後後後後のののの課課課課題題題題としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、家庭家庭家庭家庭からからからから排排排排出出出出されるされるされるされる燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみのみのみのみの量量量量はははは、、、、16 年度年度年度年度はははは 13 年度年度年度年度比比比比でででで
20.6％％％％減少減少減少減少しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、家庭家庭家庭家庭ごごごごみのみのみのみの内内内内訳訳訳訳ではではではでは、、、、厨芥厨芥厨芥厨芥類類類類がががが約約約約 40％％％％、、、、紙紙紙紙類類類類がががが約約約約 30％％％％をををを占占占占めていめていめていめていることからることからることからることから、、、、今今今今後後後後もももも市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、生生生生ごごごごみみみみやややや紙紙紙紙ごごごごみみみみのののの対対対対策策策策をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要ががががあああありりりりますますますます。。。。本年度本年度本年度本年度はははは、、、、生生生生ごごごごみみみみ対対対対策策策策としまとしまとしまとしましてしてしてして、、、、北部北部北部北部地域地域地域地域のののの農家農家農家農家のののの方方方方とそのとそのとそのとそのごごごご近近近近所所所所のののの皆皆皆皆様様様様ににににごごごご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだきききき、、、、じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプロジェクトとしてプロジェクトとしてプロジェクトとしてプロジェクトとして、、、、家庭家庭家庭家庭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のみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化ををををモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業としてとしてとしてとして先月先月先月先月からスタートしましたからスタートしましたからスタートしましたからスタートしました。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業系系系系のののの一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、事業事業事業事業者者者者みずからのみずからのみずからのみずからの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて適適適適正正正正処処処処理理理理することをすることをすることをすることを求求求求めめめめ、、、、減量減量減量減量、、、、資源化資源化資源化資源化にににに努努努努めるようめるようめるようめるよう、、、、さらにさらにさらにさらに指指指指導導導導をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、家庭家庭家庭家庭系系系系ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理経経経経費費費費にににに関関関関するするするする情情情情報報報報をををを明明明明確確確確にににに示示示示しししし、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題にににに無無無無関関関関心心心心なななな市民市民市民市民もももも関関関関心心心心をををを持持持持つつつつようようようよう、、、、減量減量減量減量にににに努努努努力力力力すすすするるるる市民市民市民市民にににに経済経済経済経済的的的的インインインインセセセセンテンテンテンティィィィブがブがブがブが与与与与えられるようなえられるようなえられるようなえられるような制制制制度度度度のののの調調調調査査査査、、、、研究研究研究研究をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  またまたまたまた、、、、市川市市川市市川市市川市はははは、、、、人口約人口約人口約人口約 46万万万万人人人人のうちのうちのうちのうち、、、、転転転転出出出出入入入入によによによによりりりり毎毎毎毎年年年年約約約約 8％％％％程程程程度度度度のののの人口人口人口人口移移移移動動動動があるがあるがあるがあることからことからことからことから、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量やややや資源化資源化資源化資源化にににに対対対対するするするする市民市民市民市民へへへへのののの周周周周知知知知啓発啓発啓発啓発をををを強化強化強化強化、、、、継継継継続続続続してしてしてして、、、、分分分分別別別別のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの資源化資源化資源化資源化やややや焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰のののの資源化資源化資源化資源化などなどなどなど、、、、新新新新たなたなたなたな技術技術技術技術のののの調調調調査査査査、、、、研究研究研究研究をしてをしてをしてをして、、、、実行実行実行実行していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、市民市民市民市民のののの立立立立場場場場にににに立立立立ったったったった生生生生活提活提活提活提案案案案をををを行行行行うこともうこともうこともうことも重要重要重要重要であであであでありりりりますますますます。。。。日日日日常常常常のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな場面場面場面場面でででで、、、、身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろからからからから無無無無理理理理なくできてなくできてなくできてなくできて、、、、ややややっておもしっておもしっておもしっておもしろろろろいいいい、、、、ややややれれれればばばば得得得得になるになるになるになる、、、、そそそそしてしてしてしてわかわかわかわかりやりやりやりやすいすいすいすい施施施施策策策策をををを、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様やややや事業者事業者事業者事業者のののの方方方方々々々々のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて提提提提案案案案しししし、、、、興興興興味味味味のののの引引引引かれたもかれたもかれたもかれたものからのからのからのから実行実行実行実行にににに移移移移せるようせるようせるようせるよう、、、、市民市民市民市民ひひひひととととりりりり一一一一人人人人のののの心心心心にににに訴訴訴訴えるプログラムをえるプログラムをえるプログラムをえるプログラムをつつつつくってくってくってくっていこうといこうといこうといこうと考考考考ええええてててておおおおりりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上でででで、、、、私私私私のののの発発発発表表表表はははは終終終終わわわわりりりりますますますます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、大和大和大和大和田小田小田小田小学学学学校校校校のののの蜂須賀久幸蜂須賀久幸蜂須賀久幸蜂須賀久幸先先先先生生生生とととと、、、、6 年年年年生生生生のののの吉吉吉吉田田田田勇勇勇勇太太太太君君君君、、、、5 年年年年生生生生のののの加藤加藤加藤加藤雄雄雄雄大大大大君君君君にににに、、、、講演講演講演講演資料資料資料資料 31ペペペページージージージ、、、、大和大和大和大和田小田小田小田小学学学学校校校校におけるにおけるにおけるにおける学学学学校版校版校版校版 ISO のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて発発発発表表表表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、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。。。。 

 蜂須賀蜂須賀蜂須賀蜂須賀教諭教諭教諭教諭 

  でででではははは、、、、これからこれからこれからこれから、、、、学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISO にににに関関関関するするするする実実実実践践践践発発発発表表表表をををを始始始始めますめますめますめます。。。。 
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  まずまずまずまず、、、、表表表表題題題題にもあにもあにもあにもありりりりますますますます、、、、学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISO とはとはとはとは何何何何なのかということになのかということになのかということになのかということにつつつついていていていて最初最初最初最初にににに触触触触れれれれておきますておきますておきますておきます。。。。 

  学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISO 事業事業事業事業はははは、、、、市川市市川市市川市市川市教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会がががが平平平平成成成成 15 年度年度年度年度からからからから開始開始開始開始しししし、、、、今年度今年度今年度今年度もももも、、、、前前前前年度年度年度年度からのからのからのからの継継継継続続続続校校校校がががが 5 校校校校、、、、そしてそしてそしてそして新規新規新規新規実実実実践校践校践校践校 5 校校校校、、、、計計計計 10 校校校校がががが活動活動活動活動をををを展開展開展開展開しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。計画計画計画計画、、、、実実実実践践践践、、、、点点点点検検検検、、、、評評評評価価価価をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、活動報告書活動報告書活動報告書活動報告書のののの作作作作成成成成やややや報告会報告会報告会報告会およびおよびおよびおよび認定証認定証認定証認定証のののの授授授授与与与与などをなどをなどをなどを行行行行っっっっておておておておりりりりますますますます。。。。 

  学学学学校校校校ごごごごとにとにとにとに、、、、どのようなどのようなどのようなどのような環境活動環境活動環境活動環境活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか、、、、これはこれはこれはこれは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで決決決決めめめめ、、、、児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒とととと保保保保護護護護者者者者、、、、学学学学校校校校とがとがとがとが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって実実実実践践践践することにすることにすることにすることに意意意意味味味味があるとがあるとがあるとがあると考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、登登登登校校校校時時時時にににに、、、、通通通通学学学学路路路路ののののごごごごみみみみ拾拾拾拾いをしてくるいをしてくるいをしてくるいをしてくる「「「「町町町町ピピピピカカカカ登登登登校校校校」」」」やややや、、、、給給給給食食食食のののの食食食食器器器器ををををゴゴゴゴムムムムべべべべらできれいらできれいらできれいらできれいにするにするにするにする活動活動活動活動、、、、またまたまたまた廃油廃油廃油廃油によるによるによるによる石石石石けけけけんんんんづくづくづくづくりりりり、、、、昼昼昼昼休休休休みのみのみのみの消消消消灯灯灯灯などをなどをなどをなどを行行行行っているっているっているっている学学学学校校校校もあもあもあもありりりりまままますすすす。。。。これらをこれらをこれらをこれらを通通通通してしてしてして一一一一人人人人ひひひひととととりりりりのののの環境環境環境環境へへへへのののの意識意識意識意識をををを高高高高めめめめ、、、、そしてそしてそしてそして実実実実践践践践力力力力、、、、行動力行動力行動力行動力のののの向向向向上上上上をはをはをはをはかっているとこかっているとこかっているとこかっているところろろろですですですです。。。。 

  ではではではでは、、、、このこのこのこの文文文文化会化会化会化会館館館館にににに隣隣隣隣接接接接するするするする大和大和大和大和田小田小田小田小学学学学校校校校のののの事事事事例例例例をををを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。。。。 

  本本本本校校校校のののの環境方環境方環境方環境方針針針針はははは、、、、「「「「太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電とととと芝芝芝芝生生生生があるがあるがあるがある大和大和大和大和田小田小田小田小学学学学校校校校のののの私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、環境環境環境環境にににに目目目目をををを向向向向けけけけ、、、、『『『『できることからエできることからエできることからエできることからエココココアアアアップップップップ』』』』をををを意識意識意識意識してしてしてして行動行動行動行動しますしますしますします」」」」というというというという内容内容内容内容ですですですです。。。。詳詳詳詳しいしいしいしい項項項項目目目目はははは、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの 41 ペペペページをージをージをージを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としてくとしてくとしてくとして、、、、子子子子供供供供たちはたちはたちはたちは、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度からからからから、「、「、「、「できるこできるこできるこできることからエとからエとからエとからエココココアップアップアップアップ」、」、」、」、これをこれをこれをこれを合言葉合言葉合言葉合言葉にににに、、、、各各各各クラスクラスクラスクラスやややや委員委員委員委員会会会会、、、、家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも、、、、2 年年年年目目目目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ているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、児童児童児童児童、、、、保保保保護護護護者者者者、、、、教教教教職職職職員員員員がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのプログラムをれのプログラムをれのプログラムをれのプログラムを持持持持ってってってって、、、、毎毎毎毎月月月月、、、、またまたまたまた 3 カカカカ月月月月ごごごごとにとにとにとに振振振振りりりり返返返返りりりりをををを行行行行いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは児童児童児童児童用用用用のプログラムですのプログラムですのプログラムですのプログラムです。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度のののの反反反反省省省省をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、児童児童児童児童とともにとともにとともにとともに話話話話しししし合合合合ってってってって修修修修正正正正したのがしたのがしたのがしたのが右右右右側側側側のものとなっておのものとなっておのものとなっておのものとなっておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは保保保保護護護護者用者用者用者用のプログラムですのプログラムですのプログラムですのプログラムです。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度よよよよりりりり、、、、どのどのどのどの家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも実実実実践践践践していたしていたしていたしていただだだだくくくく項項項項目目目目をををを増増増増ややややしししし、、、、3 カカカカ月月月月ごごごごとでとでとでとで点点点点検検検検をしますをしますをしますをします。。。。これによこれによこれによこれによりりりり、、、、さらにさらにさらにさらに意識意識意識意識をををを高高高高めめめめ、、、、学学学学校校校校でのでのでのでの児童児童児童児童のののの実実実実践践践践とととと家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの実実実実践践践践がががが連動連動連動連動できるようにできるようにできるようにできるように、、、、そのようにそのようにそのようにそのように考考考考えましたえましたえましたえました。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、教教教教職職職職員員員員用用用用のプログラムですのプログラムですのプログラムですのプログラムです。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、本本本本校校校校のののの印刷印刷印刷印刷室室室室のののの紙紙紙紙のののの利用利用利用利用やややや、、、、使使使使わないわないわないわない部部部部屋屋屋屋のののの消消消消灯灯灯灯などなどなどなど、、、、実実実実態態態態をををを見見見見るとるとるとると、、、、教教教教職職職職員員員員のののの意識意識意識意識をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めるめるめるめる必要必要必要必要性性性性をををを感感感感じじじじましたましたましたました。。。。教教教教職職職職員員員員のののの意識意識意識意識がががが、、、、児童児童児童児童のののの学学学学習習習習やややや生生生生活活活活、、、、またまたまたまた行動行動行動行動ににににつつつつながながながながりりりりますのでますのでますのでますので、、、、必須必須必須必須項項項項目目目目をををを 6つつつつからからからから 19 にににに増増増増ややややすなどすなどすなどすなど、、、、プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの大大大大幅幅幅幅見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行ってってってって取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの結結結結果果果果、、、、学学学学校校校校におけるにおけるにおけるにおける水水水水、、、、電電電電気気気気、、、、紙紙紙紙のののの使使使使用用用用量量量量がグラフのようにがグラフのようにがグラフのようにがグラフの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。。。。まずまずまずまず、、、、水水水水道道道道のののの使使使使用用用用量量量量ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、校校校校庭庭庭庭がががが全全全全面面面面芝芝芝芝生生生生化化化化されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴いいいい、、、、夏場夏場夏場夏場やややや乾燥乾燥乾燥乾燥するするするする時期時期時期時期のののの散散散散水水水水がががが多多多多かったためかったためかったためかったため増増増増えていますえていますえていますえています。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度はははは、、、、年度年度年度年度途途途途中中中中にににに芝芝芝芝生生生生用用用用とととと校校校校舎舎舎舎用用用用のののの水水水水道道道道メメメメーターをーターをーターをーターを分分分分けたのでけたのでけたのでけたので、、、、今年度今年度今年度今年度はあるはあるはあるはある程程程程度度度度正正正正確確確確ななななデデデデータがータがータがータが得得得得られるものとられるものとられるものとられるものと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。電電電電気気気気ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、小小小小まめにまめにまめにまめに消消消消灯灯灯灯するするするする習習習習慣慣慣慣ががががつつつついてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。昨昨昨昨年年年年のののの夏夏夏夏はははは猛猛猛猛暑暑暑暑でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、7、、、、8 月月月月のののの使使使使用用用用量量量量はははは増増増増えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、全全全全体的体的体的体的にににに、、、、1 年年年年目目目目としてはとしてはとしてはとしては良好良好良好良好だだだだとととと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。紙紙紙紙はははは、、、、購購購購入量入量入量入量ででででデデデデータをータをータをータを出出出出していますがしていますがしていますがしていますが、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに減減減減っているのがおわかっているのがおわかっているのがおわかっているのがおわかりりりりいたいたいたいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思いますいますいますいます。。。。ここここれはれはれはれは、、、、教教教教職職職職員員員員のののの間間間間でもでもでもでも紙紙紙紙のののの両面使両面使両面使両面使用用用用がががが定着定着定着定着してきたことしてきたことしてきたことしてきたこと、、、、むむむむだだだだなななな印刷印刷印刷印刷はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ避避避避けるけるけるけるようにしていることようにしていることようにしていることようにしていること、、、、サイズサイズサイズサイズごごごごとのとのとのとの裏裏裏裏面使面使面使面使用用用用できるできるできるできる紙紙紙紙とととと、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収にににに回回回回すすすす紙紙紙紙のののの分分分分別別別別がががが徹底徹底徹底徹底してきていることしてきていることしてきていることしてきていること、、、、それがそのそれがそのそれがそのそれがその要要要要因因因因ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これからこれからこれからこれから、、、、子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの活動活動活動活動ににににつつつついていていていて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。。。。 

 吉吉吉吉田田田田君君君君 

  環境環境環境環境 ISO のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めためためためた昨昨昨昨年度年度年度年度からからからから、、、、新新新新しくしくしくしく「「「「エエエエココココアップアップアップアップ委員委員委員委員会会会会」」」」というのができというのができというのができというのができ
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ましたましたましたました。。。。このこのこのこの委員委員委員委員会会会会をををを中中中中心心心心にさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな活動活動活動活動をををを続続続続けていますけていますけていますけています。。。。そのそのそのそのいくいくいくいくつつつつかをかをかをかを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、「「「「古紙古紙古紙古紙回回回回収収収収ボボボボックスックスックスックス」」」」ににににつつつついてですいてですいてですいてです。。。。古紙古紙古紙古紙回回回回収収収収ではではではでは、、、、写真写真写真写真のようなのようなのようなのようなボボボボックスをックスをックスをックスを各各各各ククククラスにラスにラスにラスに 1 つつつつずずずずつつつつ置置置置いていていていて、、、、そのそのそのその中中中中にににに、、、、両面両面両面両面をををを使使使使いいいい終終終終わったわったわったわった紙紙紙紙をををを入入入入れてもらっていますれてもらっていますれてもらっていますれてもらっています。。。。それそれそれそれをエをエをエをエココココアップアップアップアップ委員委員委員委員のののの人人人人がががが 2 週週週週間間間間にににに一度一度一度一度取取取取りりりりにににに行行行行ってってってって、、、、大大大大きさきさきさきさ別別別別にににに分分分分けてけてけてけて資源資源資源資源回回回回収収収収にににに出出出出すとすとすとすといういういういう仕仕仕仕組組組組みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。ははははじじじじめはめはめはめは片片片片面面面面しかしかしかしか使使使使っていないっていないっていないっていない紙紙紙紙もももも入入入入れてもらうようにしてれてもらうようにしてれてもらうようにしてれてもらうようにしていましたがいましたがいましたがいましたが、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで行行行行うとうとうとうと回回回回収収収収作作作作業業業業がががが大大大大変変変変になになになになりりりり、、、、短短短短時間時間時間時間ではではではでは処処処処理理理理できないようなできないようなできないようなできないような多多多多ささささになってしまったのでになってしまったのでになってしまったのでになってしまったので、、、、途途途途中中中中からからからから片片片片面面面面しかしかしかしか使使使使っていないっていないっていないっていない紙紙紙紙はクラスではクラスではクラスではクラスで利用利用利用利用してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、両両両両面使面使面使面使用済用済用済用済みのみのみのみの紙紙紙紙だだだだけをけをけをけを入入入入れてもらうようにれてもらうようにれてもらうようにれてもらうように変変変変更更更更しましたしましたしましたしました。。。。 

  回回回回収収収収ボボボボックスにはックスにはックスにはックスには、、、、写真写真写真写真にもあったようににもあったようににもあったようににもあったように、、、、使使使使いいいい終終終終わったわったわったわった習字習字習字習字のののの紙紙紙紙のののの利用利用利用利用法法法法としてとしてとしてとして、、、、家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって油油油油をををを拭拭拭拭きききき取取取取るというるというるというるという使使使使いいいい方方方方があることもがあることもがあることもがあることも紹介紹介紹介紹介ししししてててて、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用をををを呼呼呼呼びかけましびかけましびかけましびかけましたたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今でもでもでもでも全全全全然使然使然使然使っていないっていないっていないっていない紙紙紙紙がががが入入入入っていることっていることっていることっていることももももあああありりりりますますますます。。。。いまいまいまいま一一一一歩古紙歩古紙歩古紙歩古紙回回回回収収収収のののの意意意意味味味味がわからないがわからないがわからないがわからない人人人人にににに対対対対してしてしてして、、、、これからもこれからもこれからもこれからも「「「「紙紙紙紙のののの大大大大切切切切ささささ」」」」やややや「「「「古紙古紙古紙古紙回回回回収収収収のののの意義意義意義意義」」」」をををを呼呼呼呼びびびびかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいとかけていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ごごごごみのみのみのみの計計計計量量量量はははは週週週週 4 回回回回、、、、掃掃掃掃除除除除のののの時間時間時間時間にエにエにエにエココココアップアップアップアップ委員委員委員委員会会会会がががが交交交交代代代代でででで計計計計っていますっていますっていますっています。。。。燃燃燃燃ややややすすすすごごごごみみみみだだだだけをけをけをけを計計計計量量量量しししし、、、、クラスでクラスでクラスでクラスで出出出出したしたしたしたごごごごみがきちみがきちみがきちみがきちんんんんとととと分分分分別別別別されているかもされているかもされているかもされているかも目目目目をををを通通通通しますしますしますします。。。。最初最初最初最初はははは、、、、計計計計量量量量がががが定着定着定着定着しないためしないためしないためしないため、、、、ごごごごみをみをみをみを毎毎毎毎回出回出回出回出してくれないクラスもあしてくれないクラスもあしてくれないクラスもあしてくれないクラスもありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、そういうそういうそういうそういうクラスもクラスもクラスもクラスも減減減減ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、合合合合計計計計もももも増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。グラフがグラフがグラフがグラフが谷谷谷谷のようになってのようになってのようになってのようになっているのはいるのはいるのはいるのは、、、、出出出出してくれないクラスがあったからですしてくれないクラスがあったからですしてくれないクラスがあったからですしてくれないクラスがあったからです。。。。このこのこのこの 1 学学学学期期期期のののの最最最最後後後後ごろごろごろごろのののの数数数数値値値値をスタをスタをスタをスタートートートート地点地点地点地点としてとしてとしてとして、、、、今今今今後後後後減減減減るようなるようなるようなるような工工工工夫夫夫夫やややや取取取取りりりり組組組組みをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいとみをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。2 学学学学期期期期にはにはにはには、、、、このこのこのこの計計計計量量量量をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、グラフグラフグラフグラフやややや表表表表などをなどをなどをなどを作作作作ってってってって掲掲掲掲示示示示しししし、、、、自分自分自分自分のクラのクラのクラのクラススススはどれはどれはどれはどれほほほほどどどどごごごごみをみをみをみを出出出出ししししているかているかているかているか、、、、またまたまたまた最初最初最初最初にににに比比比比べべべべてどのくらいてどのくらいてどのくらいてどのくらい減減減減ったかなどをったかなどをったかなどをったかなどを知知知知ってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  クラスでのクラスでのクラスでのクラスでの落落落落としとしとしとし物物物物はははは、、、、鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆やややや定規定規定規定規、、、、消消消消ししししゴゴゴゴムなどのムなどのムなどのムなどの文房文房文房文房具具具具類類類類ですですですです。。。。落落落落ちていてもちていてもちていてもちていても、、、、名名名名前前前前がががが書書書書いてあるのでいてあるのでいてあるのでいてあるので、、、、手手手手元元元元にににに戻戻戻戻りりりりますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、学学学学校校校校のののの落落落落としとしとしとし物物物物箱箱箱箱にはにはにはには、、、、洋服洋服洋服洋服やややや帽帽帽帽子子子子、、、、縄縄縄縄跳跳跳跳びなびなびなびなどどどど、、、、さまざまなものがあさまざまなものがあさまざまなものがあさまざまなものがありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、不不不不思思思思議議議議とととと持持持持ちちちち主主主主がががが現現現現れないそうですれないそうですれないそうですれないそうです。。。。自分自分自分自分のののの持持持持ちちちち物物物物にしっかにしっかにしっかにしっかりりりり責任責任責任責任をををを持持持持ちちちち、、、、名前名前名前名前をををを書書書書くことでくことでくことでくことで、、、、処処処処分分分分されるものがされるものがされるものがされるものが減減減減るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを見見見見るたびにるたびにるたびにるたびに、、、、「「「「もったいないなあもったいないなあもったいないなあもったいないなあ」」」」とととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 加藤加藤加藤加藤君君君君 

  昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、ぼぼぼぼくがくがくがくが 4 年年年年生生生生だだだだったときにったときにったときにったときに、、、、総総総総合的合的合的合的なななな学学学学習習習習のののの時間時間時間時間をををを使使使使ってってってって「「「「見見見見直直直直そうそうそうそう、、、、僕僕僕僕たちたちたちたち、、、、私私私私たちのまちたちのまちたちのまちたちのまち」」」」というテーというテーというテーというテーママママでででで環境環境環境環境ににににつつつついていていていて学学学学習習習習しましたしましたしましたしました。。。。そのときのことそのときのことそのときのことそのときのことをおをおをおをお話話話話ししまししまししまししますすすす。。。。 

  自分自分自分自分たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって身身身身近近近近なななな環境環境環境環境問問問問題題題題とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを考考考考ええええ、、、、幾幾幾幾つつつつかのグループにかのグループにかのグループにかのグループに分分分分かれてかれてかれてかれて調調調調査査査査活活活活動動動動をしましたをしましたをしましたをしました。。。。1 つつつつ目目目目はははは、、、、「「「「町町町町ののののごごごごみみみみ減減減減らしらしらしらし隊隊隊隊」」」」グループでグループでグループでグループで、、、、地域地域地域地域のたのたのたのたばばばばこのこのこのこのポポポポイイイイ捨捨捨捨てのてのてのての数数数数やややや、、、、どこにどこにどこにどこに、、、、どどどどんんんんななななごごごごみがみがみがみが多多多多いかをいかをいかをいかを調調調調査査査査しましたしましたしましたしました。。。。2つつつつ目目目目はははは、、、、「「「「江戸江戸江戸江戸川調川調川調川調査査査査隊隊隊隊」」」」グループでグループでグループでグループで、、、、水水水水のののの汚汚汚汚れのれのれのれの状状状状態態態態やごやごやごやごみのみのみのみの種種種種類類類類やややや量量量量などをなどをなどをなどを調調調調査査査査しましたしましたしましたしました。。。。3 つつつつ目目目目はははは、、、、「「「「おおおお店店店店隊隊隊隊」」」」グループでグループでグループでグループで、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動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店店店店やややや、、、、ママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを使使使使っているっているっているっている人人人人のののの調調調調査査査査をしましたをしましたをしましたをしました。。。。ほほほほかにもあかにもあかにもあかにもありりりりますがますがますがますが、、、、ここではここではここではここではママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動をををを中中中中心心心心にににに考考考考えたことをおえたことをおえたことをおえたことをお話話話話ししますししますししますしします。。。。 

  市川市川市川市川市市市市でもでもでもでも、、、、ママママイイイイババババッグにッグにッグにッグにつつつついてはいてはいてはいては運運運運動動動動をををを進進進進めてきていますしめてきていますしめてきていますしめてきていますし、、、、おおおお店店店店によってはによってはによってはによっては、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有料有料有料有料にしてにしてにしてにして、、、、なるなるなるなるべべべべくおくおくおくお客客客客ささささんんんんににににママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持ってきてもらうってきてもらうってきてもらうってきてもらう工工工工夫夫夫夫をしていますをしていますをしていますをしています。。。。みみみみんんんんなのなのなのなの家家家家のののの人人人人にににに聞聞聞聞くとくとくとくと、「、「、「、「そのそのそのその店店店店にににに買買買買いいいい物物物物にににに行行行行くくくくときはときはときはときはママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持ってってってっていくようにないくようにないくようにないくようになったったったった」」」」というというというという声声声声がががが多多多多くくくく聞聞聞聞かれましたかれましたかれましたかれました。。。。でもでもでもでも、、、、ココココンンンンビビビビニでニでニでニで買買買買いいいい物物物物をするときにをするときにをするときにをするときにママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを
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持持持持っていくっていくっていくっていく人人人人ははははほほほほととととんんんんどいませどいませどいませどいませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動をををを定着定着定着定着させるたさせるたさせるたさせるためにはめにはめにはめには、、、、もっともっともっともっと多多多多くのくのくのくの店店店店でこのでこのでこのでこの運運運運動動動動にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいかなけれでいかなけれでいかなけれでいかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。少少少少しずしずしずしずつつつつレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを減減減減らしたらしたらしたらしたりりりり、、、、必要必要必要必要以以以以上上上上のののの包装包装包装包装やややや容容容容器器器器などをなくしてなどをなくしてなどをなくしてなどをなくして、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい生生生生活活活活をををを意識意識意識意識していけるといいなしていけるといいなしていけるといいなしていけるといいなああああとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、ぼぼぼぼくもくもくもくもママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持ちちちち歩歩歩歩くようにくようにくようにくように心心心心がけたいとがけたいとがけたいとがけたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 吉吉吉吉田田田田君君君君 

  このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、学学学学校校校校ではではではでは「「「「できることからエできることからエできることからエできることからエココココアップアップアップアップ」」」」をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーのむむむむだだだだをををを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために、、、、天天天天気気気気のよいのよいのよいのよい日日日日はははは教教教教室室室室のののの窓窓窓窓側側側側のののの電電電電気気気気をををを消消消消すなどすなどすなどすなど、、、、むむむむだだだだなななな電電電電気気気気をををを使使使使わないわないわないわないようにしていますようにしていますようにしていますようにしています。。。。またまたまたまた、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから新校新校新校新校舎舎舎舎ができましたがができましたがができましたがができましたが、、、、南南南南側側側側はははは日日日日当当当当たたたたりりりりがよくがよくがよくがよく、、、、暑暑暑暑さがさがさがさが厳厳厳厳しいですしいですしいですしいです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、6 年年年年生生生生はははは、、、、ベベベベランダにランダにランダにランダにツツツツルルルル植植植植物物物物をををを植植植植えてえてえてえて、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ日光日光日光日光ををををさえさえさえさえぎぎぎぎりりりり、、、、エアエアエアエアココココンをンをンをンを使使使使わなくてわなくてわなくてわなくてもももも済済済済むむむむようにようにようにように取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。すすすすぐぐぐぐにうまくいくとはにうまくいくとはにうまくいくとはにうまくいくとは思思思思いいいいませませませませんんんん。。。。たたたただだだだ、、、、できることからできることからできることからできることからややややってみようというってみようというってみようというってみようという気気気気持持持持ちがちがちがちが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。「「「「自分自分自分自分一一一一人人人人ががががががががんばんばんばんばったってったってったってったってむむむむだだだだだだだだ」」」」とかとかとかとか、、、、「「「「めめめめんんんんどうどうどうどうだだだだ」」」」とととと思思思思うううう気気気気持持持持ちをちをちをちを捨捨捨捨てててて、、、、始始始始めてみることめてみることめてみることめてみることがががが大大大大きなきなきなきな一一一一歩歩歩歩ににににつつつつながるとながるとながるとながると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。僕僕僕僕たちエたちエたちエたちエココココアップアップアップアップ委員委員委員委員会会会会はははは、、、、全校全校全校全校のみのみのみのみんんんんなととなととなととなとともにもにもにもに、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつ工工工工夫夫夫夫、、、、努努努努力力力力していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい学学学学校校校校やややや家家家家にしにしにしにしたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 蜂須賀教諭蜂須賀教諭蜂須賀教諭蜂須賀教諭 

  実際実際実際実際のののの活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして、、、、子子子子どもたちからはどもたちからはどもたちからはどもたちからは次次次次のようなのようなのようなのような声声声声がががが聞聞聞聞かれましたかれましたかれましたかれました。「。「。「。「折折折折りりりり紙紙紙紙をををを半半半半分分分分使使使使ったらったらったらったら、、、、以以以以前前前前はははは捨捨捨捨ててててていたがていたがていたがていたが、、、、残残残残りりりり半半半半分分分分はとっておきはとっておきはとっておきはとっておき、、、、ほほほほかのかのかのかの使使使使えそうなえそうなえそうなえそうな紙紙紙紙もももも入入入入れてれてれてれて、、、、メメメメモモモモ用用用用紙紙紙紙にしているにしているにしているにしている。。。。」」」」・・・・「「「「家家家家のののの照照照照明明明明もももも、、、、だだだだれもれもれもれも使使使使っていないっていないっていないっていない部部部部屋屋屋屋ははははこまめにこまめにこまめにこまめに消消消消すようになったすようになったすようになったすようになった。。。。うちのうちのうちのうちの人人人人からはからはからはからは、、、、『『『『人人人人がががが変変変変わったみたいわったみたいわったみたいわったみたい』』』』とととと感感感感心心心心されているされているされているされている。。。。」」」」・・・・「「「「使使使使わないわないわないわない部部部部屋屋屋屋のののの消消消消灯灯灯灯をしをしをしをしているがているがているがているが、、、、おおおお父父父父ささささんやんやんやんや弟弟弟弟ははははややややっていないのでっていないのでっていないのでっていないので、、、、できるようになってできるようになってできるようになってできるようになってほほほほしいしいしいしい。。。。」」」」・・・・「「「「いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、ププププリリリリントがントがントがントが出出出出るようになってるようになってるようになってるようになって、、、、家家家家族族族族全員全員全員全員がががが取取取取りりりり組組組組むむむむようになったようになったようになったようになった。。。。」」」」 

  つつつついいいい先先先先日日日日、、、、5 年年年年生生生生はははは林林林林間間間間学学学学校校校校にににに行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。このときもこのときもこのときもこのときも、「、「、「、「こまめにこまめにこまめにこまめに消消消消灯灯灯灯したしたしたした。。。。」」」」またまたまたまた、、、、「「「「食食食食事事事事やややや容容容容器器器器のののの分分分分別別別別もしっかもしっかもしっかもしっかりりりり行行行行ううううことができたことができたことができたことができた。。。。」」」」ということもということもということもということも聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。またまたまたまた、、、、「「「「飲飲飲飲みみみみ終終終終えたえたえたえた空空空空きききき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をををを家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって回回回回収収収収日日日日にににに出出出出すようになったすようになったすようになったすようになった。。。。」」」」というようというようというようというようなななな声声声声もあもあもあもありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、保保保保護護護護者者者者のののの方方方方々々々々からもからもからもからも好好好好意意意意的的的的なななな評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。そのそのそのそのいいいいくくくくつつつつかをかをかをか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。。。。 

  「「「「親親親親よよよよりりりりもももも子子子子供供供供ののののほほほほうからうからうからうから『『『『電電電電気気気気がもったいないがもったいないがもったいないがもったいないねねねね』』』』とととと、、、、よくよくよくよく消消消消すすすす。。。。遊遊遊遊びにびにびにびに来来来来るるるる友友友友達達達達ももももみみみみんんんんなななな消消消消してくれるしてくれるしてくれるしてくれる。。。。」」」」・・・・「「「「買買買買いいいい物物物物にににに行行行行くときくときくときくときだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、常常常常ににににママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持参参参参するようにするようにするようにするようになったのがなったのがなったのがなったのが一一一一番番番番のののの変変変変化化化化。。。。」」」」・・・・「「「「このこのこのこの冬冬冬冬はははは湯湯湯湯たたたたんんんんぽぽぽぽをををを初初初初めてめてめてめて買買買買ってみたってみたってみたってみた。。。。これがこれがこれがこれが子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに大大大大受受受受けしけしけしけし、、、、2個個個個、、、、3個個個個とととと買買買買いいいい足足足足しししし、、、、必必必必需需需需品品品品となっているとなっているとなっているとなっている。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん中中中中身身身身はははは翌翌翌翌日日日日のののの花花花花のののの水水水水やりやりやりやりにににに再再再再利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。」」」」・・・・「「「「何何何何となくとなくとなくとなく気気気気恥恥恥恥ずかしかったずかしかったずかしかったずかしかった『『『『ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動』』』』にもにもにもにも参加参加参加参加できるできるできるできる自分自分自分自分にににに驚驚驚驚いているいているいているいている。。。。」」」」・・・・「「「「少少少少々々々々面面面面倒倒倒倒でもでもでもでも、、、、なれるとなれるとなれるとなれると不不不不思思思思議議議議、、、、『『『『もったいないもったいないもったいないもったいない』』』』とととと思思思思えるのがえるのがえるのがえるのが笑笑笑笑えるえるえるえる。。。。」」」」・・・・「「「「リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを徹底徹底徹底徹底してしてしてしてやろやろやろやろうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと、、、、資源資源資源資源ごごごごみのみのみのみの置置置置きききき場場場場所所所所にもにもにもにも困困困困るくらいるくらいるくらいるくらい。。。。プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックごごごごみがこみがこみがこみがこんんんんなになになになに多多多多くくくく出出出出るとはるとはるとはるとは思思思思わなかったわなかったわなかったわなかった。。。。」」」」・・・・「「「「習習習習慣慣慣慣化化化化することによってすることによってすることによってすることによって、、、、省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源にににに気気気気ををををつつつつけるようになったけるようになったけるようになったけるようになった。。。。」」」」・・・・「「「「ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別やリやリやリやリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの仕仕仕仕方方方方がががが身身身身ににににつつつつきききき、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる前前前前ににににごごごごみみみみ箱箱箱箱のののの中中中中身身身身をチェックしなくてをチェックしなくてをチェックしなくてをチェックしなくてもよくなってきたもよくなってきたもよくなってきたもよくなってきた。。。。」」」」 このようにこのようにこのようにこのように、、、、みみみみんんんんながながながなが「「「「無無無無理理理理なくなくなくなく」」」」、、、、そしてそしてそしてそして「「「「少少少少しずしずしずしずつつつつ」」」」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中中中中でででで、、、、新新新新しいしいしいしい発発発発
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見見見見ががががうまれうまれうまれうまれ、、、、それがそれがそれがそれが次次次次のののの自分自分自分自分のののの行動行動行動行動にににに結結結結びびびびつつつついていっているのをいていっているのをいていっているのをいていっているのを感感感感じじじじますますますます。。。。「「「「当当当当たたたたりりりり前前前前」」」」ととととかかかか、、、、「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」ををををキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにしながらにしながらにしながらにしながら、、、、私私私私たちたちたちたちひひひひととととりりりり一一一一人人人人がががが、、、、学学学学校校校校、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、職職職職場場場場ななななどでどでどでどでごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量やややや省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、汚染汚染汚染汚染防止防止防止防止などをなどをなどをなどを意識意識意識意識してちしてちしてちしてちょょょょっとずっとずっとずっとずつつつつでもでもでもでも実行実行実行実行していくしていくしていくしていくことがきっとことがきっとことがきっとことがきっと将将将将来来来来役役役役立立立立つつつつものとものとものとものと信信信信じじじじてててて、、、、よよよよりりりり活動活動活動活動をををを充充充充実実実実させていくためにさせていくためにさせていくためにさせていくために、、、、常常常常にににに活動活動活動活動をををを見見見見直直直直していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりががががとうとうとうとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。先先先先生生生生とおとおとおとお二人二人二人二人のののの児童児童児童児童にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、曽谷曽谷曽谷曽谷第第第第六六六六自治会会自治会会自治会会自治会会長長長長、、、、箕輪箕輪箕輪箕輪一一一一男男男男様様様様よよよよりりりり、、、、講演講演講演講演資料資料資料資料のののの 45ペペペページージージージ以降以降以降以降、、、、自治会自治会自治会自治会独独独独自自自自にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参推進推進推進推進運運運運動動動動のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて発発発発表表表表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、箕輪箕輪箕輪箕輪会会会会長長長長、、、、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。。。。 

 箕輪箕輪箕輪箕輪会会会会長長長長 

  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だだだきましたきましたきましたきました、、、、私私私私、、、、市川市市川市市川市市川市曽谷曽谷曽谷曽谷第第第第六六六六自治会自治会自治会自治会のののの箕輪箕輪箕輪箕輪とととと申申申申しますしますしますします。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  私私私私たちがたちがたちがたちが取取取取りりりり組組組組みましたのはみましたのはみましたのはみましたのは、、、、市川市市川市市川市市川市がががが実施実施実施実施するプラスチックするプラスチックするプラスチックするプラスチック容容容容器包装器包装器包装器包装類類類類のののの分分分分別別別別収収収収集集集集ののののモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区自治会自治会自治会自治会にににに指定指定指定指定をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、そのそのそのその活動活動活動活動のののの期間期間期間期間中中中中、、、、ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出されるされるされるされるレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの多多多多さにさにさにさに、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量のののの必要必要必要必要性性性性をををを痛痛痛痛感感感感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。従従従従来来来来、、、、これらのこれらのこれらのこれらの環境環境環境環境対対対対策策策策ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、そのそのそのそのほほほほととととんんんんどがどがどがどが行行行行政政政政にににに依存依存依存依存していたしていたしていたしていた事業事業事業事業ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが、、、、ごごごごみみみみ発発発発生生生生当当当当事者事者事者事者のののの一一一一端端端端であであであでありりりりまままますすすす私私私私たちたちたちたち住住住住民民民民がががが、、、、連連連連帯帯帯帯してこのしてこのしてこのしてこのごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出をををを抑制抑制抑制抑制することによすることによすることによすることによりりりり、、、、そのそのそのその減量減量減量減量効効効効果果果果がががが期待期待期待期待でででできるのではないかとのきるのではないかとのきるのではないかとのきるのではないかとの意識意識意識意識からからからから、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの自治会自治会自治会自治会はははは、、、、日日日日ごろごろごろごろのののの買買買買いいいい物物物物時時時時にににに、、、、簡簡簡簡単単単単にににに利用利用利用利用でででできるきるきるきる買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを自主自主自主自主製作製作製作製作してしてしてして、、、、全世全世全世全世帯帯帯帯ににににママママイイイイババババッグとしてッグとしてッグとしてッグとして配配配配りりりりましてましてましてまして、、、、地地地地元元元元のののの商商商商店店店店会会会会とととと協協協協働働働働してしてしてして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削削削削減減減減にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。以以以以下下下下、、、、そのそのそのその買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの自主自主自主自主製作製作製作製作をををを含含含含めましめましめましめましてててて、、、、そのそのそのその運運運運動動動動のののの推進経推進経推進経推進経緯緯緯緯ににににつつつつきましてきましてきましてきまして振振振振りりりり返返返返ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私たちのたちのたちのたちの活動活動活動活動のののの地域地域地域地域としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、松松松松戸戸戸戸市市市市にににに隣隣隣隣接接接接しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、曽谷曽谷曽谷曽谷地地地地区区区区とととと申申申申しますしますしますしますのはのはのはのは、、、、1丁丁丁丁目目目目からからからから 8丁丁丁丁目目目目までまでまでまでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、合合合合わせますとわせますとわせますとわせますと 5,700世世世世帯帯帯帯余余余余りりりり。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、私私私私たたたたちのちのちのちの自治会自治会自治会自治会はははは、、、、曽谷曽谷曽谷曽谷のののの中中中中でででで 6 番番番番目目目目にににに誕誕誕誕生生生生したしたしたした自治会自治会自治会自治会でででで第第第第六六六六自治会自治会自治会自治会とととと称称称称しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。世世世世帯帯帯帯数数数数はははは、、、、1,350世世世世帯帯帯帯。。。。曽谷曽谷曽谷曽谷地地地地区区区区のののの中中中中ではではではでは最最最最もももも大大大大きいきいきいきい自治会自治会自治会自治会にににに属属属属しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような特特特特性性性性からからからから、、、、今今今今回回回回のののの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参運参運参運参運動動動動にににに会会会会員全員全員全員全体体体体としてとしてとしてとして、、、、連連連連帯帯帯帯としてとしてとしてとして行動行動行動行動することができたのかすることができたのかすることができたのかすることができたのかとととと思思思思いいいいますますますます。。。。場場場場所所所所はははは、、、、このグこのグこのグこのグリリリリーンーンーンーンでででで図図図図示示示示しておしておしておしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが松松松松戸戸戸戸市市市市になになになになりりりりますますますます。。。。そこにそこにそこにそこに接接接接しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、大体私大体私大体私大体私たちのたちのたちのたちの住住住住んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます地域地域地域地域としましてはこのとしましてはこのとしましてはこのとしましてはこの辺辺辺辺にににに当当当当たたたたりりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに取取取取りりりり組組組組みのきっかけであみのきっかけであみのきっかけであみのきっかけでありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、実実実実はははは、、、、市川市市川市市川市市川市はははは容容容容器包装器包装器包装器包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの平平平平成成成成 12 年年年年 4 月月月月完完完完全全全全実施実施実施実施にににに対応対応対応対応していくためしていくためしていくためしていくため、、、、平平平平成成成成 13 年年年年のののの 10 月月月月からからからから、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製容容容容器器器器包装包装包装包装類類類類のののの回回回回収収収収モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業のののの実施実施実施実施をををを計画計画計画計画しておしておしておしておりりりりましたましたましたました。。。。私私私私たちたちたちたち自治会自治会自治会自治会はははは、、、、市市市市にににに協力協力協力協力するするするする中中中中でででで、、、、プラプラプラプラスチックスチックスチックスチック製製製製のののの容容容容器包装器包装器包装器包装類類類類、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のあまのあまのあまのあまりりりりのののの多多多多さにさにさにさに、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量のののの必要必要必要必要性性性性をををを痛痛痛痛感感感感しししし、、、、自主的自主的自主的自主的ななななレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削削削削減減減減にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことをことをことをことを平平平平成成成成 14 年年年年のののの 4 月自治会月自治会月自治会月自治会常常常常任任任任理理理理事会事会事会事会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして決決決決定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。またまたまたまた、、、、市川市市川市市川市市川市はははは、、、、平平平平成成成成 13 年年年年 10 月月月月からからからから、、、、ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制のののの意識意識意識意識啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして「「「「買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参運参運参運参運動動動動」」」」をををを別別別別ののののモデモデモデモデルルルル地地地地区区区区でででで既既既既にににに始始始始めていましたのでめていましたのでめていましたのでめていましたので、、、、私私私私たちたちたちたちはははは、、、、自主的自主的自主的自主的にににに参加参加参加参加することをすることをすることをすることを決決決決めめめめ、、、、市市市市ににににモモモモニターとしてのニターとしてのニターとしてのニターとしての参加参加参加参加をををを申申申申しししし出出出出ましたましたましたました。。。。 
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平平平平成成成成 14 年年年年のののの 4 月月月月総総総総会会会会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、環境環境環境環境美美美美化化化化問問問問題題題題をををを大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママとしてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげておておておておりりりりましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境対対対対策策策策事業費事業費事業費事業費としてとしてとしてとして、、、、100万万万万円円円円のののの予予予予算算算算をををを計上計上計上計上しししし、、、、承承承承認認認認をををを得得得得ることがでることがでることがでることができましたきましたきましたきました。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの条件条件条件条件としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋はははは会会会会員員員員のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに適適適適ししししたものであるこたものであるこたものであるこたものであることととと、、、、そしてそしてそしてそして、、、、費用費用費用費用はははは予予予予算算算算内内内内でででで全全全全会会会会員員員員にににに配配配配ることなどることなどることなどることなどででででしたしたしたした。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの自主自主自主自主製作製作製作製作にににに入入入入るわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、ここにここにここにここに示示示示すものはすものはすものはすものは、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが今今今今使使使使っておっておっておっておりりりりますますますます買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの完完完完成成成成品品品品であであであでありりりりますますますます。。。。自主自主自主自主制作制作制作制作するするするする前前前前にににに、、、、既製品既製品既製品既製品のののの検検検検討討討討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。。。。会会会会員員員員のニーズにのニーズにのニーズにのニーズにママママッチしたもッチしたもッチしたもッチしたものがあるかということでのがあるかということでのがあるかということでのがあるかということで、、、、都内都内都内都内ののののデデデデパートパートパートパートやややや専専専専門門門門店店店店、、、、更更更更ににににはははは問問問問屋屋屋屋街街街街にもにもにもにも足足足足をををを運運運運びびびび、、、、いくいくいくいくつつつつかのサンプルをかのサンプルをかのサンプルをかのサンプルを購購購購入入入入してしてしてして、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな角角角角度度度度からからからから比比比比較較較較検検検検討討討討をををを加加加加ええええましたましたましたました。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも「「「「帯帯帯帯にににに短短短短しししし、、、、たすきにたすきにたすきにたすきに長長長長しししし」」」」のののの例例例例えどおえどおえどおえどおりりりり、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか思思思思うようなものがうようなものがうようなものがうようなものが見見見見つつつつかかかかりりりりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。問問問問屋屋屋屋にににに大大大大まかなまかなまかなまかな希希希希望望望望をををを伝伝伝伝えてえてえてえて尋尋尋尋ねねねねてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、べべべべららららぼぼぼぼうなうなうなうな数量数量数量数量やややや、、、、法外法外法外法外なななな値段値段値段値段をををを示示示示されされされされ、、、、到到到到底底底底市市市市販品販品販品販品ではではではでは不不不不可能可能可能可能だだだだということをということをということをということを悟悟悟悟りりりりましたましたましたました。。。。 

  ななななんんんんとかとかとかとか実現実現実現実現させさせさせさせたいとたいとたいとたいと探探探探しているうちにしているうちにしているうちにしているうちに、、、、幸幸幸幸いにいにいにいにもももも、、、、地地地地元元元元にににに袋袋袋袋もののもののもののものの製製製製造造造造メメメメーカーーカーーカーーカーののののあることがあることがあることがあることが分分分分かかかかりりりりましたましたましたました。。。。早早早早速速速速そちらにそちらにそちらにそちらに事事事事情情情情をををを話話話話しましたとこしましたとこしましたとこしましたところろろろ、、、、快快快快諾諾諾諾をををを得得得得ていたていたていたていただだだだきまきまきまきまししししたのでたのでたのでたので、、、、そのそのそのその時時時時点点点点でででで私私私私たちはたちはたちはたちは買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの自主自主自主自主製作製作製作製作をををを決断決断決断決断いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

  買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの検検検検討討討討およびそのおよびそのおよびそのおよびその試試試試作作作作であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの形形形形状状状状、、、、構構構構造造造造、、、、材材材材質質質質、、、、寸寸寸寸法法法法からからからから、、、、機機機機能能能能性性性性などになどになどになどにつつつつきききき、、、、市市市市販品販品販品販品のサンプルをのサンプルをのサンプルをのサンプルを参考参考参考参考にににに意見意見意見意見をををを交交交交わしましたわしましたわしましたわしました。。。。検検検検討討討討委員委員委員委員会会会会ののののメメメメンンンンババババーはーはーはーは、、、、20代代代代からからからから 60代代代代までのまでのまでのまでの 12人人人人におにおにおに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、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな角角角角度度度度からからからから検検検検討討討討いたしましいたしましいたしましいたしましたがたがたがたが、、、、若若若若いいいい方方方方々々々々ははははややややははははりデりデりデりデザザザザインにインにインにインに凝凝凝凝りりりり、、、、反反反反面面面面、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方はははは、、、、シンプルさをシンプルさをシンプルさをシンプルさを求求求求めるようめるようめるようめるようなななな内容内容内容内容であであであでありりりりましたましたましたました。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中からからからから、、、、試試試試作品作品作品作品のののの検検検検討討討討、、、、修修修修正正正正をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、構構構構造造造造、、、、材材材材質質質質、、、、色色色色等等等等にもにもにもにも及及及及んだんだんだんだ苦苦苦苦労労労労のののの末末末末、、、、ややややっとっとっとっと小小小小じじじじゃゃゃゃれたれたれたれた完完完完成成成成品品品品がががが予予予予算算算算内内内内でででで実現実現実現実現しましたしましたしましたしました。。。。ここにここにここにここに持持持持っっっってきててきててきててきてあああありりりりますがますがますがますが、、、、構構構構造造造造ににににつつつついていていていてはははは後後後後ほほほほどどどど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いますいますいますいます。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろままままだだだだパテパテパテパテントはントはントはントは取取取取っておっておっておっておりりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、ごごごご希希希希望望望望されれされれされれされればばばば、、、、いいいいつつつつでもでもでもでも同同同同じじじじものをものをものをものをつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだくのくのくのくのもももも可能可能可能可能ででででごごごございますざいますざいますざいますのでのでのでので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  15 年年年年のののの 5 月月月月にににに、、、、メメメメーカーよーカーよーカーよーカーよりりりり納納納納入入入入されましたされましたされましたされました自主自主自主自主製作製作製作製作ののののママママイイイイババババッグはッグはッグはッグは全世全世全世全世帯帯帯帯にににに配配配配りりりりましましましましてててて、、、、自治会自治会自治会自治会挙挙挙挙げげげげてのてのてのてのママママイイイイババババッグッグッグッグ持持持持参運参運参運参運動動動動がスタートしたわけですがスタートしたわけですがスタートしたわけですがスタートしたわけです。。。。またまたまたまた、、、、平平平平成成成成 15 年年年年 10 月月月月にはにはにはには、、、、市市市市のののの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参運参運参運参運動推進事業動推進事業動推進事業動推進事業にににに、、、、地地地地元元元元商商商商店店店店会会会会とととと協力協力協力協力してしてしてして、、、、モモモモニターとしてニターとしてニターとしてニターとして 16 年年年年のののの
3 月月月月までまでまでまで 6 カカカカ月月月月間間間間参加参加参加参加することになすることになすることになすることになりりりりましたましたましたました。。。。なおなおなおなお、、、、モモモモニターとはニターとはニターとはニターとは、、、、あらかあらかあらかあらかじじじじめめめめ市市市市にににに協力協力協力協力ししししたたたた商商商商店店店店等等等等でででで買買買買いいいい物物物物をするときにをするときにをするときにをするときに、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを断断断断ってってってって、、、、用用用用意意意意したスタンプカーしたスタンプカーしたスタンプカーしたスタンプカードドドド、、、、右右右右側側側側ののののほほほほううううにににに「「「「エエエエココココカーカーカーカードドドド」」」」とあとあとあとありりりりますがますがますがますが、、、、名名名名刺刺刺刺大大大大のののの大大大大きさできさできさできさで、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、1回回回回買買買買いいいい物物物物をするをするをするをするごごごごとにスタとにスタとにスタとにスタンプをンプをンプをンプを商商商商店店店店ののののほほほほうからいたうからいたうからいたうからいただだだだくわけですくわけですくわけですくわけです。。。。スタンプのスタンプのスタンプのスタンプの押押押押しししし切切切切ったエったエったエったエココココカーカーカーカードドドドをををを市市市市のののの指定指定指定指定店店店店ででででごごごごみみみみ袋袋袋袋とととと交交交交換換換換できるシステムになっておできるシステムになっておできるシステムになっておできるシステムになっておりりりりましたましたましたました。。。。このこのこのこの運運運運動動動動としてとしてとしてとして繰繰繰繰りりりり返返返返していたわけしていたわけしていたわけしていたわけですですですです。。。。 

  このときにこのときにこのときにこのときに私私私私たちがたちがたちがたちがつつつつくくくくりりりりましたましたましたましたママママイイイイババババッグがッグがッグがッグが有効有効有効有効にににに働働働働いてくれたということになったいてくれたということになったいてくれたということになったいてくれたということになったわけですわけですわけですわけです。。。。またまたまたまた、、、、今今今今回回回回のこののこののこののこの活動活動活動活動のののの効効効効果果果果とととと課課課課題題題題ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが、、、、まずまずまずまず効効効効果果果果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、、、、①①①①ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量、、、、発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制にににに対対対対するするするする会会会会員員員員のののの意識意識意識意識がががが非非非非常常常常にににに高高高高ままままりりりりましたましたましたました。。。。②②②②買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参運参運参運参運動動動動をををを通通通通してしてしてして、、、、地域地域地域地域ののののココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションがーションがーションがーションが高高高高まってまいまってまいまってまいまってまいりりりりましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、③③③③としてとしてとしてとして、、、、自治自治自治自治会会会会活動活動活動活動のテーのテーのテーのテーママママであるであるであるである、、、、環境環境環境環境美美美美化化化化問問問問題題題題にににに関関関関心心心心をををを持持持持つつつつ人人人人がががが大大大大変増変増変増変増えてまいえてまいえてまいえてまいりりりりましたましたましたました。。。。④④④④地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化がこのことによってがこのことによってがこのことによってがこのことによって期待期待期待期待できるわけでできるわけでできるわけでできるわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、⑤⑤⑤⑤市市市市ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量施施施施策策策策ににににもももも貢献貢献貢献貢献ができたとができたとができたとができたと思思思思いいいいましたましたましたました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、⑥⑥⑥⑥このこのこのこの運運運運動動動動のののの輪輪輪輪をををを拡大拡大拡大拡大することにすることにすることにすることにつつつつながるのでながるのでながるのでながるのではないかとはないかとはないかとはないかと大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待をををを持持持持ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。 

  次次次次にににに課課課課題題題題としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ややややははははりりりり同同同同じじじじことをことをことをことを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち①①①①長長長長期期期期にわたるにわたるにわたるにわたる運運運運動動動動のののの継継継継
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続続続続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。。。。②②②②レレレレジジジジ袋袋袋袋以以以以外外外外ののののごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量ににににつつつつななななぐぐぐぐことができるかことができるかことができるかことができるかななななどどどどがががが挙挙挙挙げげげげられられられられますますますます。。。。 

  先先先先ほほほほどのどのどのどの効効効効果果果果のののの点点点点であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、現現現現在在在在私私私私たちのたちのたちのたちの自治会以自治会以自治会以自治会以外外外外にににに、、、、同同同同じじじじ市内市内市内市内のののの 2 つつつつのののの自治会自治会自治会自治会よよよよりりりり、、、、実実実実はははは、、、、問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、既既既既にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれのれのれのれの自治会自治会自治会自治会もももも自主的自主的自主的自主的にににに製作製作製作製作されたされたされたされた買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを現現現現在在在在持持持持参参参参してしてしてして、、、、私私私私たちとたちとたちとたちと同同同同じじじじ活動活動活動活動をしてくれておをしてくれておをしてくれておをしてくれておりりりりますますますます。。。。大大大大変変変変私私私私たちにはたちにはたちにはたちには勇勇勇勇気気気気づづづづけられておけられておけられておけられておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに、、、、アンアンアンアンケケケケートのートのートのートの実施実施実施実施のののの中中中中身身身身ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、モモモモニターニターニターニター数数数数としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、1,343人人人人、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち有効有効有効有効回回回回答数答数答数答数がががが 686 人人人人、、、、女女女女性性性性がががが 634 人人人人、、、、男男男男性性性性がががが 49 人人人人、、、、無無無無回回回回答答答答がががが 3 人人人人ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。回回回回答答答答率率率率といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、51.1％％％％にににに当当当当たたたたりりりりますますますます。。。。次次次次にににに、、、、年年年年齢齢齢齢構成構成構成構成であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、一一一一番比番比番比番比率率率率のののの高高高高いのがいのがいのがいのが 60歳歳歳歳以以以以上上上上、、、、290人人人人でででで 42％％％％、、、、そのそのそのその次次次次にににに 50代代代代のののの 205人人人人、、、、30％％％％、、、、それからそれからそれからそれから 40代代代代のののの 110人人人人、、、、16％％％％、、、、このようなこのようなこのようなこのような順順順順になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、次次次次にににに、、、、主主主主にににに買買買買いいいい物物物物をするをするをするをする店店店店であであであでありりりりまままますがすがすがすが、、、、ややややははははりりりり一一一一番番番番多多多多いのがスーパーいのがスーパーいのがスーパーいのがスーパー、、、、これがこれがこれがこれが 596 人人人人、、、、それからそれからそれからそれから小小小小売売売売店店店店 379 人人人人、、、、次次次次ににににココココンンンンビビビビニニニニ、、、、そのそのそのそのほほほほかというかというかというかという順順順順になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに、、、、1週週週週間間間間のののの買買買買いいいい物物物物のののの回回回回数数数数であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、まずまずまずまず、、、、一一一一番番番番多多多多いいいい順順順順からからからから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、、、、週週週週にににに二二二二、、、、三回三回三回三回、、、、これがこれがこれがこれが 325人人人人でででで 47％％％％、、、、それからそれからそれからそれから毎毎毎毎日買日買日買日買いいいい物物物物にににに行行行行かれるというかれるというかれるというかれるという方方方方がががが 305人人人人のののの 44％％％％などであなどであなどであなどでありりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、モモモモニターになるニターになるニターになるニターになる前前前前のののの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参のののの度合度合度合度合いであいであいであいでありりりりますがますがますがますが、、、、「「「「持持持持参参参参していなしていなしていなしていないいいい」」」」、、、、388人人人人、、、、割割割割合合合合にしますとにしますとにしますとにしますと 57％％％％。「。「。「。「時時時時々々々々持持持持参参参参していたしていたしていたしていた」」」」がががが 161人人人人でででで 23％％％％、、、、それそれそれそれからからからから、「、「、「、「既既既既にもうにもうにもうにもう持持持持参参参参していたしていたしていたしていた」」」」というというというという人人人人がががが 134人人人人のののの 20％％％％などであなどであなどであなどでありりりりますますますます。。。。買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参のののの理理理理由由由由であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、一一一一番番番番多多多多くくくく挙挙挙挙げげげげられたのがられたのがられたのがられたのが、「、「、「、「レレレレジジジジ袋袋袋袋がたまってしまうからがたまってしまうからがたまってしまうからがたまってしまうから」」」」というというというという人人人人がががが
149名名名名のののの 51％％％％であであであでありりりりますますますます。。。。次次次次にににに、「、「、「、「環境環境環境環境をををを考考考考えてえてえてえて、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量のためになるのためになるのためになるのためになるんだんだんだんだ」」」」というというというという人人人人がががが
144名名名名のののの 49％％％％。。。。こういうとここういうとここういうとここういうところろろろがががが割割割割合合合合のののの高高高高いとこいとこいとこいところろろろであであであでありりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参しないしないしないしない理理理理由由由由のののの中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの 4 番番番番でででで「「「「持持持持参参参参していないしていないしていないしていない」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方のののの内内内内訳訳訳訳であであであでありりりりますがますがますがますが、「、「、「、「習習習習慣慣慣慣にににになっていないからなっていないからなっていないからなっていないから」」」」がががが 188人人人人のののの 48％％％％、、、、それからそれからそれからそれから「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををほほほほかでかでかでかで利用利用利用利用するためするためするためするため必要必要必要必要だだだだからからからから」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 157名名名名のののの 40％％％％などであなどであなどであなどでありりりりますますますます。。。。モモモモニターにニターにニターにニターになってなってなってなって買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参するようになするようになするようになするようになりりりりましたかというましたかというましたかというましたかという問問問問ににににつつつつきましてきましてきましてきまして尋尋尋尋ねねねねましたとこましたとこましたとこましたところろろろ、、、、ややややははははりりりり数字数字数字数字としてとしてとしてとして一一一一番高番高番高番高いのはいのはいのはいのは、「、「、「、「持持持持参参参参していないしていないしていないしていない」」」」がががが 177名名名名、、、、割割割割合合合合にしましてにしましてにしましてにしまして 46％％％％、、、、しかしかしかしかしししし、「、「、「、「時時時時々々々々持持持持参参参参しているしているしているしている」、」、」、」、156 人人人人、、、、40％％％％、「、「、「、「持持持持参参参参しているしているしているしている」、」、」、」、44 人人人人のののの 11％％％％。。。。これらをこれらをこれらをこれら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、、、、持持持持参参参参していないしていないしていないしていない 388人人人人中中中中 200人人人人、、、、割割割割合合合合にしましてにしましてにしましてにしまして 51％％％％のののの人人人人がががが持持持持参参参参するようになっするようになっするようになっするようになったとたとたとたと変変変変わってまいわってまいわってまいわってまいりりりりましたましたましたました。。。。 

  今今今今回回回回のこののこののこののこの運運運運動動動動にににに参加参加参加参加したしたしたした感感感感想想想想であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題にににに関関関関心心心心がががが深深深深まったというまったというまったというまったという人人人人がががが 292人人人人のののの 43％％％％。。。。次次次次にににに、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参することにすることにすることにすることに抵抗抵抗抵抗抵抗がなくなったというがなくなったというがなくなったというがなくなったという方方方方がががが 189人人人人でででで 28％％％％ななななどであどであどであどでありりりりましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、「「「「モモモモニターニターニターニター期間期間期間期間がががが終終終終了了了了後後後後もももも買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参しますかしますかしますかしますか」」」」ととととのののの問問問問にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、「、「、「、「このままこのままこのままこのまま継継継継続続続続したいしたいしたいしたい」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 299人人人人のののの 44％％％％、、、、「「「「気気気気ががががつつつついたときにいたときにいたときにいたときに持持持持参参参参したいしたいしたいしたい」」」」人人人人がががが 294人人人人のののの 43％％％％。。。。これをこれをこれをこれを合合合合わせますとわせますとわせますとわせますと 87％％％％になになになになりりりり、、、、継継継継続続続続使使使使用用用用のののの意意意意思思思思表示表示表示表示というというというということになるわけですことになるわけですことになるわけですことになるわけです。。。。 

  配布配布配布配布したしたしたした買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋ににににつつつついていていていて尋尋尋尋ねねねねてみましたてみましたてみましたてみました。。。。大大大大きさにきさにきさにきさにつつつついてはいてはいてはいては、、、、「「「「ちちちちょょょょうどよいうどよいうどよいうどよい」」」」がががが 406人人人人でででで 59％％％％、、、、「「「「小小小小さい・さい・さい・さい・大大大大きいきいきいきい」」」」がそれにがそれにがそれにがそれに続続続続いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。次次次次にににに、、、、ひひひひものものものもの長長長長ささささににににつつつついてはいてはいてはいては「「「「ちちちちょょょょうどよいうどよいうどよいうどよい」」」」378 人人人人、、、、55％％％％。「。「。「。「長長長長い・い・い・い・短短短短いいいい」」」」がががが続続続続いていていていておおおおりりりりますがますがますがますが、、、、今今今今回回回回のののの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの評評評評価価価価ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、会会会会員員員員のののの皆皆皆皆様様様様からはからはからはからはおおおおおおおおむねむねむねむね評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただだだだいたといたといたといたと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。次次次次にににに、、、、おおおお店店店店ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの提提提提供供供供ににににつつつついてであいてであいてであいてでありりりりますがますがますがますが、「、「、「、「減減減減らしてらしてらしてらして他他他他のサーのサーのサーのサービビビビスをスをスをスを充充充充実実実実するするするする」」」」、、、、210人人人人、、、、31％％％％、、、、それからそれからそれからそれから「「「「ごごごごみみみみ減量減量減量減量のためにのためにのためにのために控控控控えるえるえるえるべべべべききききだだだだ」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 196人人人人、、、、29％％％％、、、、「「「「便便便便利利利利なのでなのでなのでなので今今今今のののの
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ままでよいままでよいままでよいままでよい」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 183人人人人のののの 28％％％％ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。「。「。「。「レレレレジジジジ袋袋袋袋がががが有料化有料化有料化有料化されたされたされたされた後後後後にどのにどのにどのにどのようにされますかようにされますかようにされますかようにされますか」」」」というというというという問問問問いにいにいにいにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、「、「、「、「買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参しししし、、、、有料有料有料有料ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋はははは買買買買わわわわないないないない」、」、」、」、そのようにそのようにそのようにそのように答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 324人人人人のののの 47％％％％、、、、そしてそしてそしてそして「「「「買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを持持持持参参参参するするするするつつつつももももりだりだりだりだがががが、、、、時時時時々々々々はははは有料有料有料有料ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを買買買買うううう」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 299名名名名のののの 44％％％％ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。反反反反面面面面、「、「、「、「買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋はははは持持持持参参参参できないのでできないのでできないのでできないので、、、、有料有料有料有料ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを買買買買うううう」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 21人人人人のののの 3％％％％、、、、これはこれはこれはこれは買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを利用利用利用利用しないしないしないしないんだんだんだんだというというというという意意意意思思思思のあらわれかとのあらわれかとのあらわれかとのあらわれかと私私私私たちはたちはたちはたちは受受受受けとめておけとめておけとめておけとめておりりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上がアンがアンがアンがアンケケケケートのートのートのートの結結結結果果果果ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの運運運運動動動動ににににつつつつきましてきましてきましてきましてはははは現現現現在在在在もももも継継継継続続続続しておしておしておしておりりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりりり先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたとおましたとおましたとおましたとおりりりり、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの自治会自治会自治会自治会だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、幅幅幅幅広広広広くこのくこのくこのくこの運運運運動動動動をををを広広広広げげげげるのがるのがるのがるのが私私私私たちのたちのたちのたちの当面当面当面当面のののの役割役割役割役割ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  最最最最後後後後になになになになりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、このこのこのこの袋袋袋袋のののの構構構構造造造造をちをちをちをちょょょょっとっとっとっとごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、実実実実はははは、、、、このこのこのこの袋袋袋袋のののの最最最最もももも特特特特徴徴徴徴的的的的なとこなとこなとこなところろろろとととと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、このこのこのこの袋袋袋袋のののの容容容容量量量量がががが 2 段階段階段階段階にににに分分分分かれているとかれているとかれているとかれているとこここころろろろににににごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今はははは容容容容量量量量がががが大大大大きいきいきいきい大大大大きさになっておきさになっておきさになっておきさになっておりりりりますがますがますがますが、、、、これをこれをこれをこれを必要必要必要必要にににに応応応応じじじじてててて裏裏裏裏側側側側にににに折折折折りりりり曲曲曲曲げげげげられるられるられるられるんんんんですですですです。。。。そそそそうしますとうしますとうしますとうしますと、、、、さっきとはさっきとはさっきとはさっきとは大分大分大分大分様子様子様子様子がががが違違違違いましていましていましていまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは通通通通勤勤勤勤にもにもにもにも一一一一緒緒緒緒にににに兼兼兼兼用用用用のののの袋袋袋袋としとしとしとしてててて利用利用利用利用していたしていたしていたしていただだだだくことができることにあくことができることにあくことができることにあくことができることにありりりりますますますます。。。。大大大大きさなきさなきさなきさなどはどはどはどは、、、、一一一一般般般般のののの買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋もももも参考参考参考参考にいたしましたがにいたしましたがにいたしましたがにいたしましたが、、、、私私私私たちからたちからたちからたちから言言言言いますといますといますといますと、、、、買買買買いいいい物物物物だだだだけをけをけをけを考考考考えれえれえれえればばばばいいのかもわかいいのかもわかいいのかもわかいいのかもわかりりりりませませませませんんんんがががが、、、、ちちちちょょょょっとよそっとよそっとよそっとよそ行行行行ききききにあのにあのにあのにあの袋袋袋袋をををを持持持持参参参参するとなるとするとなるとするとなるとするとなると、、、、ややややははははりりりり若若若若いいいい人人人人たちにはちたちにはちたちにはちたちにはちょょょょっとっとっとっと抵抗抵抗抵抗抵抗があるがあるがあるがある。。。。そのようなそのようなそのようなそのような話話話話がががが出出出出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、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、当面当面当面当面現現現現在在在在のこのスタイルでのこのスタイルでのこのスタイルでのこのスタイルで継継継継続続続続してしてしてして行行行行きますがきますがきますがきますが、、、、更更更更にににに研究研究研究研究をををを重重重重ねねねね、、、、機機機機会会会会をををを見見見見てててて新新新新たなたなたなたな買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋をををを作作作作りりりりたいたいたいたい。。。。このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておえておえておえておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうかどうかどうかどうか皆皆皆皆様様様様ももももごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜れれれればばばばとととと思思思思ってってってっておおおおりりりりますますますます。。。。 

  これでこれでこれでこれで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりががががとうとうとうとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。箕輪箕輪箕輪箕輪会会会会長長長長にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介のののの最最最最後後後後ででででごごごございますざいますざいますざいます、、、、川川川川崎崎崎崎ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会代表代表代表代表、、、、飯田飯田飯田飯田和和和和子子子子様様様様よよよよりりりり、、、、講演講演講演講演資料資料資料資料 53 ペペペページージージージ以降以降以降以降、、、、「「「「地域地域地域地域からからからから発発発発信信信信するするするする市民市民市民市民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」」」」ににににつつつついいいいてててて発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきますきますきますきます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、飯田様飯田様飯田様飯田様、、、、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。。。。 

 飯田飯田飯田飯田代表代表代表代表 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。市川市市川市市川市市川市のののの皆皆皆皆様様様様、、、、それからそれからそれからそれから国連国連国連国連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皆皆皆皆様様様様、、、、このようなこのようなこのようなこのような機機機機会会会会をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして心心心心からからからから感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。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ておっておっておっておりりりりますますますます。。。。只只只只今今今今、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市のののの方方方方のののの立立立立派派派派なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、それからそれからそれからそれから町町町町内会内会内会内会のののの取取取取りりりり組組組組みなどみなどみなどみなど聞聞聞聞かせかせかせかせていたていたていたていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに地地地地道道道道にににに市川市市川市市川市市川市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向向向向かっていらっしかっていらっしかっていらっしかっていらっしゃゃゃゃることをることをることをることをよくよくよくよく説説説説明明明明していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、頑頑頑頑張張張張ってくってくってくってくだだだださっているさっているさっているさっているののののだだだだなとなとなとなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの活活活活動動動動がががが皆皆皆皆様様様様にどれにどれにどれにどれだだだだけけけけ参考参考参考参考になるのかわかになるのかわかになるのかわかになるのかわかりりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ききききょょょょうはおうはおうはおうはお話話話話をををを聞聞聞聞いてくいてくいてくいてくだだだだささささいいいい。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  「「「「地域地域地域地域からからからから発発発発信信信信するするするする市民市民市民市民のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション」」」」というというというという題題題題名名名名ををををつつつつけましたけましたけましたけました。。。。ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションというのはョンというのはョンというのはョンというのは、、、、気気気気体体体体やややや固体固体固体固体ののののごごごごみをゼロにするというみをゼロにするというみをゼロにするというみをゼロにするという大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな取取取取りりりり組組組組みでみでみでみですすすす。。。。まあまあまあまあ、、、、そそそそんんんんなことはなかなかできないけれどもなことはなかなかできないけれどもなことはなかなかできないけれどもなことはなかなかできないけれども、、、、1つつつつのののの市民市民市民市民のののの気気気気構構構構えとえとえとえと思思思思ってくってくってくってくだだだだされされされさればばばばいいのかいいのかいいのかいいのかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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  川川川川崎崎崎崎市市市市においてにおいてにおいてにおいて、、、、昨昨昨昨年年年年秋秋秋秋、、、、ゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを開催開催開催開催いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました折折折折にににに、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市はははは資源資源資源資源再生工再生工再生工再生工場場場場があるがあるがあるがある関係関係関係関係からからからから、、、、市内市内市内市内でででで地域地域地域地域のののの資源資源資源資源循環循環循環循環ができているというができているというができているというができているという、、、、大大大大変変変変特特特特異異異異なななな場場場場所所所所ででででごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。市民市民市民市民のののの立立立立場場場場からからからから私私私私もももも報告報告報告報告ししししましたがましたがましたがましたが、、、、ききききょょょょうのうのうのうのごごごご推推推推薦薦薦薦になったになったになったになった次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  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、、、、1つつつつのののの産業産業産業産業のののの中中中中ででででごごごごみになっていたものがみになっていたものがみになっていたものがみになっていたものが、、、、次次次次のののの産業産業産業産業ではそれがではそれがではそれがではそれが原原原原料料料料になっていくになっていくになっていくになっていく、、、、そうすれそうすれそうすれそうすればばばば社会社会社会社会のののの中中中中でででで終終終終極的極的極的極的にはにはにはにはごごごごみのないみのないみのないみのない社会社会社会社会にににになるわけでなるわけでなるわけでなるわけで、、、、社会社会社会社会のあのあのあのありりりり方方方方というものをというものをというものをというものを示示示示唆唆唆唆するものとしてするものとしてするものとしてするものとして、、、、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というのゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションという考考考考えにえにえにえに大大大大変共変共変共変共感感感感しているしているしているしている者者者者ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     これはこれはこれはこれは自自自自然然然然のののの中中中中ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生物生物生物生物がががが網網網網のののの目目目目のようにのようにのようにのようにつつつつながながながながりりりり合合合合ってってってって、、、、そのそのそのその 1つつつつ 1 つつつつのののの生物生物生物生物すすすすべべべべてがてがてがてが存在存在存在存在をををを必要必要必要必要としていてとしていてとしていてとしていて、、、、それがそれがそれがそれが 1 つつつつなくなってもなくなってもなくなってもなくなっても生生生生態系態系態系態系にににに影響影響影響影響があがあがあがあるるるる。。。。このようなこのようなこのようなこのような世世世世界界界界であるわけですであるわけですであるわけですであるわけです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、イギイギイギイギリリリリスのスのスのスのリリリリッチッチッチッチモモモモンンンンドドドドパークパークパークパークのスナップのスナップのスナップのスナップ写真写真写真写真ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、何何何何かのかのかのかの理理理理由由由由でででで、、、、大大大大木木木木がががが伐伐伐伐採採採採されされされされ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは枯枯枯枯れたのかもしれませれたのかもしれませれたのかもしれませれたのかもしれませんんんん、、、、それがそのままそれがそのままそれがそのままそれがそのまま自自自自然然然然にににに置置置置かれていまかれていまかれていまかれていましたしたしたした。。。。それはそれはそれはそれは何何何何年年年年後後後後かにかにかにかに消消消消ええええてなくなるてなくなるてなくなるてなくなるののののでしでしでしでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、自自自自然然然然のののの力力力力というかというかというかというか、、、、そういそういそういそういうものをとてもうものをとてもうものをとてもうものをとても強強強強くくくく感感感感じじじじるものでるものでるものでるものでごごごございましたのでざいましたのでざいましたのでざいましたので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと写写写写してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。     自自自自然然然然のののの中中中中にはもともとにはもともとにはもともとにはもともと廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物というものはというものはというものはというものは存在存在存在存在しませしませしませしませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。逆逆逆逆をををを言言言言ええええばばばば、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ととととはははは、、、、人人人人間間間間がががが生生生生みみみみ出出出出したものであるというのがしたものであるというのがしたものであるというのがしたものであるというのが、、、、京都大学京都大学京都大学京都大学のののの高高高高月月月月紘紘紘紘先先先先生生生生のののの漫漫漫漫画画画画にかかれておにかかれておにかかれておにかかれておりりりりますがますがますがますが、、、、このこのこのこの 1 つつつつのののの漫漫漫漫画画画画のののの中中中中にににに、、、、私私私私たちのゼロエミッションのたちのゼロエミッションのたちのゼロエミッションのたちのゼロエミッションの目指目指目指目指すもののすもののすもののすものの原原原原点点点点、、、、自自自自然然然然界界界界にににに学学学学ぶぶぶぶ、、、、自自自自然然然然ををををモデモデモデモデルにしたというルにしたというルにしたというルにしたという三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話ががががごごごございましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれども、、、、こういうこういうこういうこういうものをものをものをものを私私私私たちはたちはたちはたちは模模模模範範範範にしているということをにしているということをにしているということをにしているというこ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したいましたいましたいました。。。。 

  現現現現代代代代のののの社会社会社会社会というのはというのはというのはというのは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消費消費消費消費のののの結結結結果果果果、、、、大大大大量量量量ののののごごごごみがみがみがみが発発発発生生生生していますしていますしていますしています。。。。今今今今、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの連連連連絡絡絡絡会会会会ははははごごごごみみみみ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るものでいるものでいるものでいるものですですですですがががが、、、、そのそのそのそのごごごごみみみみ処処処処理理理理にににに今今今今までどのようまでどのようまでどのようまでどのようなななな状況状況状況状況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、、、、焼却焼却焼却焼却・・・・埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに主流主流主流主流がががが置置置置かれておかれておかれておかれておりりりりましたましたましたました。。。。でもでもでもでも、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成推進基本形成推進基本形成推進基本形成推進基本法法法法がががが 2000 年成立年成立年成立年成立してしてしてして以以以以来来来来、、、、というかというかというかというか、、、、それをそれをそれをそれを待待待待ってということもあってということもあってということもあってということもありりりりましましましましょょょょうがうがうがうが、、、、資源化率資源化率資源化率資源化率がががが大大大大変変変変進化進化進化進化してまいしてまいしてまいしてまいりりりりましてましてましてまして、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市のようなとこのようなとこのようなとこのようなところろろろでででで、、、、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工工工工業団地業団地業団地業団地、、、、あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココタタタタウウウウンのようなンのようなンのようなンのような形形形形でででで、、、、産業産業産業産業のののの中中中中にににに資源化技術資源化技術資源化技術資源化技術がががが取取取取りりりり入入入入れられてれられてれられてれられて、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向かいかいかいかいつつつつつつつつあるあるあるあるつつつつつつつつあるということをあるということをあるということをあるということを感感感感じじじじておておておておりりりりますますますます。。。。 

  私私私私たちのたちのたちのたちの「「「「川川川川崎崎崎崎ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会」」」」のののの紹介紹介紹介紹介ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは神奈神奈神奈神奈川川川川新新新新聞聞聞聞がががが紹紹紹紹介介介介してくしてくしてくしてくだだだださったものですさったものですさったものですさったものです。。。。右右右右側側側側にににに並並並並んんんんでいるでいるでいるでいる団体団体団体団体はははは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動をををを実際実際実際実際にににに行行行行っていっていっていっているグループでするグループでするグループでするグループです。。。。牛乳牛乳牛乳牛乳パックパックパックパック連連連連だだだだとかとかとかとか、、、、フフフファァァァイイイイババババーーーーリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクサイクサイクサイクルルルル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリリリリターナブルびターナブルびターナブルびターナブルびんんんんをををを推進推進推進推進しているしているしているしている生生生生活活活活クラブのようなクラブのようなクラブのようなクラブのような市民団体市民団体市民団体市民団体のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが集集集集まってまってまってまって、、、、そのそのそのその事事事事例例例例をををを報告報告報告報告しししし合合合合ってってってって、、、、「「「「ごごごごみみみみ連連連連ととととごごごごみみみみ仲仲仲仲間間間間たちのたちのたちのたちの活動活動活動活動」」」」というフォーラムをというフォーラムをというフォーラムをというフォーラムを行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろですですですです。。。。 

  それそれそれそれではではではでは、、、、連連連連絡絡絡絡会会会会はどういうきっかけではどういうきっかけではどういうきっかけではどういうきっかけでできたのかできたのかできたのかできたのか。。。。1990 年年年年にさかのにさかのにさかのにさかのぼぼぼぼりりりりますますますます。。。。ごごごごみのみのみのみの急増急増急増急増によってによってによってによって、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市ののののごごごごみがみがみがみが「「「「非非非非常常常常事事事事態態態態」」」」であるということをであるということをであるということをであるということを宣言宣言宣言宣言しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、「、「、「、「市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごごみをみをみをみを減減減減らしましらしましらしましらしましょょょょうううう」」」」というというというという呼呼呼呼びかけがあったわけですがびかけがあったわけですがびかけがあったわけですがびかけがあったわけですが、、、、そのときそのときそのときそのとき、、、、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たたたた団体団体団体団体、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはごごごごみをどみをどみをどみをどのようのようのようのようにしたらにしたらにしたらにしたら減減減減らせるかとらせるかとらせるかとらせるかということをいうことをいうことをいうことを考考考考えていたえていたえていたえていた団体団体団体団体、、、、そういうそういうそういうそういう団体団体団体団体がががが自発的自発的自発的自発的にににに集集集集まってまってまってまって設立設立設立設立したしたしたした、、、、自立自立自立自立したしたしたした NGO とととと考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最初最初最初最初にしたことにしたことにしたことにしたこと、、、、それはそれはそれはそれは、、、、提提提提案案案案ですですですです。。。。ごごごごみみみみ非非非非常常常常事事事事態態態態宣言宣言宣言宣言ではではではでは、、、、焼却焼却焼却焼却能力能力能力能力にににに追追追追いいいいつつつつかないかないかないかないのでのでのでのでごごごごみをみをみをみを減減減減らしましらしましらしましらしましょょょょうというというというというものうものうものうものだだだだったったったったののののですがですがですがですが、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市はははは、、、、「「「「清掃清掃清掃清掃先進都市先進都市先進都市先進都市」」」」ををををうたうたうたうた
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ってってってっておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、全全全全量焼却量焼却量焼却量焼却をををを行行行行っていたわけでっていたわけでっていたわけでっていたわけで、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、焼却焼却焼却焼却をしないでをしないでをしないでをしないで資源化資源化資源化資源化していくしていくしていくしていく、、、、分分分分別別別別収収収収集集集集をををを進進進進めようということをめようということをめようということをめようということを団体団体団体団体がががが集集集集まってまってまってまって市市市市にににに提提提提案案案案をををを始始始始めましためましためましためました。。。。内容内容内容内容のののの中中中中にににに資源資源資源資源物物物物のののの日日日日のののの設設設設定定定定というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今でこそでこそでこそでこそ当当当当たたたたりりりり前前前前ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、循環型循環型循環型循環型ごごごごみみみみ処処処処理理理理へへへへのののの転転転転換換換換ということをということをということをということを政策政策政策政策提言提言提言提言としてまずとしてまずとしてまずとしてまず始始始始めたというめたというめたというめたという段階段階段階段階ですですですです。。。。 

  しかししかししかししかし、、、、市民市民市民市民のののの生生生生活活活活をををを見見見見るとどうかるとどうかるとどうかるとどうか。。。。市民市民市民市民生生生生活活活活からからからからたくさたくさたくさたくさんごんごんごんごみがみがみがみが出出出出ていますしていますしていますしていますし、、、、ごごごごみみみみのののの減量減量減量減量のののの余余余余地地地地がまがまがまがまだだだだたくさたくさたくさたくさんんんんああああったったったったわけですわけですわけですわけです。。。。まずまずまずまず、、、、どうどうどうどうややややったらったらったらったら減減減減らすことができらすことができらすことができらすことができるかるかるかるかをみをみをみをみんんんんなでなでなでなで考考考考えましたえましたえましたえました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、「「「「買買買買いいいい物物物物」」」」にににに注注注注目目目目しましたしましたしましたしました。。。。買買買買いいいい物物物物はははは消費消費消費消費生生生生活活活活のののの最初最初最初最初であであであでありりりりますますますます。。。。買買買買いいいい物物物物しなけれしなけれしなけれしなければごばごばごばごみはみはみはみは出出出出ないわけですないわけですないわけですないわけです。。。。そこでそこでそこでそこでおおおお店店店店のののの売売売売りりりり方方方方、、、、そのそのそのその調調調調査査査査をするをするをするをすることになことになことになことになりりりりましたましたましたました。「。「。「。「市民市民市民市民とととと企業企業企業企業にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかける」」」」とあとあとあとありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、まずまずまずまず私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、市民市民市民市民にににに働働働働きかけるにきかけるにきかけるにきかけるに当当当当たってたってたってたって、「、「、「、「こういうおこういうおこういうおこういうお店店店店はこういうはこういうはこういうはこういう売売売売りりりり方方方方をしていますをしていますをしていますをしています、、、、こういうこういうこういうこういう店店店店頭頭頭頭回回回回収収収収をしていますをしていますをしていますをしています、、、、こういうこういうこういうこういう再生再生再生再生品品品品をををを売売売売っていますっていますっていますっています」」」」のようなのようなのようなのようなデデデデータをータをータをータを市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに提提提提供供供供したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、私私私私たちのタイトルがたちのタイトルがたちのタイトルがたちのタイトルが、、、、最初最初最初最初はははは「「「「スーパーとスーパーとスーパーとスーパーと生生生生協協協協ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量・・・・環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮度度度度チェックチェックチェックチェック」」」」となっとなっとなっとなっておておておておりりりりましたがましたがましたがましたが、「、「、「、「私私私私たちがたちがたちがたちが変変変変われわれわれわればばばばおおおお店店店店がががが変変変変わるわるわるわる」」」」というというというという副副副副題題題題ををををつつつつけておけておけておけておりりりりましたましたましたました。。。。後後後後にににに、、、、このこのこのこの「「「「私私私私たちがたちがたちがたちが変変変変われわれわれわればばばばおおおお店店店店がががが変変変変わるわるわるわる」」」」というのはというのはというのはというのはむむむむししししろろろろタイタイタイタイトルにトルにトルにトルに変変変変わわわわりりりりましてましてましてまして、、、、消費者消費者消費者消費者ののののほほほほうからうからうからうから、、、、ごごごごみをみをみをみを減減減減らすらすらすらす買買買買いいいい物物物物、、、、環境環境環境環境をををを配慮配慮配慮配慮したしたしたした買買買買いいいい物物物物をををを実行実行実行実行しししし、、、、消費者消費者消費者消費者がががが変変変変わることでおわることでおわることでおわることでお店店店店をををを変変変変えていこうというえていこうというえていこうというえていこうという、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みになっていみになっていみになっていみになっていきましたきましたきましたきました。。。。 

  このこのこのこの調調調調査査査査のののの仕仕仕仕方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、2人人人人 1組組組組でででで、、、、近近近近くのくのくのくの行行行行ききききつつつつけのおけのおけのおけのお店店店店にににに約約約約束束束束をしてをしてをしてをして伺伺伺伺いいいい、、、、そそそそしてアンしてアンしてアンしてアンケケケケートをートをートをートを渡渡渡渡してしてしてして、、、、後日回後日回後日回後日回答答答答をもらってをもらってをもらってをもらって、、、、おおおお店店店店のののの中中中中をををを回回回回ってってってって確確確確認認認認するするするする、、、、場場場場合合合合によっによっによっによってはてはてはては店店店店長長長長ささささんんんんとおとおとおとお話話話話をするというようなをするというようなをするというようなをするというような丁寧丁寧丁寧丁寧なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる方方方方たちとおたちとおたちとおたちとおつつつつきききき合合合合いしていくといういしていくといういしていくといういしていくという、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みでスタートをしましたみでスタートをしましたみでスタートをしましたみでスタートをしました。。。。 

  調調調調査査査査のののの内容内容内容内容ですがですがですがですが、、、、詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話ししているとししているとししているとししていると時間時間時間時間がなくなってしまうのですががなくなってしまうのですががなくなってしまうのですががなくなってしまうのですが、、、、ははははだだだだかかかか売売売売りりりり。。。。トトトトレレレレイイイイにににに乗乗乗乗っていないはっていないはっていないはっていないはだだだだかかかか売売売売りりりりとかとかとかとか、、、、はかはかはかはかりりりり売売売売りりりりをしているかをしているかをしているかをしているか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削削削削減対減対減対減対策策策策、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にあにあにあにありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、スタンプスタンプスタンプスタンプ還還還還元元元元をするというのがをするというのがをするというのがをするというのが 1 つつつつののののレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削削削削減対減対減対減対策策策策ですですですです。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは有料有料有料有料制制制制というのもそうですというのもそうですというのもそうですというのもそうです。。。。これがこれがこれがこれが今今今今でこそスタンプでこそスタンプでこそスタンプでこそスタンプ還還還還元元元元ししししていますがていますがていますがていますが、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの始始始始めためためためた 1994 年年年年というのはなかなかあというのはなかなかあというのはなかなかあというのはなかなかありりりりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。このようなこのようなこのようなこのような、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーー活動活動活動活動がががが日日日日本本本本中中中中にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで進進進進むむむむ中中中中でででで、、、、こういうこういうこういうこういうレレレレジジジジ袋袋袋袋ののののスタンプスタンプスタンプスタンプ制制制制ななななんんんんていうのもていうのもていうのもていうのも取取取取りりりり入入入入れられてれられてれられてれられていったのかなといったのかなといったのかなといったのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。放放放放っておいてはなかっておいてはなかっておいてはなかっておいてはなかなかなかなかなか変変変変わらないわらないわらないわらないののののですですですですねねねね。。。。「「「「サーサーサーサービビビビスしたいスしたいスしたいスしたい」」」」というおというおというおというお店店店店のののの気気気気持持持持ちちちち、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは私私私私たちのたちのたちのたちの「「「「ごごごごみをみをみをみを減減減減らしたいらしたいらしたいらしたい」」」」というこのというこのというこのというこの気気気気持持持持ちというのがどうちというのがどうちというのがどうちというのがどうママママッチングしていくかッチングしていくかッチングしていくかッチングしていくか、、、、どどどどのようのようのようのようにうにうにうにうまくかみまくかみまくかみまくかみ合合合合っていくかというのがっていくかというのがっていくかというのがっていくかというのが一一一一番番番番大事大事大事大事なとこなとこなとこなところろろろ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、、、、このようなこのようなこのようなこのような詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええ商商商商品品品品があるかとかがあるかとかがあるかとかがあるかとか――――――――シシシシャャャャンプーのようなものですンプーのようなものですンプーのようなものですンプーのようなものです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、店店店店頭頭頭頭回回回回収収収収しているかとかしているかとかしているかとかしているかとか、、、、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、、、、テテテティィィィッッッッシシシシュペュペュペュペーパーーパーーパーーパー、、、、このようなものこのようなものこのようなものこのようなもの、、、、再生再生再生再生しているものがしているものがしているものがしているものが売売売売られられられられ、、、、そしてそしてそしてそして買買買買われなけれわれなけれわれなけれわれなければばばば循環循環循環循環していきませしていきませしていきませしていきませんんんん。。。。そそそそれをれをれをれを置置置置いてもらうことがいてもらうことがいてもらうことがいてもらうことが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。このこのこのこのようなことをようなことをようなことをようなことを調調調調べべべべましたましたましたました。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの 2回目回目回目回目とととと 3回目回目回目回目のものののものののものののものの表表表表紙紙紙紙ですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは中中中中身身身身のののの一一一一部部部部ですがですがですがですが、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、おおおお店店店店がががが左左左左側側側側のののの欄欄欄欄、、、、上上上上のののの欄欄欄欄におにおにおにお店店店店のののの対対対対策策策策をををを書書書書いていていていて、、、、それにそれにそれにそれ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場場場場合合合合はははは○○○○、、、、そしてそしてそしてそして、、、、最最最最後後後後にはにはにはには、、、、私私私私たちなたちなたちなたちなりりりりのののの総総総総合合合合評評評評価価価価をををを、、、、理理理理由由由由ををををつつつつけてしておけてしておけてしておけてしておりりりりますますますます。。。。これにはいこれにはいこれにはいこれにはいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。おおおお店店店店をををを応応応応援援援援したいというのにしたいというのにしたいというのにしたいというのに、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりままままだだだだ１１１１つつつつ星星星星ななななんんんんていうとこていうとこていうとこていうところろろろもあもあもあもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対してしてしてして申申申申しわけないよしわけないよしわけないよしわけないようなうなうなうな気気気気持持持持ちがあったちがあったちがあったちがあったののののですがですがですがですが、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、応応応応援援援援するするするする、、、、いいとこいいとこいいとこいいところろろろをををを応応応応援援援援しようよというしようよというしようよというしようよという
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とことことこところろろろでででで評評評評価価価価ををををつつつつけましたけましたけましたけました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、消費者消費者消費者消費者のののの方方方方にとってはにとってはにとってはにとっては大大大大変変変変これがわかこれがわかこれがわかこれがわかりやりやりやりやすいといすいといすいといすいというううう評評評評価価価価をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。 

97 年年年年のののの段階段階段階段階にはにはにはには全全全全国国国国にににに私私私私たちのようなたちのようなたちのようなたちのような団体団体団体団体がががが、、、、50ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいありりりりましたましたましたました。。。。地域地域地域地域版版版版のののの買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドドををををつつつつくくくくりりりりたいたいたいたい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはつつつつくったというくったというくったというくったという団体団体団体団体があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、そこがネットワークをそこがネットワークをそこがネットワークをそこがネットワークを組組組組んんんんでででで、「、「、「、「ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになるーになるーになるーになる買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドド」」」」というのをというのをというのをというのをつつつつくくくくりりりり、、、、小小小小学学学学館館館館からからからから出出出出ししししましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、調調調調査査査査、、、、編編編編集集集集、、、、それにかかわるというそれにかかわるというそれにかかわるというそれにかかわるという、、、、わわわわりりりりあいにそあいにそあいにそあいにそのののの当時当時当時当時としてはとしてはとしてはとしては先先先先駆駆駆駆的的的的なななな活動活動活動活動をををを始始始始めておめておめておめておりりりりましたましたましたました。。。。 おおおお店店店店のののの中中中中でのでのでのでの調調調調査査査査のののの様子様子様子様子をををを新新新新聞聞聞聞がががが書書書書いてくれたものですがいてくれたものですがいてくれたものですがいてくれたものですが、、、、大学大学大学大学生生生生もももも加加加加わってわってわってわって、、、、一一一一緒緒緒緒にににに、、、、若若若若者者者者のののの、、、、非非非非常常常常にににに率率率率直直直直なななな意見意見意見意見もここにもここにもここにもここに入入入入れてれてれてれて、「、「、「、「店店店店長長長長ささささんんんん、、、、もっともっともっともっと勉勉勉勉強強強強をををを」」」」ななななんんんんてててて書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そそそそんんんんなななな、、、、若若若若者者者者とととと一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動することもできましたすることもできましたすることもできましたすることもできました。。。。 

  調調調調査査査査のののの後後後後はははは、、、、冊冊冊冊子子子子をををを発行発行発行発行したことでしたことでしたことでしたことで終終終終わらないわらないわらないわらない。。。。店店店店長長長長ささささんんんんとととと懇談懇談懇談懇談会会会会をををを開開開開きますきますきますきます。。。。店店店店長長長長ささささんんんんのいのいのいのいろろろろいいいいろろろろななななごごごご意見意見意見意見もももも聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見もももも伝伝伝伝ええええ、、、、どうどうどうどうややややってってってってごごごごみをみをみをみを減減減減らしていらしていらしていらしていくのかくのかくのかくのか、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした製品製品製品製品がががが増増増増えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした製品製品製品製品をををを並並並並べべべべたらたらたらたら、、、、あるあるあるあるいいいいははははレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有料有料有料有料にしたらおにしたらおにしたらおにしたらお店店店店ががががつつつつぶぶぶぶれてしまったというのではれてしまったというのではれてしまったというのではれてしまったというのでは困困困困りりりりますますますます。。。。おおおお店店店店もももも繁繁繁繁盛盛盛盛しししし、、、、そしてそしてそしてそして消費者消費者消費者消費者もそれによってもそれによってもそれによってもそれによって環境環境環境環境をををを配慮配慮配慮配慮したしたしたした行動行動行動行動がががが増増増増えていくようなえていくようなえていくようなえていくような、、、、そういうそういうそういうそういうウウウウィィィィン・ン・ン・ン・ウウウウィィィィンのンのンのンの関係関係関係関係になっていくためにはになっていくためにはになっていくためにはになっていくためには、、、、このようなこのようなこのようなこのような懇談懇談懇談懇談会会会会というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。 

  「「「「ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになるーになるーになるーになる 10原原原原則則則則」」」」をををを、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーー全全全全国国国国ネットワーネットワーネットワーネットワークでクでクでクでつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。１１１１番番番番はははは必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを必要必要必要必要なななな量量量量だだだだけけけけ買買買買うううう。。。。２２２２番番番番はははは使使使使いいいい捨捨捨捨てててて商商商商品品品品ではではではではなくなくなくなく、、、、長長長長くくくく使使使使えるものをえるものをえるものをえるものを選選選選ぶぶぶぶというようなことというようなことというようなことというようなこと、、、、これはこれはこれはこれは 3R のののの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ですースですースですースですねねねね、、、、8番番番番にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは、、、、これはこれはこれはこれはフェアトフェアトフェアトフェアトレレレレーーーードドドドといってといってといってといって、、、、公公公公正正正正なななな貿易貿易貿易貿易をををを目指目指目指目指すものですけれどもすものですけれどもすものですけれどもすものですけれども、、、、ここここのようなものまでものようなものまでものようなものまでものようなものまでも入入入入れてれてれてれて、、、、10 番番番番はははは環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに熱熱熱熱心心心心なななな取取取取りりりり組組組組みをしていみをしていみをしていみをしているおるおるおるお店店店店、、、、それからそれからそれからそれからメメメメーカーをーカーをーカーをーカーを選選選選びましびましびましびましょょょょうというとこうというとこうというとこうというところろろろまでまでまでまで入入入入れたれたれたれた 10原原原原則則則則ををををつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。 

  そのそのそのその後後後後、、、、とはいってもなかなかとはいってもなかなかとはいってもなかなかとはいってもなかなか消費者消費者消費者消費者はははは、「、「、「、「じじじじゃゃゃゃ、、、、私私私私たちもたちもたちもたちもググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになーになーになーになってってってって、、、、毎毎毎毎日日日日のののの買買買買いいいい物物物物にににに環境環境環境環境をををを大事大事大事大事にしまにしまにしまにしますすすす」」」」とはなとはなとはなとはなりりりりませませませませんんんん。。。。それはそれはそれはそれは便便便便利利利利ささささだだだだとかとかとかとか、、、、買買買買いいいい物物物物のときののときののときののときの安安安安ささささ、、、、環境環境環境環境にいいものはにいいものはにいいものはにいいものは値段値段値段値段がががが高高高高いいいい場場場場合合合合ががががあああありりりり、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに負負負負けてしまっけてしまっけてしまっけてしまってててて、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないまないまないまないののののですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、どうしたらいいどうしたらいいどうしたらいいどうしたらいいだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。1990 年年年年代代代代末末末末にはにはにはには分分分分別別別別収収収収集集集集がががが進進進進んだんだんだんだ各地各地各地各地でででで資源資源資源資源物物物物のののの逆逆逆逆有有有有償償償償のようなのようなのようなのような状況状況状況状況がががが生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、古紙古紙古紙古紙とかとかとかとか、、、、古古古古鉄鉄鉄鉄、、、、そのようなものがそのようなものがそのようなものがそのようなものが逆逆逆逆有有有有償償償償、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは紙紙紙紙などはなどはなどはなどは、、、、集集集集めたけれどもめたけれどもめたけれどもめたけれども、、、、燃燃燃燃ややややされたというようなされたというようなされたというようなされたというようなことがあことがあことがあことがありりりりましてましてましてまして、、、、分分分分別別別別収収収収集集集集をををを進進進進めるということのめるということのめるということのめるということの限限限限界界界界をををを感感感感じじじじたたたたののののですですですです。。。。 

  そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、プランづくプランづくプランづくプランづくりりりりをををを志志志志しししし、、、、地球環境基地球環境基地球環境基地球環境基金金金金のののの助助助助成成成成をををを受受受受けてけてけてけて「「「「川川川川崎崎崎崎発発発発ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない燃燃燃燃ややややさないさないさないさない市民市民市民市民プランプランプランプラン」」」」をををを作作作作成成成成しましたしましたしましたしました。。。。97 年年年年、、、、98 年年年年のののの 2 年年年年間間間間、、、、先先先先駆駆駆駆的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの見見見見学会学会学会学会、、、、学学学学習習習習会会会会、、、、シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムなどをムなどをムなどをムなどを開催開催開催開催するするするする中中中中でででで、、、、このこのこのこの年年年年ははははほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの人人人人がかかわってがかかわってがかかわってがかかわって、、、、市民市民市民市民プランをプランをプランをプランをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。基本基本基本基本ののののココココンンンンセセセセプトにプトにプトにプトに、、、、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、、、、リリリリサイクルというのをサイクルというのをサイクルというのをサイクルというのを挙挙挙挙げげげげておておておておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの優優優優先先先先順位順位順位順位にににに従従従従ってってってって、、、、まずまずまずまず政策政策政策政策がががが展開展開展開展開されることがされることがされることがされることが大事大事大事大事だだだだということですということですということですということです。。。。もうもうもうもう自治体自治体自治体自治体レベレベレベレベルでのルでのルでのルでのごごごごみをみをみをみを処処処処理理理理するとするとするとするといういういういう、、、、それではなくてそれではなくてそれではなくてそれではなくて、、、、もうもうもうもう川川川川上上上上のののの対対対対策策策策こそこそこそこそ必要必要必要必要だだだだということにということにということにということに気気気気づいてづいてづいてづいて、、、、社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みみみみやややや 3R のののの優優優優先先先先順位順位順位順位、、、、そのそのそのその政策政策政策政策ををををつつつつくってくってくってくってほほほほしいということをこのしいということをこのしいということをこのしいということをこの冊冊冊冊子子子子のののの中中中中にににに書書書書きききき込込込込みまみまみまみましたしたしたした。。。。生生生生産者産者産者産者のののの責任責任責任責任というのがまというのがまというのがまというのがまだだだだままままだだだだ弱弱弱弱かったのでかったのでかったのでかったので、、、、生生生生産者産者産者産者のののの責任責任責任責任やややや、、、、それからそれからそれからそれから市民市民市民市民ののののごごごごみにみにみにみにつつつついていていていて責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ必要必要必要必要があるがあるがあるがある、、、、もっとグもっとグもっとグもっとグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになるーになるーになるーになる必要必要必要必要があるというこがあるというこがあるというこがあるということでとでとでとで、、、、このようなこのようなこのようなこのような責任責任責任責任をををを位位位位置置置置づけづけづけづけ、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの最終最終最終最終的的的的にににに目指目指目指目指すものはすものはすものはすものは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会であるということをであるということをであるということをであるということを提提提提起起起起ししししましたましたましたました。。。。 
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  そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの市民市民市民市民プランをプランをプランをプランをつつつつくるにくるにくるにくるに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、市民市民市民市民ごごごごみみみみ発発発発生生生生源調源調源調源調査査査査でででで、、、、市民市民市民市民がががが、、、、家家家家かかかからららら出出出出るるるるごごごごみをみをみをみを、、、、ごごごごみのみのみのみの種種種種類類類類とかとかとかとか量量量量とかをはかるとかをはかるとかをはかるとかをはかる。。。。簡易簡易簡易簡易版版版版にはにはにはには 450 名名名名ものものものもの市民市民市民市民がががが参加参加参加参加してくしてくしてくしてくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。またまたまたまた、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、市民市民市民市民みずからみずからみずからみずから実実実実践践践践しながらしながらしながらしながら提提提提案案案案しようといしようといしようといしようということをうことをうことをうことを言言言言いましたいましたいましたいました。。。。これはプランのこれはプランのこれはプランのこれはプランの反反反反響響響響がががが、、、、幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに私私私私たちたちたちたち、、、、幸幸幸幸いないないないなことことことこと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、、、、全全全全国国国国紙紙紙紙がががが載載載載せてくせてくせてくせてくだだだださってさってさってさって、、、、大大大大きなきなきなきな反反反反響響響響をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶことができましたことができましたことができましたことができました。。。。 

  次次次次にににに、、、、市民市民市民市民のののの事事事事例例例例づくづくづくづくりりりりにににに入入入入りりりりましてましてましてまして、、、、「「「「生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化ののののすすめすすめすすめすすめ」」」」、、、、このこのこのこの冊冊冊冊子子子子はははは、、、、次次次次のののの 2000年年年年ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このようなこのようなこのようなこのようなのものものものもををををつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、「「「「ごごごごみみみみ生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化ルートルートルートルート」」」」といってといってといってといって、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの生生生生ごごごごみをみをみをみを、、、、近近近近くのくのくのくの横横横横浜浜浜浜市市市市のののの有有有有機機機機農農農農業業業業をををを営営営営むむむむ農家農家農家農家へへへへ運運運運ぶぶぶぶ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、「「「「落落落落ちちちち葉葉葉葉をををを農家農家農家農家へへへへ運運運運ぶぶぶぶ」」」」、、、、運運運運んんんんでもらうというようでもらうというようでもらうというようでもらうというようなことなことなことなこと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、「「「「環境環境環境環境にににに優優優優しいおしいおしいおしいお祭祭祭祭りりりり」」」」、、、、ごごごごみのみのみのみの出出出出ないないないない夏夏夏夏祭祭祭祭りりりり、、、、それからそれからそれからそれから「「「「環境環境環境環境教育教育教育教育はははは市民市民市民市民もももも担担担担いいいい手手手手にににに」」」」というというというという、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを実際実際実際実際にににに市民市民市民市民としてとしてとしてとして活動活動活動活動しながらしながらしながらしながら次次次次のののの年年年年にににに続続続続けけけけていきましたていきましたていきましたていきました。。。。これはそのこれはそのこれはそのこれはその冊冊冊冊子子子子ですですですです。。。。集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの方方方方はおはおはおはお庭庭庭庭がないのでがないのでがないのでがないので、、、、自自自自家家家家処処処処理理理理できませできませできませできませんんんん。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、普普普普通通通通のののの乗乗乗乗用用用用車車車車ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、集集集集めてめてめてめて、、、、ここのおここのおここのおここのお宅宅宅宅のののの畑畑畑畑にににに、、、、大大大大変変変変ユユユユニークなニークなニークなニークな有有有有機機機機栽培栽培栽培栽培農農農農家家家家のののの、、、、近近近近藤藤藤藤ささささんんんんというというというという方方方方ですがですがですがですが、、、、ここにここにここにここに運運運運んんんんでおでおでおでおりりりりましてましてましてまして、、、、ここのおここのおここのおここのお野野野野菜菜菜菜をををを私私私私たたたたちちちち配配配配達達達達してもらってしてもらってしてもらってしてもらっていますいますいますいます。。。。毎週毎週毎週毎週土土土土曜曜曜曜日日日日にににに運運運運んんんんでくでくでくでくだだだださるのですがさるのですがさるのですがさるのですが、、、、そのおかそのおかそのおかそのおかげげげげでででで、、、、地域地域地域地域のののの中中中中のののの循環循環循環循環ができておができておができておができておりりりりますますますます。。。。三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にあったにあったにあったにあった、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環というのがというのがというのがというのが、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに小小小小さいさいさいさいののののですですですですがががが、、、、実際実際実際実際にできているにできているにできているにできている。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変うれしいことですうれしいことですうれしいことですうれしいことです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、小小小小ささささなとこなとこなとこなところろろろでできないででできないででできないででできないで、、、、どうしてどうしてどうしてどうして大大大大きなとこきなとこきなとこきなところろろろでできるでできるでできるでできるののののだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。小小小小さいさいさいさいとことことこところろろろでできてでできてでできてでできて、、、、顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる関係関係関係関係ができてができてができてができて、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心をををを得得得得ているているているている。。。。トトトトレレレレーーーーササササビビビビリリリリテテテティィィィーをーをーをーを得得得得ることができるのることができるのることができるのることができ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。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに自自自自宅宅宅宅でででで生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化できるできるできるできる人人人人はははは自自自自宅宅宅宅でするのがいいとでするのがいいとでするのがいいとでするのがいいと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれはははは、、、、身身身身近近近近にににに、、、、自分自分自分自分のののの目目目目ででででリリリリサイクルできるものはサイクルできるものはサイクルできるものはサイクルできるものは生生生生ごごごごみしかないみしかないみしかないみしかないののののですですですです。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶があながあながあながあなたのおたのおたのおたのお宅宅宅宅でででで使使使使いいいい終終終終わわわわりりりり、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして回回回回収収収収されてされてされてされて、、、、それがアルミそれがアルミそれがアルミそれがアルミ缶缶缶缶になになになになりりりり、、、、サッシになるこサッシになるこサッシになるこサッシになることとととがががが分分分分かってかってかってかっていてもいてもいてもいても、、、、それはそれはそれはそれは自分自分自分自分だだだだけではできませけではできませけではできませけではできませんんんんねねねね。。。。しかししかししかししかし、、、、生生生生ごごごごみはでみはでみはでみはできるきるきるきるののののですですですです。。。。おおおお庭庭庭庭のあるのあるのあるのある方方方方、、、、ベベベベランダででもランダででもランダででもランダででも、、、、量量量量はははは少少少少なくてもできますなくてもできますなくてもできますなくてもできます。。。。ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは私私私私のののの家家家家のののの庭庭庭庭ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、またまたまたまた、、、、収収収収穫穫穫穫物物物物があるというのがいいですがあるというのがいいですがあるというのがいいですがあるというのがいいですねねねね。。。。今今今今はブルーはブルーはブルーはブルーベベベベリリリリーとかブーとかブーとかブーとかブラックラックラックラックベベベベリリリリーがちーがちーがちーがちょょょょうどなっていてうどなっていてうどなっていてうどなっていて、、、、私私私私のののの庭庭庭庭でのでのでのでの収収収収穫穫穫穫をしてをしてをしてをして楽楽楽楽ししししんんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、またまたまたまたおおおお花花花花をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命育育育育てててててててて楽楽楽楽ししししんんんんでいるでいるでいるでいる次次次次第第第第ですですですです。。。。 

  生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつついてはいてはいてはいては、、、、2005 年年年年 3 月月月月にににに市民市民市民市民プランプランプランプラン「「「「地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる！！！！生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」」」」ををををつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。これにこれにこれにこれにつつつついていていていて、、、、循環循環循環循環というのはというのはというのはというのは協働協働協働協働でででで進進進進めていきましめていきましめていきましめていきましょょょょうとうとうとうということをいうことをいうことをいうことをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてもうちいてもうちいてもうちいてもうちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しししししたいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが、、、、時間時間時間時間ももうももうももうももうそそそそろろろろそそそそろろろろ近近近近づいてきましたのでづいてきましたのでづいてきましたのでづいてきましたので、、、、次次次次のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションのときにもうちスカッションのときにもうちスカッションのときにもうちスカッションのときにもうちょょょょっとっとっとっと詳詳詳詳ししししくおくおくおくお話話話話しできれしできれしできれしできればばばばうれしいなとうれしいなとうれしいなとうれしいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  今年今年今年今年もこのようなもこのようなもこのようなもこのような生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの活動活動活動活動をををを続続続続けてけてけてけて 6 年年年年目目目目にににに入入入入りりりりましたましたましたました。。。。基本基本基本基本はははは「「「「もっもっもっもったいないたいないたいないたいない」。「」。「」。「」。「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がきがきがきがきょょょょうもいっうもいっうもいっうもいっぱぱぱぱいいいい出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。日日日日本本本本じゅじゅじゅじゅううううでででで今今今今、、、、「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」ということがいっということがいっということがいっということがいっぱぱぱぱいいいい出出出出ているのでているのでているのでているので、、、、何何何何かかかか気気気気恥恥恥恥ずかしいのですけれずかしいのですけれずかしいのですけれずかしいのですけれどもどもどもども、、、、でもでもでもでも、、、、私私私私のののの年年年年代代代代はははは、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという言葉言葉言葉言葉ををををほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに実実実実感感感感をもってをもってをもってをもって言言言言えるえるえるえる年年年年代代代代ですですですですねねねね。。。。戦争戦争戦争戦争後後後後のののの日日日日本本本本はははは焼焼焼焼けけけけ野野野野原原原原でしたでしたでしたでした。。。。ままままずずずず、、、、おおおお家家家家がががが焼焼焼焼けてなくなけてなくなけてなくなけてなくなりりりりまままましたしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ようようようようややややくくくく家家家家がががが建建建建ちましたちましたちましたちました。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、家家家家のののの中中中中にににに家具家具家具家具がないがないがないがないんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその家具家具家具家具をををを買買買買ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして食食食食器器器器をををを買買買買ってってってって、、、、おなおなおなおなべべべべをををを買買買買ってってってって、、、、洋服洋服洋服洋服をををを買買買買ってというってというってというってという、、、、そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから始始始始めためためためた私私私私たちたちたちたちのののの年年年年代代代代ですからですからですからですから、、、、もったいないはもったいないはもったいないはもったいないは身身身身にしみているわけですにしみているわけですにしみているわけですにしみているわけです。。。。資源資源資源資源のののの少少少少ないないないない日日日日本本本本ですですですです。。。。
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資源資源資源資源をををを使使使使いいいい回回回回すというすというすというすという知知知知恵恵恵恵がががが昔昔昔昔あったはずですがあったはずですがあったはずですがあったはずですが、、、、今今今今少少少少なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています。。。。 

  ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーのーのーのーの活動活動活動活動というのがというのがというのがというのが、、、、私私私私はとてもはとてもはとてもはとても効効効効果果果果的的的的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、、、、地域地域地域地域でででで行動行動行動行動するするするする。。。。地球地球地球地球規規規規模模模模でででで考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、地域地域地域地域でででで行動行動行動行動するするするする、、、、これがこれがこれがこれが大大大大切切切切なことなことなことなこ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。。。。目目目目指指指指すはすはすはすは社会社会社会社会全全全全体体体体ででででごごごごみがみがみがみが少少少少ないないないない仕仕仕仕組組組組みですみですみですみです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、行行行行政政政政のののの方方方方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはいいいいろんろんろんろんななななセセセセクターのクターのクターのクターの、、、、企業企業企業企業のののの方方方方、、、、市民市民市民市民のののの方方方方でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そそそそんんんんなななな方方方方ととととごごごご一一一一緒緒緒緒にににに、、、、協働協働協働協働でででで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを進進進進めるめるめるめる、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番のののの私私私私たちのできることかたちのできることかたちのできることかたちのできることかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  少少少少しまとましまとましまとましまとまりりりりませませませませんんんんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、次次次次のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションにスカッションにスカッションにスカッションに渡渡渡渡したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最後後後後までまでまでまでごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。飯田様飯田様飯田様飯田様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     ここでここでここでここで、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの準準準準備備備備がががが整整整整うまでうまでうまでうまで休憩休憩休憩休憩をとをとをとをとりりりり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。。。。配布配布配布配布資資資資料料料料のののの質質質質問問問問用用用用紙紙紙紙をををを提提提提出出出出されるされるされるされる方方方方はははは、、、、恐恐恐恐れれれれ入入入入りりりりますがますがますがますが、、、、会会会会場場場場のののの外外外外、、、、受付受付受付受付ににににごごごございますざいますざいますざいます箱箱箱箱ににににごごごご提提提提出出出出いたいたいたいただだだだくかくかくかくか、、、、制制制制服服服服のののの職職職職員員員員におにおにおにお渡渡渡渡しくしくしくしくだだだださいさいさいさい。。。。     パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの開始開始開始開始はははは、、、、皆皆皆皆様様様様からからからから向向向向かってかってかってかって右右右右側側側側、、、、あちらのあちらのあちらのあちらの時時時時計計計計でででで 45 分分分分からからからから再再再再開開開開いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 （（（（休休休休        憩憩憩憩）））） 
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パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、定定定定刻刻刻刻になになになになりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、たたたただだだだいまよいまよいまよいまよりりりりパネルパネルパネルパネルディディディディスカッションにスカッションにスカッションにスカッションに移移移移らせていらせていらせていらせていたたたただだだだきますきますきますきます。。。。     ココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム産業界産業界産業界産業界ネットワーネットワーネットワーネットワークククク代表代表代表代表、、、、谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次様様様様。。。。パネラーはパネラーはパネラーはパネラーは、、、、舞舞舞舞台台台台中中中中央央央央よよよよりりりり、、、、先先先先ほほほほどどどど事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、川川川川崎崎崎崎ごごごごみをみをみをみを考考考考えるえるえるえる市民連市民連市民連市民連絡絡絡絡会会会会代表代表代表代表、、、、飯田飯田飯田飯田和和和和子様子様子様子様。。。。そのおそのおそのおそのお隣隣隣隣がががが、、、、びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークネットワークネットワークネットワーク事事事事務局長務局長務局長務局長、、、、山山山山本本本本義美様義美様義美様義美様、、、、そのおそのおそのおそのお隣隣隣隣がががが、、、、市川市市川市市川市市川市じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパートナーパートナーパートナーパートナー、、、、松松松松本本本本定子様定子様定子様定子様、、、、そしてそしてそしてそして最最最最後後後後にににに、、、、市市市市川市環境川市環境川市環境川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課のののの浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷課長課長課長課長ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの進行進行進行進行はははは谷口様谷口様谷口様谷口様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。。。。 

 谷口谷口谷口谷口（（（（ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））     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だだだきましたきましたきましたき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谷口谷口谷口谷口とととと申申申申しますしますしますします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、これからこれからこれからこれから、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けけけけてててて今私今私今私今私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること～～～～くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 3R をををを実実実実行行行行するするするする～～～～」」」」というテーというテーというテーというテーママママでパネルでパネルでパネルでパネルディディディディスカッションをいたしたいとスカッションをいたしたいとスカッションをいたしたいとスカッションをいたしたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     パネラーのプロフパネラーのプロフパネラーのプロフパネラーのプロフィィィィールにールにールにールにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの最最最最後後後後にににに載載載載っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。実実実実はははは、、、、与与与与えられたえられたえられたえられた時間時間時間時間がががが１１１１時間時間時間時間ちちちちょょょょっとということでっとということでっとということでっとということで、、、、大大大大変変変変短短短短ううううごごごございますざいますざいますざいます。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションはスカッションはスカッションはスカッションは大体大体大体大体２２２２時間時間時間時間かかかか２２２２時間時間時間時間半半半半欲欲欲欲しいなとしいなとしいなとしいなと思思思思うのうのうのうのですがですがですがですが、、、、そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係からからからから、、、、生生生生煮煮煮煮えになるおそれもえになるおそれもえになるおそれもえになるおそれもごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、どうどうどうどうぞごぞごぞごぞご容容容容赦赦赦赦いたいたいた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っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず私私私私からからからから口口口口火火火火をををを切切切切らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきまきまきまきますがすがすがすが、、、、私私私私ははははビビビビジネスジネスジネスジネス界界界界にににに 44 年年年年間間間間携携携携わっわっわっわってきたわけでてきたわけでてきたわけでてきたわけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、おかおかおかおかげげげげでででで、、、、生生生生活者活者活者活者のののの視点視点視点視点だだだだとかとかとかとか、、、、市民市民市民市民のののの立立立立場場場場というというというという点点点点ではではではでは大大大大変変変変欠陥欠陥欠陥欠陥があるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと。。。。よくよくよくよく、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体のののの方方方方とかとかとかとか、、、、NGO のののの方方方方たちとかはたちとかはたちとかはたちとかは、、、、ややややははははりりりり指指指指摘摘摘摘されるとこされるとこされるとこされるところろろろででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方々々々々からからからから、、、、ぜひぜひぜひぜひ私私私私はははは啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと、、、、こうこうこうこう思思思思っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。     たたたただだだだ、、、、ききききょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママのののの「「「「くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 3R をををを実行実行実行実行するするするする」」」」ということでということでということでということでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、私私私私がががが承承承承知知知知しているしているしているしている 3R というのはというのはというのはというのは、、、、ききききょょょょうもうもうもうも言言言言いいいい尽尽尽尽くされているとくされているとくされているとくされていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、一言一言一言一言でででで言言言言ええええばばばば、、、、ややややははははりりりりもったいないといもったいないといもったいないといもったいないということかなとうことかなとうことかなとうことかなと。。。。もったいないというのはもったいないというのはもったいないというのはもったいないというのは、、、、単単単単にそのものがにそのものがにそのものがにそのものがむむむむだだだだにににになるのがもったいないということなるのがもったいないということなるのがもったいないということなるのがもったいないということだだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくなくなくなく、、、、そのそのそのその川川川川上上上上、、、、上上上上流流流流側側側側にあるにあるにあるにある資源資源資源資源とかエネルとかエネルとかエネルとかエネルギーギーギーギー、、、、あるいはサーあるいはサーあるいはサーあるいはサービビビビスにスにスにスに対対対対するするするする心心心心とかとかとかとか思思思思いいいいやりやりやりやり、、、、こういうこういうこういうこういう川川川川上上上上のののの問問問問題題題題ののののほほほほうにうにうにうに重重重重点点点点があがあがあがあるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、3R というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「もったいもったいもったいもったいないないないない」」」」のののの心心心心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だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは理理理理解解解解したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方々々々々からからからからごごごご発発発発表表表表いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、最最最最初初初初にににに、、、、ききききょょょょうううう事事事事例例例例報告報告報告報告でででで最最最最後後後後になさいましたになさいましたになさいましたになさいました飯田飯田飯田飯田ささささんんんんからからからから、、、、先先先先ほほほほどのプどのプどのプどのプレレレレゼンテーションゼンテーションゼンテーションゼンテーションでででで言言言言いいいい残残残残されたことをされたことをされたことをされたことを簡簡簡簡単単単単におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。飯田飯田飯田飯田ささささんんんん、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 飯田飯田飯田飯田代表代表代表代表 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。資料資料資料資料のののの 67 ペペペページージージージ、「、「、「、「地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる！！！！生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」」」」とととというとこいうとこいうとこいうところろろろからおからおからおからお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次のののの 68ペペペページですがージですがージですがージですが、、、、私私私私たちのプたちのプたちのプたちのプ
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ランはランはランはランは、、、、生生生生ごごごごみはみはみはみは、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの一一一一つつつつとしてとしてとしてとしていいいいろろろろいいいいろろろろなななな資源化方資源化方資源化方資源化方法法法法があがあがあがありりりり、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーににににもなることができますもなることができますもなることができますもなることができます。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今回回回回はははは堆堆堆堆肥肥肥肥にににに活用活用活用活用するするするする方方方方法法法法でででで、、、、農農農農業業業業とととと環境環境環境環境をををを守守守守るるるることにことにことにことに繋繋繋繋げげげげたいたいたいたいとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。このためにこのためにこのためにこのために、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、アンアンアンアンケケケケーーーートをトをトをトを実施実施実施実施しししし、、、、農家農家農家農家のののの方方方方、、、、JA のののの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、、、、102軒軒軒軒のののの農家農家農家農家のののの方方方方のののの回回回回答答答答、、、、それからそれからそれからそれから市民向市民向市民向市民向けにはけにはけにはけには 227名名名名のののの方方方方のののの回回回回答答答答をををを得得得得ましましましましたたたた。。。。農家農家農家農家のののの方方方方にはにはにはには、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥使肥使肥使肥使用用用用のののの条件条件条件条件、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥ののののイイイイメメメメージージージージなどなどなどなど、、、、市民市民市民市民のののの方方方方にはにはにはには生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥のののの効効効効果果果果にににに期待期待期待期待するものなどするものなどするものなどするものなど、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥をををを使使使使っっっってててて育育育育てたてたてたてた野野野野菜菜菜菜のイのイのイのイメメメメージージージージ、、、、などなどなどなど聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。これらもこれらもこれらもこれらも参考参考参考参考にしてプランをにしてプランをにしてプランをにしてプランを考考考考えましたえましたえましたえました 

  江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会だだだだったということがよくったということがよくったということがよくったということがよく言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。69ペペペページでージでージでージでごごごございますざいますざいますざいます。。。。家庭家庭家庭家庭ではではではでは、、、、生生生生ごごごごみはみはみはみは土土土土にににに返返返返すとすとすとすと微微微微生物生物生物生物によってによってによってによって分分分分解解解解されされされされますますますます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、身身身身近近近近なななな生生生生態系態系態系態系のののの不不不不思思思思議議議議をををを体体体体験験験験できるできるできるできる、、、、大大大大変変変変おもしおもしおもしおもしろろろろいものですいものですいものですいものです。。。。今今今今までまでまでまで、、、、行行行行政政政政ががががごごごごみとしてみとしてみとしてみとして収収収収集集集集・・・・処処処処分分分分くれくれくれくれるということでるということでるということでるということで、、、、あまあまあまあまりりりり関関関関心心心心をををを持持持持っていないっていないっていないっていない方方方方がいたかもしれませがいたかもしれませがいたかもしれませがいたかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは、、、、自分自分自分自分のののの手手手手のののの中中中中でできるということででできるということででできるということででできるということで、、、、とてもおもしとてもおもしとてもおもしとてもおもしろろろろいですいですいですいですねねねね。。。。 

  それのそれのそれのそれの副副副副産産産産物物物物もあもあもあもありりりりますますますます。。。。生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥をををを活用活用活用活用してしてしてして花花花花をををを育育育育てたてたてたてたりりりり、、、、野野野野菜菜菜菜をををを育育育育てたてたてたてたりりりりするこするこするこすることもできるともできるともできるともできる。。。。自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろではではではではできないできないできないできない方方方方のののの生生生生ごごごごみはみはみはみは、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは先先先先ほほほほどどどど集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの話話話話をしをしをしをしましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、それがそれがそれがそれが農農農農業業業業にににに生生生生かされたときにかされたときにかされたときにかされたときに、、、、資源資源資源資源のののの地域内循環地域内循環地域内循環地域内循環がががが実現実現実現実現しますしますしますします。。。。農家農家農家農家とととと市民市民市民市民のののの顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる関係関係関係関係、、、、安安安安心心心心・・・・安全安全安全安全のののの関係関係関係関係がががが築築築築きききき上上上上げげげげられますとられますとられますとられますということをいうことをいうことをいうことを言言言言っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその私私私私たちのタイトルはたちのタイトルはたちのタイトルはたちのタイトルは、「、「、「、「地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる！！！！生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」、」、」、」、このようなこのようなこのようなこのような大大大大きなきなきなきな題題題題ををををつつつつけましたけましたけましたけました。。。。地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる！！！！それはそれはそれはそれは、、、、生生生生ごごごごみというものをみというものをみというものをみというものを仲仲仲仲介介介介にしてにしてにしてにして、、、、農農農農家家家家とととと市民市民市民市民がががが結結結結びびびび合合合合うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でのでのでのでの、、、、地域地域地域地域のののの 1 つつつつのののの連連連連携携携携のののの姿姿姿姿もあらわしもあらわしもあらわしもあらわしているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。     そしてそしてそしてそして、「、「、「、「生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥ってってってって、、、、一体有効一体有効一体有効一体有効なのなのなのなの?」」」」というというというという疑疑疑疑問問問問のののの答答答答ええええがががが 70 ペペペページにあージにあージにあージにありりりりますますますます。。。。生生生生ごごごごみというのはみというのはみというのはみというのは、、、、調調調調理理理理くずくずくずくずやややや食食食食べべべべ残残残残しでしでしでしで、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの体体体体にいいものですにいいものですにいいものですにいいものですねねねね。。。。従従従従ってってってってそれはそれはそれはそれは、、、、生物生物生物生物のののの生育生育生育生育にににに必要必要必要必要なななな養養養養分分分分のもとがのもとがのもとがのもとがババババランスよくランスよくランスよくランスよく、、、、しかもたくさしかもたくさしかもたくさしかもたくさんんんん含含含含まれてまれてまれてまれていますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを堆堆堆堆肥肥肥肥にしたものですからにしたものですからにしたものですからにしたものですから、、、、それがそれがそれがそれが「「「「適適適適度度度度にににに分分分分解解解解してもらったものしてもらったものしてもらったものしてもらったもの」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに書書書書いてあいてあいてあいてあるのはるのはるのはるのは、、、、ままままだだだだ全部全部全部全部がががが分分分分解解解解されているものではないされているものではないされているものではないされているものではないののののですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥はははは、、、、肥肥肥肥料成分料成分料成分料成分がががが牛糞牛糞牛糞牛糞よよよよりりりり多多多多いとあいとあいとあいとありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、神奈神奈神奈神奈川県川県川県川県のののの農農農農業業業業総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所とでとでとでとで調調調調査査査査・・・・分分分分析析析析したものですけれどもしたものですけれどもしたものですけれどもしたものですけれども、、、、牛糞牛糞牛糞牛糞堆堆堆堆肥肥肥肥よよよよりりりりももももむむむむししししろろろろ多多多多いといといといとなってなってなってなっていますいますいますいます。。。。 

  私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル市民市民市民市民プランのプランのプランのプランのココココンンンンセセセセプトですがプトですがプトですがプトですが、、、、今今今今までまでまでまで燃燃燃燃ややややしていたしていたしていたしていた生生生生ごごごごみみみみ・・・・落落落落ちちちち葉葉葉葉・・・・剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを燃燃燃燃ややややさないさないさないさない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2番番番番目目目目にはにはにはには、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化してしてしてして有効利用有効利用有効利用有効利用するするするする。。。。それをそれをそれをそれをすることによってすることによってすることによってすることによって、、、、3番番番番目目目目ですがですがですがですが、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな人人人人ののののつつつつながながながながりりりりによるによるによるによる地域内循環地域内循環地域内循環地域内循環をををを通通通通じじじじてててて、、、、地地地地域域域域のののの農農農農とととと豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然をををを守守守守っていくっていくっていくっていく。。。。今今今今、、、、農農農農業業業業がががが日日日日本本本本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とこなとこなとこなところろろろでででで衰退衰退衰退衰退にににに向向向向かっかっかっかっているているているている。。。。千葉県千葉県千葉県千葉県もももも、、、、市川市市川市市川市市川市もそういうもそういうもそういうもそういう問問問問題題題題にににに直面直面直面直面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。。。。私私私私たちはそういうたちはそういうたちはそういうたちはそういう問問問問題題題題をををを 1 つつつつ考考考考えるきっかけにえるきっかけにえるきっかけにえるきっかけに生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥というのをというのをというのをというのを思思思思ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。そしてそしてそしてそして地域地域地域地域のののの中中中中でででで人人人人ののののつつつつながながながながりりりりををををつつつつくるくるくるくる。。。。3 月月月月にはにはにはには、「、「、「、「地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる！！！！生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」」」」というフォーラというフォーラというフォーラというフォーラムをムをムをムを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。 

72ペペペページですけれどもージですけれどもージですけれどもージですけれども、、、、今度今度今度今度はははは 2005 年度年度年度年度のののの活動活動活動活動ににににつつつついてですがいてですがいてですがいてですが、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥をををを農家農家農家農家にににに運運運運んんんんでもうでもうでもうでもう 6 年年年年になになになになりりりりますますますます。。。。そのそのそのその記記記記念念念念イイイイベベベベントをントをントをントを行行行行いいいい、、、、南南南南・・・・中中中中・・・・北北北北のののの――川川川川崎崎崎崎市市市市はははは 130 万万万万人人人人都市都市都市都市でででで大大大大きいきいきいきいののののですですですですねねねね――そのそのそのその 3 カカカカ所所所所でででで堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化講講講講習習習習会会会会をををを行行行行いいいい、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥をををを使使使使っているっているっているっている農農農農家家家家のののの畑畑畑畑のののの見見見見学会学会学会学会をををを行行行行いいいい、、、、それからそれからそれからそれから、、、、最最最最後後後後にににに、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化のののの活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている人人人人たちがたちがたちがたちが一一一一堂堂堂堂にににに集集集集まってまってまってまって、、、、さらにさらにさらにさらに生生生生ごごごごみみみみ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るにはどうしたらいいかというめるにはどうしたらいいかというめるにはどうしたらいいかというめるにはどうしたらいいかという、、、、「「「「生生生生ごごごごみをみをみをみを地地地地域域域域にににに活活活活かすかすかすかす」」」」フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを開催開催開催開催しようとしようとしようとしようと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 
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  このようにこのようにこのようにこのように、、、、生生生生ごごごごみというのはみというのはみというのはみというのは、、、、考考考考えをえをえをえを変変変変えてみれえてみれえてみれえてみればばばば立立立立派派派派なななな資源資源資源資源になるになるになるになるののののですですですですねねねね。「。「。「。「生生生生ごごごごみはみはみはみは宝宝宝宝だだだだ！！！！」」」」とととと言言言言っているっているっているっている方方方方がたがたがたがたもあもあもあもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、私私私私たちはそのようにたちはそのようにたちはそのようにたちはそのように、、、、いかにいかにいかにいかにごごごごみみみみをををを生生生生かすことによってかすことによってかすことによってかすことによって地域内地域内地域内地域内のののの循環循環循環循環をををを進進進進めめめめ、、、、人人人人ののののつつつつながながながながりりりりをををを強強強強めるめるめるめる、、、、そういうそういうそういうそういう思思思思いでいでいでいで生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルプランをサイクルプランをサイクルプランをサイクルプランをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。市川市川市川市川市市市市ででででもいよいよもいよいよもいよいよもいよいよ始始始始まってまってまってまって、、、、うれしいとうれしいとうれしいとうれしいと思思思思いますいますいますいます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 （（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 谷口谷口谷口谷口     飯田様飯田様飯田様飯田様、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。飯田様飯田様飯田様飯田様はははは、、、、1992 年年年年からからからからごごごごみみみみ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おられでおられでおられでおられてててて、、、、今年今年今年今年でででで 13 年年年年目目目目ということでということでということでということで、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーー全全全全国国国国ネットワークをおネットワークをおネットワークをおネットワークをおつつつつくくくくりりりりにににになるなどなるなどなるなどなるなど、、、、大大大大変変変変ななななごごごご活活活活躍躍躍躍でででで、、、、今度今度今度今度はははは農農農農業業業業とととと環境環境環境環境をををを守守守守るというるというるというるという領領領領域域域域にまでにまでにまでにまで進進進進まれるというこまれるというこまれるというこまれるということでとでとでとで、、、、私私私私、、、、大大大大変変変変敬敬敬敬意意意意をををを表表表表しておるしておるしておるしておる次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  それそれそれそれではではではでは、、、、次次次次にににに、、、、山山山山本本本本ささささんんんんからおからおからおからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 山山山山本本本本事事事事務局長務局長務局長務局長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークネットワークネットワークネットワーク事事事事務局務局務局務局のののの山山山山本本本本とととと申申申申しますしますしますします。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、大大大大変変変変貴重貴重貴重貴重なシンなシンなシンなシンポポポポジジジジウウウウムにおムにおムにおムにお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私ののののほほほほううううはははは、、、、パパパパワーワーワーワーポポポポイントをイントをイントをイントを使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいていていていて、、、、簡簡簡簡単単単単にににに、、、、5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらいおおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  最初最初最初最初にににに、、、、私私私私たちたちたちたち団体団体団体団体のののの名前名前名前名前ですけですけですけですけれれれれどどどどもももも、、、、びびびびんんんん「「「「再再再再使使使使用用用用」」」」ですのでですのでですのでですので、「、「、「、「再再再再利用利用利用利用」、」、」、」、リリリリサイサイサイサイクルとはクルとはクルとはクルとは区区区区別別別別していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたいとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。再再再再びびびび使使使使うううう、、、、再再再再使使使使用用用用のののの、、、、リリリリターナブルのターナブルのターナブルのターナブルのネットワークですネットワークですネットワークですネットワークです。。。。私私私私たちたちたちたちびびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネネネネットワークのットワークのットワークのットワークのポポポポイントイントイントイントはははは、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう、、、、再再再再使使使使用用用用ですのでですのでですのでですので、、、、本本本本日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演でででで三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもあにもあにもあにもありりりりましたましたましたました、、、、『『『『これからはこれからはこれからはこれからは、、、、フローフローフローフロー経経経経済済済済ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ストックストックストックストック経済経済経済経済をををを目指目指目指目指していくしていくしていくしていくんだんだんだんだとととと。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のためにはスのためにはスのためにはスのためにはストックトックトックトック経済経済経済経済がががが必要必要必要必要ななななんだんだんだんだ。。。。』』』』というおというおというおというお話話話話のストックのストックのストックのストック経済経済経済経済にまさしくにまさしくにまさしくにまさしくふふふふさわしいのがさわしいのがさわしいのがさわしいのがリリリリターナターナターナターナブルではないかというブルではないかというブルではないかというブルではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの画画画画面面面面がががが、、、、びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの全全全全体体体体像像像像でででで、、、、北北北北海道海道海道海道からからからから九九九九州州州州までまでまでまで、、、、このブルーのこのブルーのこのブルーのこのブルーの表示表示表示表示がががが設立設立設立設立当時当時当時当時のののの 1994 年年年年にににに設立設立設立設立したしたしたした生生生生協協協協でででで、、、、東東東東都都都都生生生生協協協協、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏ココココープープープープ事業連合事業連合事業連合事業連合（（（（最近名前最近名前最近名前最近名前がががが変変変変わわわわりりりりましたましたましたましたけれどもけれどもけれどもけれども））））、、、、生生生生活活活活クラブクラブクラブクラブ、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココープープープープ連合連合連合連合でででで発発発発足足足足しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、2000年年年年にににに生生生生協連合会協連合会協連合会協連合会きらきらきらきらりりりり（（（（大大大大阪阪阪阪））））、、、、とととと新新新新潟潟潟潟方方方方面面面面のののの新新新新潟潟潟潟県県県県総総総総合合合合生生生生協協協協がががが参加参加参加参加しましてしましてしましてしまして、、、、6 生生生生協協協協、、、、約約約約
150万万万万人人人人のののの組組組組合合合合人人人人がびがびがびがびんんんんののののリリリリターナブルにターナブルにターナブルにターナブルに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの画画画画面面面面はははは、、、、リリリリターナブルびターナブルびターナブルびターナブルびんんんんのののの一一一一例例例例ですですですです。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは千葉県千葉県千葉県千葉県でででで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エルエルエルエルココココーーーーププププ生生生生協協協協ののののリリリリターナブルのターナブルのターナブルのターナブルの商商商商品品品品ですですですです。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは 350ml。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは生生生生活活活活クラブクラブクラブクラブ生生生生協協協協のののの、、、、同同同同一形一形一形一形状状状状のののの 500ml のののの商商商商品品品品でででで、、、、こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、350ml のののの同同同同じじじじ形形形形をしたをしたをしたをしたリリリリターナブルのターナブルのターナブルのターナブルの容容容容器器器器ですですですです。。。。 

  このこのこのこの似似似似たたたた容容容容器器器器、、、、昔昔昔昔はははは、、、、一一一一升瓶升瓶升瓶升瓶ではこういうではこういうではこういうではこういうケケケケースがあースがあースがあースがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、おおおお酒酒酒酒ややややみみみみりんりんりんりん、、、、あるあるあるあるいはおいはおいはおいはお酢酢酢酢ですとかですとかですとかですとか、、、、中中中中身身身身はははは全全全全然然然然違違違違ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、容容容容器器器器はははは一一一一緒緒緒緒というというというというものですものですものですものです。。。。ここここのののの Rびびびびんんんんでででではははは、、、、一一一一般般般般のののの食食食食材材材材でででで使使使使ったものですったものですったものですったものですがががが、、、、こちらはジこちらはジこちらはジこちらはジュュュュースがースがースがースが入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、回回回回収収収収してしてしてして洗洗洗洗ってってってって、、、、次次次次はまたはまたはまたはまた食食食食酢酢酢酢をををを入入入入れることができるれることができるれることができるれることができる。。。。さらにはさらにはさらにはさらにはソソソソースースースースややややみみみみりんだりんだりんだりんだとかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなもなもなもなものにのにのにのに使使使使いいいい回回回回すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。昔昔昔昔のののの一一一一升瓶升瓶升瓶升瓶のようなのようなのようなのような形形形形ののののリリリリターナブルのターナブルのターナブルのターナブルの容容容容器器器器ですですですです。。。。ここここのようのようのようのようなしくみなしくみなしくみなしくみはははは、、、、私私私私たちびたちびたちびたちびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの生生生生協協協協のののの大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴でででで、、、、環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国とととと言言言言われわれわれわれているようなているようなているようなているような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、、、、このこのこのこのようなようなようなようなリリリリユユユユースはなかなかないというースはなかなかないというースはなかなかないというースはなかなかないというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いておいておいておいてお
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りりりりますますますます。。。。 

  こういったこういったこういったこういったわたしたちわたしたちわたしたちわたしたちのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、政政政政府主催府主催府主催府主催のののの 3R イニシアチブイニシアチブイニシアチブイニシアチブ閣閣閣閣僚僚僚僚会合会合会合会合のののの資料資料資料資料のののの中中中中ででででもももも取取取取りりりり上上上上げげげげられていますられていますられていますられています。。。。 

  こちらこちらこちらこちらのののの画画画画面面面面にににに、、、、EPR をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、拡大拡大拡大拡大生生生生産者産者産者産者責任責任責任責任をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの資料資料資料資料があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、そのそのそのその中中中中にににに、、、、びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの R びびびびんんんんがががが『『『『再再再再利用可能利用可能利用可能利用可能統統統統一一一一びびびびんんんん』』』』ということでということでということでということで、、、、世世世世界界界界にににに向向向向けてけてけてけて紹介紹介紹介紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの R びびびびんんんんをををを取取取取りりりり組組組組んんんんでいるのはでいるのはでいるのはでいるのは、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県のののの場場場場合合合合ですとですとですとですと、、、、先先先先ほほほほどどどど紹介紹介紹介紹介しましたとおしましたとおしましたとおしましたとおりりりり、、、、エルエルエルエルココココープとープとープとープと生生生生活活活活クラクラクラクラブブブブ生生生生協千葉協千葉協千葉協千葉となっていとなっていとなっていとなっていますますますます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、びびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワネットワネットワネットワークークークーク全全全全体体体体でででで、、、、1 年年年年間間間間ににににどのくらいどのくらいどのくらいどのくらいリリリリユユユユースをしているかースをしているかースをしているかースをしているかというというというという実実実実績績績績ですがですがですがですが、、、、年年年年間間間間 1,400万万万万本本本本、、、、重重重重量量量量でででで 4,000 トンですトンですトンですトンです。。。。回回回回収収収収がががが 1,000万万万万本本本本でででで、、、、約約約約 3,000トントントントン。。。。回回回回収収収収しているしているしているしている量量量量はははは、、、、ほほほほぼぼぼぼ体体体体育育育育館館館館 1 棟棟棟棟分分分分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当当当当たたたたりりりりますますますます。。。。毎毎毎毎年年年年、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、体体体体育育育育館館館館ととと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量量量量のびのびのびのびんんんんをををを回回回回収収収収していしていしていしていますますますます。。。。重重重重量量量量回回回回収収収収率率率率、、、、大体大体大体大体 77％％％％ですからですからですからですから、、、、約約約約 4.3回回回回使使使使いいいい回回回回しているしているしているしている計計計計算算算算になになになになりりりりますますますます。。。。 

  これによこれによこれによこれによりりりり削削削削減減減減したしたしたした CO2 はははは約約約約 3,000 トントントントンにににに上上上上るるるるののののではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、推推推推計計計計値値値値によによによによりりりり自自自自己評己評己評己評価価価価をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、リリリリユユユユースをしないでースをしないでースをしないでースをしないでリリリリサイクルしたサイクルしたサイクルしたサイクルした場場場場合合合合とととと比比比比較較較較してしてしてして計計計計算算算算ししししたもたもたもたものでのでのでのですすすす。。。。 

  同同同同時時時時にににに節節節節約約約約したしたしたした自治体自治体自治体自治体のののの収収収収集集集集費用費用費用費用ににににつつつついておいておいておいてお話話話話しますしますしますします。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは自自自自己己己己負担負担負担負担でででで R びびびびんんんんをををを回回回回収収収収しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。これをもしこれをもしこれをもしこれをもしリリリリユユユユースをしなけれースをしなけれースをしなけれースをしなければばばば、、、、自治体自治体自治体自治体がががが収収収収集集集集してしてしてしてリリリリサイクルするとサイクルするとサイクルするとサイクルするといういういういう形形形形になになになになりりりりますのでますのでますのでますので、、、、リリリリユユユユースのースのースのースの分分分分はははは自治体自治体自治体自治体がががが集集集集めないでめないでめないでめないで済済済済みましたからみましたからみましたからみましたから、、、、節節節節約約約約したしたしたした収収収収集集集集費費費費はははは約約約約 1.6億億億億円円円円、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体でででで毎毎毎毎年年年年 1.6億億億億円円円円のののの自治体自治体自治体自治体のののの収収収収集集集集費費費費をををを節節節節約約約約しているというのがしているというのがしているというのがしているというのが私私私私たちのたちのたちのたちの取取取取りりりり組組組組みみみみのののの具具具具体的体的体的体的なななな成成成成果果果果になになになになりりりりますますますます。。。。 

  次次次次のののの画画画画面面面面ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆ささささんんんんよくよくよくよくごごごご存存存存じじじじのののの、、、、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、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの 3Rのののの優優優優先先先先順位順位順位順位がががが大事大事大事大事ですよということですですよということですですよということですですよということです。。。。これこれこれこれがががが基本基本基本基本ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは一一一一般般般般原原原原則則則則ですのでですのでですのでですので、、、、いいいいろんろんろんろんなものがなものがなものがなものが 3R にににに当当当当てはまてはまてはまてはまりりりりますますますます。。。。容容容容器包装器包装器包装器包装にににに対対対対してしてしてしてリリリリユユユユースをースをースをースを選択選択選択選択してしてしてしているいるいるいる立立立立場場場場からからからから、、、、食品食品食品食品のののの場場場場合合合合のののの 3R というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えるとえるとえるとえると、、、、ややややははははりりりり生生生生産産産産量量量量そのものをそのものをそのものをそのものを変変変変えないでえないでえないでえないで効効効効果果果果的的的的なななな環境環境環境環境負荷削負荷削負荷削負荷削減減減減、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環ココココストのストのストのストの削削削削減減減減をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ややややははははりりりり唯唯唯唯一一一一のののの解解解解というのがというのがというのがというのがリリリリターナブルターナブルターナブルターナブル、、、、再再再再使使使使用用用用ではないのかなというではないのかなというではないのかなというではないのかなというふふふふうにうにうにうに考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  最最最最後後後後ののののまとめということでまとめということでまとめということでまとめということで、、、、「「「「提言提言提言提言－－－－くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 3R をををを実行実行実行実行するするするする－－－－」」」」ににににつつつついていていていて、、、、私私私私たちたちたちたちびびびびんんんん再再再再使使使使用用用用ネットワークからネットワークからネットワークからネットワークから提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。まずまずまずまず始始始始めにめにめにめに、、、、リリリリターナブルターナブルターナブルターナブル入入入入りりりりのののの商商商商品品品品をををを選選選選んんんんでくでくでくでくだだだださいさいさいさい。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生協協協協にににに入入入入らないとらないとらないとらないと、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの R びびびびんんんんのののの商商商商品品品品はははは買買買買ええええませませませませんんんんがががが、、、、生生生生協協協協にににに加加加加入入入入しなくてもしなくてもしなくてもしなくても、、、、びびびびんんんんビビビビールールールールやややや、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳のびのびのびのびんんんんとかとかとかとか、、、、ままままだだだだままままだだだだ社会社会社会社会のののの中中中中でででで生生生生きききき残残残残っているびっているびっているびっているびんんんんがあがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜひぜひぜひぜひリリリリターナブルのびターナブルのびターナブルのびターナブルのびんんんんででで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だだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、リリリリターナブルターナブルターナブルターナブル商商商商品品品品をををを扱扱扱扱うううう事業者事業者事業者事業者をををを応応応応援援援援してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい。。。。本本本本日日日日のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、学学学学校校校校教育教育教育教育、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自治会自治会自治会自治会でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは飯田飯田飯田飯田ささささんんんんのようなのようなのようなのような市民団体市民団体市民団体市民団体によるによるによるによる働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、そういったことそういったことそういったことそういったことによってによってによってによって、、、、企業企業企業企業やややや行行行行政政政政にはいにはいにはいにはいろんろんろんろんなななな変変変変化化化化がががが起起起起きていきていきていきているとるとるとると報告報告報告報告されていされていされていされていますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、最初最初最初最初にににに三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったような【【【【99 対対対対 1】】】】のののの、、、、このこのこのこの 1 のののの部部部部分分分分というのというのというのというのががががどどどどんんんんどどどどんんんん増増増増えているえているえているえているののののではないかではないかではないかではないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその 1 がががが増増増増えるようにえるようにえるようにえるように、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆ささささんんんんもももも事業者事業者事業者事業者にににに対対対対してしてしてして働働働働きかけをしていたきかけをしていたきかけをしていたきかけをしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  3R にはにはにはには優優優優先先先先順位順位順位順位があるがあるがあるがあるということということということということ。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じだじだじだじだとととと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、リリリリサイクサイクサイクサイクルのルのルのルの費用費用費用費用ににににつつつついていていていてもきちもきちもきちもきちんんんんとととと把握把握把握把握していたしていたしていたしていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいな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、、、、リリリリユユユユースをすースをすースをすースをす
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れれれればばばば自治体自治体自治体自治体のののの収収収収集集集集費費費費をををを使使使使わないでわないでわないでわないで済済済済むむむむというおというおというおというお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいたののののですがですがですがですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりリリリリサイクルにはおサイクルにはおサイクルにはおサイクルにはお金金金金がかかっていますのでがかかっていますのでがかかっていますのでがかかっていますので、、、、リリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばばいいいいいいいいんだんだんだんだということではなということではなということではなということではなくてくてくてくて、、、、リリリリサイクルにはこれサイクルにはこれサイクルにはこれサイクルにはこれだだだだけおけおけおけお金金金金がかかっていますよということをきちがかかっていますよということをきちがかかっていますよということをきちがかかっていますよということをきちんんんんとわかっていとわかっていとわかっていとわかっていたたたただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、リリリリユユユユースをースをースをースを社会社会社会社会にににに広広広広めるためにめるためにめるためにめるために今今今今のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを変変変変えようというえようというえようというえようという提提提提案案案案ををををしていますしていますしていますしています。。。。それにはそれにはそれにはそれには、、、、今今今今のののの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは、、、、リリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは税税税税負担負担負担負担でででで、、、、税税税税金金金金でででで集集集集めるということめるということめるということめるということがががが基本基本基本基本になっていになっていになっていになっているものでるものでるものでるものですからすからすからすから、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながらリリリリユユユユースはースはースはースは冷冷冷冷遇遇遇遇されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの部部部部分分分分をををを何何何何とかとかとかとか解解解解消消消消してしてしてして、、、、リリリリユユユユースをースをースをースを社会社会社会社会にもにもにもにも広広広広めていきたいということでめていきたいということでめていきたいということでめていきたいということで、、、、仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの改改改改正正正正、、、、制制制制度度度度をををを見見見見直直直直していこうというしていこうというしていこうというしていこうという提提提提案案案案をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。このあたこのあたこのあたこのあたりりりりももももぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆ささささんんんんもももも一一一一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいけでいけでいけでいけたらたらたらたらうれしいうれしいうれしいうれしいなとなとなとなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、おおおお手手手手元元元元にあるにあるにあるにある資料資料資料資料はははは参考参考参考参考資料資料資料資料としてとしてとしてとしてつつつつくらせていたくらせていたくらせていたくらせていただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、もしもしもしもし議議議議論論論論のののの中中中中ででででごごごご質質質質問問問問とかあとかあとかあとかありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。あああありりりりがとがとがとがとううううごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 谷口谷口谷口谷口     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。今今今今、、、、山山山山本本本本ささささんんんんのプのプのプのプレレレレゼンゼンゼンゼン資料資料資料資料のののの参考参考参考参考資料資料資料資料のののの中中中中にににに、「、「、「、「LCAでででで明明明明らかならかならかならかな環境環境環境環境負荷低負荷低負荷低負荷低減減減減効効効効果果果果」」」」というのがというのがというのがというのがごごごございますざいますざいますざいますねねねね。。。。これをこれをこれをこれをごごごごららららんんんんになっていたになっていたになっていたになっていただだだだくくくくとととと、、、、ワンワンワンワンウウウウェイびェイびェイびェイびんんんんのののの固形固形固形固形廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物量量量量がががが飛飛飛飛びびびび抜抜抜抜けてけてけてけて高高高高いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。まさにこれはまさにこれはまさにこれはまさにこれは LCA手法手法手法手法にににによるよるよるよる容容容容器器器器間比間比間比間比較較較較報告書報告書報告書報告書、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの安安安安井井井井先先先先生生生生ががががつつつつくられたくられたくられたくられた表表表表のようですがのようですがのようですがのようですが、、、、これをこれをこれをこれを見見見見てもてもてもても明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、このようなこのようなこのようなこのような優優優優先先先先順位順位順位順位のののの一一一一番高番高番高番高いものからいものからいものからいものから取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるということでおられるということでおられるということでおられるということはははは、、、、3R のののの優優優優先先先先順位順位順位順位ということからもということからもということからもということからも非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの参考参考参考参考資料資料資料資料はははは非非非非常常常常にににに貴重貴重貴重貴重ななななデデデデータータータータじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、松松松松本本本本様様様様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 松松松松本本本本 

  ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。私私私私はははは、、、、映像映像映像映像をををを中中中中心心心心にににに、、、、話話話話をををを進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私のののの足足足足ががががかかかかりりりりになになになになりりりりましたのはましたのはましたのはましたのは、、、、もうもうもうもう 8 年年年年になになになになりりりりますますますますがががが、、、、市川市市川市市川市市川市がががが環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画にににに市民市民市民市民のののの提提提提案案案案ををををとととと、、、、いうことでいうことでいうことでいうことで、、、、このこのこのこの辺辺辺辺からかかわからかかわからかかわからかかわりりりりをををを始始始始めまめまめまめまししししたたたた。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題にゼロのにゼロのにゼロのにゼロの私私私私がががが現現現現在在在在あるのはあるのはあるのはあるのは、、、、ここここのののの環境市民会議環境市民会議環境市民会議環境市民会議からですからですからですからです。。。。このパワーこのパワーこのパワーこのパワーポポポポイントをイントをイントをイント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きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、今現今現今現今現在在在在かかかかかわっておかわっておかわっておかわっておりりりりますエますエますエますエココココライフライフライフライフ推進推進推進推進員員員員制制制制度度度度のののの事事事事務局務局務局務局をしていますをしていますをしていますをしています、、、、環境環境環境環境政策課政策課政策課政策課のののの皆皆皆皆ささささんんんんががががつつつつくってくくってくくってくくってくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。ここここんんんんなななな私私私私のののの活動活動活動活動ではではではではごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、会会会会場場場場ににににエエエエココココライフライフライフライフ推進推進推進推進員員員員のののの方方方方がががが大大大大勢勢勢勢見見見見えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。本本本本当当当当ににににあああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。そそそそんんんんなことでなことでなことでなことで、、、、このこのこのこの環環環環境市民会議境市民会議境市民会議境市民会議のののの 1期期期期、、、、2期期期期、、、、3期期期期をををを通通通通じじじじ、、、、3期期期期ががががエエエエココココライフライフライフライフ推進推進推進推進員員員員制制制制度度度度をををを市市市市にににに提提提提案案案案しししし、、、、それがそれがそれがそれが実現実現実現実現しまししまししまししましたたたた。。。。エエエエココココライフライフライフライフ推進推進推進推進員員員員はははは市市市市長長長長よよよよりりりり委委委委嘱嘱嘱嘱をををを受受受受けけけけ、、、、活動活動活動活動をををを始始始始めてめてめてめて 2 年年年年目目目目になになになになりりりりまままますすすすがががが、、、、1期期期期ははははこのこのこのこの 8 月月月月でででで終終終終了了了了をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。 

  活動内容活動内容活動内容活動内容はははは、、、、市民市民市民市民とととと行行行行政政政政とでとでとでとで作作作作成成成成したしたしたした環境環境環境環境家家家家計計計計○○○○ぼぼぼぼ、、、、このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい冊冊冊冊子子子子ははははパートパートパートパート 1 ですですですですがががが、、、、現現現現在在在在はははは、、、、このパートこのパートこのパートこのパート 2 ののののほほほほうでうでうでうで、、、、啓発啓発啓発啓発のののの活動等活動等活動等活動等をををを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  このようなこのようなこのようなこのような活動活動活動活動をエをエをエをエココココライスライスライスライス推進推進推進推進員員員員でしておでしておでしておでしておりりりりますますますます。。。。3R にはにはにはには、、、、直直直直接接接接ということではあということではあということではあということではありりりりませませませませんんんんがががが、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ということからということからということからということから、、、、すすすすべべべべててててひひひひっくるめてっくるめてっくるめてっくるめて、、、、こういうこういうこういうこういう活動活動活動活動をしておをしておをしておをしておりりりりまままますすすす。。。。大体大体大体大体、、、、自治会自治会自治会自治会がががが非非非非常常常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。。。。上上上上はははは、、、、市川市市川市市川市市川市でででで 2 番番番番目目目目にににに大大大大きいきいきいきい鬼鬼鬼鬼高高高高自治会自治会自治会自治会ですですですです。。。。次次次次にににに平平平平田田田田自治会自治会自治会自治会ですですですです。。。。そこでさまざまなそこでさまざまなそこでさまざまなそこでさまざまな啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行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生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機をををを、、、、
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このこのこのこの鬼鬼鬼鬼高高高高ではではではでは推進推進推進推進していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、それをそれをそれをそれを含含含含めためためためた話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。下下下下はははは、、、、女女女女性性性性のののの集集集集いでいでいでいで、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな資料資料資料資料をもとにをもとにをもとにをもとに紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  ここはここはここはここは大大大大洲婦洲婦洲婦洲婦人人人人会会会会、、、、同同同同じじじじようなようなようなような内容内容内容内容ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、こういうとここういうとここういうとここういうところろろろにににに参加参加参加参加されるされるされるされる婦婦婦婦人人人人会会会会のののの皆皆皆皆様様様様というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してのしてのしてのしての意識意識意識意識がががが非非非非常常常常にににに高高高高くてくてくてくて、、、、生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機ははははかなかなかなかなりりりり質質質質問問問問がががが出出出出たたたたりりりり、、、、ほほほほんんんんとうにうれしいとうにうれしいとうにうれしいとうにうれしい悲悲悲悲鳴鳴鳴鳴でしたでしたでしたでした。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、私私私私がががが役員役員役員役員をしてをしてをしてをしておおおおりりりりましたましたましたました関係関係関係関係でででで、、、、昭昭昭昭和学和学和学和学院院院院でででで、、、、ぜひぜひぜひぜひエエエエココココクックックックッキキキキングをングをングをングをややややってってってってほほほほしいということでしいということでしいということでしいということで、、、、中学中学中学中学とととと高高高高校校校校のののの役員役員役員役員のののの皆皆皆皆ささささんんんんでででで、、、、10 名名名名くらいくらいくらいくらいのののの先先先先生生生生方方方方ももも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きききき、、、、エエエエココココクックックックッキキキキングをングをングをングを実実実実践践践践しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントでイントでイントでイントで、「、「、「、「上手上手上手上手にいたにいたにいたにいただだだだきますきますきますきます」」」」をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたした講講講講座座座座もさせていたもさせていたもさせていたもさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  ここここちらはちらはちらはちらは、、、、とてもすてきなとてもすてきなとてもすてきなとてもすてきな、、、、トトトトレレレレンンンンディディディディなおなおなおなお嬢嬢嬢嬢様様様様方方方方をををを前前前前にににに、、、、今私今私今私今私がががが持持持持っているのはっているのはっているのはっているのはママママイイイイババババッグですッグですッグですッグです。。。。ママママイイイイババババッグッグッグッグににににつつつついてといてといてといてと、、、、またまたまたまた、、、、エエエエココココクックックックッキキキキングのングのングのングの話話話話ななななどどどどさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。全員全員全員全員がががが、「、「、「、「ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーになーになーになーになりりりりますますますます」」」」というというというという――宣言宣言宣言宣言はしたかどうかわかはしたかどうかわかはしたかどうかわかはしたかどうかわかりりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい感感感感想想想想をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは小小小小学学学学校校校校ですがですがですがですが、、、、ここここここここではエではエではエではエココココクックックックッキキキキングとかングとかングとかングとか、、、、省省省省エネエネエネエネ学学学学習習習習とかとかとかとか、、、、係係係係わわわわりりりりをををを持持持持たせていたたせていたたせていたたせていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。最近最近最近最近のののの講講講講座座座座ではではではでは、、、、私私私私はははは、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商大大大大のののの政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部部部部でででで、、、、一一一一般般般般のののの市民市民市民市民をををを交交交交えたえたえたえた講講講講座座座座がががが聞聞聞聞けるというけるというけるというけるという機機機機会会会会にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。そこにそこにそこにそこに参加参加参加参加したときにしたときにしたときにしたときに、、、、三橋教授三橋教授三橋教授三橋教授のののの 99対対対対 1 のののの原原原原則則則則というというというという話話話話をををを非非非非常常常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せていたかせていたかせていたかせていただだだだいていていていて、、、、ききききょょょょうもうもうもうも、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演でででで話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたましたがががが、、、、そのそのそのその 99対対対対 1 のののの原原原原則則則則をこのクラスでよくをこのクラスでよくをこのクラスでよくをこのクラスでよく話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていますいていますいていますいています。「。「。「。「おおおおばばばばささささんんんん、、、、僕僕僕僕、、、、99対対対対 1 のののの１１１１になるかになるかになるかになるかららららねねねね」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「10 になるよになるよになるよになるよ」」」」とととと、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい声声声声もいたもいたもいたもいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。     またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、生生生生ごごごごみのおみのおみのおみのお話話話話がががが出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、私私私私のとこのとこのとこのところろろろはずっとはずっとはずっとはずっと堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化をしてをしてをしてをしていたいたいたいたんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、限限限限りりりりあるあるあるある庭庭庭庭ですのでですのでですのでですので、、、、今今今今はははは生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機ののののほほほほうにうにうにうに移移移移りりりりましたましたましたました。。。。生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機、、、、これはこれはこれはこれは機機機機械械械械ですからですからですからですから電電電電気気気気代代代代がかかるがかかるがかかるがかかるんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと質質質質問問問問もあるもあるもあるもあるんんんんですがですがですがですが、、、、大体大体大体大体 1カカカカ月月月月にににに 500 円円円円、、、、そそそそんんんんなななな感感感感じじじじでででで、、、、あまあまあまあまりりりり生生生生ごごごごみがみがみがみが入入入入りりりり過過過過ぎぎぎぎているというているというているというているという苦苦苦苦情情情情もいたもいたもいたも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、、、、これはこれはこれはこれは見見見見せるためにせるためにせるためにせるために、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい入入入入れちれちれちれちゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。右右右右側側側側はははは、、、、1 日日日日でこうなでこうなでこうなでこうなりりりりますますますます。。。。下下下下はははは、、、、4 カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいらいらいらい入入入入れるとこれれるとこれれるとこれれるとこれだだだだけのけのけのけの量量量量、、、、これはこれはこれはこれは、、、、うちのうちのうちのうちの庭庭庭庭のプランターにのプランターにのプランターにのプランターに入入入入れるれるれるれる、、、、これこれこれこれでででで精精精精一一一一杯杯杯杯ななななんんんんですですですです。。。。 、、、、私私私私はははは、、、、ききききょょょょうはうはうはうはじゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパートナーパートナーパートナーパートナーとしてとしてとしてとして招招招招かれましたけれどもかれましたけれどもかれましたけれどもかれましたけれども、、、、じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんパーパーパーパートナーのトナーのトナーのトナーの活動活動活動活動ととととしましてしましてしましてしまして、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、ごごごごみみみみ集集集集積積積積場場場場のののの見見見見張張張張りりりり番番番番とかとかとかとか、、、、3 カカカカ月月月月にににに一一一一遍遍遍遍のののの報告会等報告会等報告会等報告会等でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな活動活動活動活動をまとめたものををまとめたものををまとめたものををまとめたものを発発発発表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。ここここんんんんなななな活動活動活動活動をしておをしておをしておをしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに地地地地道道道道なななな活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、時間時間時間時間もかかもかかもかかもかかりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、私私私私はははは自自自自負負負負しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。こういうこういうこういうこういう私私私私たちがいなけれたちがいなけれたちがいなけれたちがいなければばばば、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり市川市市川市市川市市川市ののののごごごごみもなくならないみもなくならないみもなくならないみもなくならないんんんんじじじじゃゃゃゃないのかなとかないのかなとかないのかなとかないのかなとか、、、、そこでそこでそこでそこで私私私私はははは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは提言提言提言提言ととととしてしてしてして、、、、1つつつつ紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日をををを契契契契機機機機にににに、「、「、「、「もったいないもったいないもったいないもったいない運運運運動動動動・イン・・イン・・イン・・イン・市川市川市川市川」」」」というのをというのをというのをというのを立立立立ちちちち上上上上げげげげましたのでましたのでましたのでましたので、、、、ここでここでここでここで宣宣宣宣言言言言させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 谷口谷口谷口谷口 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。松松松松本本本本様様様様のののの資料資料資料資料のののの中中中中にもにもにもにも、「、「、「、「ライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを見見見見直直直直してしてしてして」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉があってがあってがあってがあって、、、、そのためにエそのためにエそのためにエそのためにエココココライフをライフをライフをライフを推推推推奨奨奨奨しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、結結結結局局局局はははは、、、、ラララライフスタイルがイフスタイルがイフスタイルがイフスタイルが変変変変われわれわれわればばばば、、、、川川川川上上上上のののの流流流流通通通通業者業者業者業者もももも、、、、事業者事業者事業者事業者もももも、、、、すすすすべべべべてててて変変変変わるわるわるわるんじんじんじんじゃゃゃゃないかなとないかなとないかなとないかなと私私私私はははは思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺ににににつつつついていていていて頑頑頑頑張張張張っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷様谷様谷様谷様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷課長課長課長課長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課長課長課長課長のののの浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  私私私私ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、だだだだれれれれでもでもでもでも実実実実践践践践できるできるできるできる 3R ということでということでということでということで、、、、簡簡簡簡単単単単にシートにシートにシートにシート何何何何枚枚枚枚かでまとめてかでまとめてかでまとめてかでまとめてみましたみましたみましたみました。。。。まずまずまずまず、、、、地球地球地球地球にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、市川市市川市市川市市川市にとってもにとってもにとってもにとってもメメメメリリリリットのあるットのあるットのあるットのある 3R をををを実実実実践践践践してしてしてして、、、、大大大大ききききなななな成成成成果果果果をををを出出出出そうということですそうということですそうということですそうということです。。。。市川市市川市市川市市川市にはにはにはには「「「「じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプランプランプランプラン 21」」」」というというというというごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量やややや資源化資源化資源化資源化にかかるにかかるにかかるにかかる基本基本基本基本計画計画計画計画があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、平平平平成成成成 23 年年年年までにまでにまでにまでにごごごごみのみのみのみの最終処最終処最終処最終処分分分分量量量量をををを 45％％％％以以以以上上上上減減減減らそうというらそうというらそうというらそうという目目目目標標標標にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ結結結結果果果果としてとしてとしてとして、、、、子子子子孫孫孫孫にににに緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかな地球地球地球地球をををを残残残残せるのではなせるのではなせるのではなせるのではないかいかいかいか、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが 1 つつつつあるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「3R をををを実実実実践践践践してしてしてしてごごごごみをみをみをみを減減減減らすらすらすらすためにはためにはためにはためには」」」」ということでということでということでということで、、、、シートのシートのシートのシートの左左左左にににに 3 つつつつのののの矢矢矢矢印印印印ででででキキキキーーーーワーワーワーワードドドドとなることをとなることをとなることをとなることを掲掲掲掲げげげげてみましたてみましたてみましたてみました。。。。シーシーシーシートのトのトのトの中中中中央央央央のののの「「「「環境環境環境環境やややや 3R にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした企業企業企業企業のののの製品製品製品製品をををを買買買買ってってってって応応応応援援援援するするするする」、」、」、」、これはグこれはグこれはグこれはグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーのーのーのーの精神精神精神精神にのっとってにのっとってにのっとってにのっとって行行行行うということでうということでうということでうということで、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、そういったそういったそういったそういった企業企業企業企業のののの製品製品製品製品をををを単単単単にににに買買買買ううううだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、自分自分自分自分もももも企業活動企業活動企業活動企業活動にににに参加参加参加参加するするするするんだんだんだんだというというというという意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって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必要必要必要必要ではないではないではないではないでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。シートのシートのシートのシートの右右右右はははは、、、、資源化資源化資源化資源化のののの具具具具体的体的体的体的なななな例例例例としてとしてとしてとして、、、、小小小小学学学学生生生生向向向向けにけにけにけにつつつつくったものでくったものでくったものでくったもので、、、、紙紙紙紙パックパックパックパック 30 枚枚枚枚でででで再生再生再生再生トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーがーパーがーパーがーパーが 5 個個個個できるできるできるできるというものですというものですというものですというものです。。。。再生再生再生再生品品品品のののの価価価価格格格格はははは最近下最近下最近下最近下がってきがってきがってきがってきたようですがたようですがたようですがたようですが、、、、ままままだだだだままままだだだだ高高高高いいいいというイというイというイというイメメメメージがージがージがージがあああありりりり、、、、購購購購入入入入するするするする際際際際はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと考考考考えてしまうとこえてしまうとこえてしまうとこえてしまうところろろろではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。     次次次次のシートのシートのシートのシートののののモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業はははは、、、、16 年度年度年度年度、、、、公公公公募募募募によによによによりりりり「「「「今今今今後後後後ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進」」」」をテーをテーをテーをテーママママにににに検検検検討討討討会会会会、「、「、「、「じゅんじゅんじゅんじゅんかかかかんんんんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその検検検検討結討結討結討結果果果果をををを市市市市長長長長にににに報告報告報告報告したことをしたことをしたことをしたことを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、今年度今年度今年度今年度のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、具具具具体的体的体的体的なななな事業事業事業事業としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげたものですたものですたものですたものです。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、農家農家農家農家のののの近近近近くにくにくにくに住住住住むむむむ方方方方、、、、１１１１７７７７～～～～８８８８人人人人がががが参加参加参加参加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ものですでいるものですでいるものですでいるものです。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの特特特特色色色色としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、まずまずまずまず、、、、農家農家農家農家のののの近近近近隣隣隣隣のののの方方方方がががが協力協力協力協力をしているということでをしているということでをしているということでをしているということで、、、、車車車車をををを使使使使ってってってって生生生生ごごごごみをみをみをみを運運運運ばばばばないないないないことですことですことですことです。。。。参加参加参加参加者者者者はははは、、、、ごごごごみステーションみステーションみステーションみステーションへへへへごごごごみをみをみをみを出出出出すすすす感感感感覚覚覚覚でででで生生生生ごごごごみをこのみをこのみをこのみをこの農家農家農家農家のののの方方方方がががが指定指定指定指定したしたしたした場場場場所所所所までまでまでまで運運運運ぶぶぶぶというというというという形形形形になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつのののの特特特特色色色色ととととしましてはしましてはしましてはしましては、、、、民民民民間間間間企業企業企業企業のののの協力協力協力協力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、生生生生分分分分解解解解のののの袋袋袋袋をををを使使使使ってってってって行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。一一一一般般般般的的的的にににに、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化をををを実施実施実施実施するときするときするときするときはははは、、、、ポポポポリバケツリバケツリバケツリバケツにににに入入入入れてれてれてれて持持持持っていくとかっていくとかっていくとかっていくとか、、、、ビビビビニニニニールールールール袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて行行行行なうなうなうなう訳訳訳訳ですがですがですがですが、、、、においがにおいがにおいがにおいが出出出出るるるる、、、、洗洗洗洗うううう手手手手間間間間がかかるがかかるがかかるがかかる、、、、ビビビビニールニールニールニール袋袋袋袋ががががごごごごみにみにみにみになるとかいわれていますなるとかいわれていますなるとかいわれていますなるとかいわれています。。。。生生生生分分分分解解解解のののの袋袋袋袋をををを使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを入入入入れたれたれたれた袋袋袋袋ごごごごととととココココンンンンポポポポストにストにストにストに入入入入れてれてれてれて堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化ができますのでができますのでができますのでができますので、、、、かなかなかなかなりりりりのののの省省省省力化力化力化力化ができているとができているとができているとができていると考考考考えますえますえますえます。。。。生生生生分分分分解解解解のののの速速速速度度度度はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろあるみたいですがあるみたいですがあるみたいですがあるみたいですが、、、、このこのこのこのモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業ではではではでは、、、、60 日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで自自自自然然然然にににに返返返返るというるというるというるというようなようなようなようなものをものをものをものを、、、、試試試試験験験験的的的的にににに使使使使ってってってっているとこいるとこいるとこいるところろろろですですですです。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、7 月月月月からからからから取取取取りりりり組組組組みましみましみましみましてててて、、、、来来来来年年年年のののの 3 月月月月までのまでのまでのまでの 9 カカカカ月月月月間間間間取取取取りりりり組組組組むむむむ予予予予定定定定でおでおでおでおりりりりますますますます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果をををを見見見見ましてましてましてまして、、、、このこのこのこのモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを拡拡拡拡張張張張していくのもしていくのもしていくのもしていくのも 1 つつつつのののの方方方方法法法法ですしですしですしですし、、、、今現今現今現今現在在在在、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの農家農家農家農家のののの方方方方からからからから手手手手がががが上上上上がっがっがっが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、、、、そちらのそちらのそちらのそちらの地域地域地域地域ににににもももも拡大拡大拡大拡大してしてしてしていこうということもいこうということもいこうということもいこうということも今今今今後検後検後検後検討討討討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  ここここのシートのシートのシートのシートはははは、、、、講演講演講演講演者者者者のののの方方方方のののの説説説説明明明明にもにもにもにも出出出出ていますていますていますています「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを取取取取りりりりまとめたものですまとめたものですまとめたものですまとめたものです。。。。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効発効発効発効されるされるされるされる際際際際にににに来来来来日日日日しましたアフしましたアフしましたアフしましたアフリリリリカでグカでグカでグカでグリリリリーンーンーンーンベベベベルトルトルトルト運運運運動動動動というというというという植植植植林林林林活動活動活動活動をををを進進進進めるワンめるワンめるワンめるワンガガガガリリリリ・・・・ママママータイさータイさータイさータイさんんんんがががが日日日日本本本本語語語語のののの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」のののの意意意意味味味味にににに感感感感銘銘銘銘しししし、、、、提唱提唱提唱提唱されたものされたものされたものされたものだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」、、、、ここここのことのことのことのことばばばばはははは、、、、3R――――リデリデリデリデュュュュースースースース「「「「発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制」、」、」、」、リリリリユユユユースースースース「「「「再再再再使使使使用用用用」、」、」、」、それからそれからそれからそれからリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル「「「「再生再生再生再生利用利用利用利用」」」」――――をたったをたったをたったをたった一言一言一言一言でででで包包包包みみみみ込込込込むむむむ日日日日本本本本語語語語のののの美美美美しいしいしいしいココココンンンンセセセセプトであってプトであってプトであってプトであって、、、、環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にするにするにするにする精神精神精神精神をををを一言一言一言一言でででで言言言言いあらいあらいあらいあらわすわすわすわす日日日日本本本本語語語語、、、、これにこれにこれにこれに深深深深くくくく共鳴共鳴共鳴共鳴、、、、感感感感銘銘銘銘してしてしてして、「、「、「、「MOTTAINAIキキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン」」」」をををを提唱提唱提唱提唱しししし、、、、国内国内国内国内でででで
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はははは 3 月月月月頃頃頃頃からからからから色色色色々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みがなされているとこみがなされているとこみがなされているとこみがなされているところろろろですですですです。。。。松松松松本本本本ささささんんんんからはからはからはからは、、、、様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実実実実践践践践しているしているしているしている中中中中でででで、、、、このこのこのこの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない運運運運動動動動」」」」にににに共共共共感感感感しししし、、、、先先先先ほほほほどどどど発発発発表表表表したしたしたした団体団体団体団体をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげたとたとたとたと聞聞聞聞きききき、、、、市川市市川市市川市市川市にもようにもようにもようにもようややややくくくく「「「「ごごごごみみみみ問問問問題題題題」」」」をををを専専専専門門門門にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ団体団体団体団体ができたとができたとができたとができたと、、、、実実実実感感感感しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。今今今今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契契契契機機機機にににに、、、、ほほほほかのかのかのかの方方方方々々々々ににににももももごごごごみにみにみにみに関関関関するするするする団体団体団体団体のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげのののの気気気気運運運運がががが高高高高まれまれまれまればばばば、、、、それとそれとそれとそれと、「、「、「、「ごごごごみみみみ」」」」のののの主主主主役役役役はははは自分自分自分自分たちたちたちたち市民市民市民市民であるというであるというであるというであるという意識意識意識意識をををを再認再認再認再認識識識識していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思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さささんんんんがががが、、、、ごごごごみみみみにににに関関関関心心心心をををを持持持持たないでたないでたないでたないで、、、、ごごごごみをみをみをみを増増増増ややややすすすす気気気気になれになれになれになればばばば幾幾幾幾らでもらでもらでもらでも増増増増ややややせますせますせますせます。。。。減減減減らすらすらすらす気気気気になれになれになれになればばばば、、、、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、、、、もうもうもうもう限限限限りりりりなくなくなくなくゼロにゼロにゼロにゼロに近近近近づけるということもできますづけるということもできますづけるということもできますづけるということもできます。。。。最終処最終処最終処最終処分分分分場場場場がないがないがないがない市川市市川市市川市市川市はははは、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量・・・・資源化資源化資源化資源化をををを市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと事業者事業者事業者事業者、、、、行行行行政政政政がががが協働協働協働協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くでいくでいくでいく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの取取取取りりりり組組組組みみみみやややや提提提提案案案案等等等等ににににつつつついていていていて、、、、おおおお話話話話ををををいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、市市市市ははははできるできるできるできる限限限限りりりりのののの支支支支援援援援をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは協力協力協力協力をしてをしてをしてをして一一一一緒緒緒緒ににににややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  このシートはこのシートはこのシートはこのシートはママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動のののの実実実実績績績績をををを示示示示したものでしたものでしたものでしたもので、、、、配布配布配布配布資料資料資料資料にはにはにはには載載載載せてあせてあせてあせてありりりりませませませませんんんんがががが、、、、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。。。。13、、、、14、、、、15 年度年度年度年度ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、市市市市ののののモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業というというというという形形形形でででで実施実施実施実施ししししましたましたましたました。。。。このこのこのこの 3 年年年年間間間間でででで 14万万万万枚枚枚枚ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを削削削削減減減減することができましたがすることができましたがすることができましたがすることができましたが、、、、16 年度年度年度年度はははは 17万万万万 3,000枚枚枚枚とととと、、、、大大大大きくきくきくきく伸伸伸伸びておびておびておびておりりりりますますますます。。。。そのそのそのその理理理理由由由由のののの 1つつつつはははは、、、、15 年年年年まではまではまではまではモモモモニターニターニターニターのののの方方方方にエにエにエにエココココカーカーカーカードドドドというものをというものをというものをというものを配布配布配布配布しましてしましてしましてしまして、、、、スタンプがスタンプがスタンプがスタンプが満満満満杯杯杯杯になれになれになれになればごばごばごばごみみみみ袋袋袋袋とととと交交交交換換換換するというするというするというするという形形形形でしたでしたでしたでしたがががが、、、、
16 年度年度年度年度はははは民民民民間間間間主体主体主体主体となったとなったとなったとなったママママイイイイババババッグッグッグッグ推進会推進会推進会推進会がががが中中中中心心心心となってとなってとなってとなって、、、、市内市内市内市内全全全全域域域域のおのおのおのお店店店店をををを対象対象対象対象としとしとしとしてててて、、、、このこのこのこの運運運運動動動動にににに賛賛賛賛同同同同したおしたおしたおしたお店店店店にににに行行行行けけけけばばばば、、、、誰誰誰誰でもエでもエでもエでもエココココカーカーカーカードドドドがもらえるというがもらえるというがもらえるというがもらえるという形形形形をををを従従従従来来来来ののののモモモモニターニターニターニター形形形形式式式式ののののほほほほかにかにかにかにつつつつけけけけ加加加加ええええたことたことたことたこ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。。。。またまたまたまた、、、、参加参加参加参加店舗店舗店舗店舗もももも、、、、16 年度年度年度年度はははは市内市内市内市内全全全全域域域域でででで約約約約 560 店舗店舗店舗店舗とととと伸伸伸伸びたびたびたびたここここともともともとも、、、、そのそのそのその理理理理由由由由であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。今年度今年度今年度今年度はははは 600 からからからから 700 ぐぐぐぐらいらいらいらいににににししししたいとたいとたいとたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。かなかなかなかなりりりり厳厳厳厳しいしいしいしいとととと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの気気気気持持持持ちをちをちをちを持持持持ってってってって皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに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必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、箕輪箕輪箕輪箕輪会会会会長長長長からもからもからもからも説説説説明明明明があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、多多多多くのくのくのくの店舗店舗店舗店舗のののの賛賛賛賛同同同同がないとがないとがないとがないと、、、、参加参加参加参加するするするする市民市民市民市民のののの方方方方もももも失失失失速速速速してしまうしてしまうしてしまうしてしまう、、、、そういうそういうそういうそういうことことことことのないようにのないようにのないようにのないように行行行行政政政政はははは頑頑頑頑張張張張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 谷口谷口谷口谷口 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。市川市市川市市川市市川市のののの方方方方々々々々はははは、、、、地域地域地域地域のののの住住住住民民民民とととと事業者事業者事業者事業者とととと行行行行政政政政がががが情情情情報報報報をををを共共共共有有有有しししし合合合合ってってってって循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づづづづくくくくりりりりをををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを打打打打ちちちち出出出出されておられますされておられますされておられますされておられます。。。。私私私私、、、、環境関係環境関係環境関係環境関係にはにはにはには 1994 年年年年からからからから、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学でゼロエミッションがでゼロエミッションがでゼロエミッションがでゼロエミッションが最初最初最初最初にににに提唱提唱提唱提唱されされされされ始始始始めたときからめたときからめたときからめたときから関関関関与与与与しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、5 年年年年、、、、10 年年年年前前前前にににに比比比比べべべべてててて隔隔隔隔世世世世のののの感感感感があがあがあがありりりりますますますますねねねね。。。。おおおお互互互互いいいい、、、、産産産産・・・・官官官官・・・・民民民民はははは全全全全くくくく断絶状断絶状断絶状断絶状態態態態でででで、、、、民民民民はははは産産産産をををを告発告発告発告発したしたしたしたりりりりププププレレレレッシッシッシッシャャャャーをかけーをかけーをかけーをかけ、、、、官官官官はははは責任責任責任責任逃逃逃逃れをしれをしれをしれをし、、、、産業産業産業産業界界界界はははは企業防企業防企業防企業防衛衛衛衛にににに走走走走るというるというるというるという、、、、非非非非常常常常にににに悪悪悪悪いいいい関係関係関係関係でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい関係関係関係関係にににに回回回回りりりり始始始始めたなとめたなとめたなとめたなといういういういうふふふふうにうにうにうに私私私私、、、、感感感感じじじじたたたた次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷課長谷課長谷課長谷課長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったよったよったよったようにうにうにうに、、、、役所役所役所役所がががが率先率先率先率先してしてしてして環境環境環境環境やややや 3R にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした企業企業企業企業のののの製製製製品品品品をををを買買買買っていこうっていこうっていこうっていこうじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと、、、、応応応応援援援援をするというようなこともをするというようなこともをするというようなこともをするというようなことも言言言言っておられるっておられるっておられるっておられる。。。。大大大大変変変変すすすすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことじじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじたたたた次次次次第第第第ですですですです。。。。 

  これでこれでこれでこれで大体大体大体大体四四四四方方方方のののの発発発発表表表表がががが終終終終わったわけでわったわけでわったわけでわったわけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、これからこれからこれからこれから、、、、会会会会場場場場からいたからいたからいたからいただだだだいたいたいたいた質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えすることにしたいとえすることにしたいとえすることにしたいとえすることにしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここでここでここでここで、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの特特特特権権権権でででで、、、、1つだつだつだつだけけけけ私私私私からパネラーのからパネラーのからパネラーのからパネラーの方方方方にににに、、、、質質質質問問問問というよというよというよというよりりりりもももも、、、、ごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきたいことがあるのですがきたいことがあるのですがきたいことがあるのですがきたいことがあるのですが、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも結結結結構構構構ななななんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私、、、、自分自分自分自分でででで実行実行実行実行していることでしていることでしていることでしていることで、、、、スーパースーパースーパースーパーやコやコやコやコンンンンビビビビニであまニであまニであまニであま
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りりりりにもにもにもにも食食食食べべべべ残残残残しししし、、、、捨捨捨捨てられるものがてられるものがてられるものがてられるものが多多多多いいいい。。。。聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによによによによりりりりますとますとますとますと、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国でででで 1,113万万万万トトトトンのンのンのンの食食食食べべべべ残残残残しがしがしがしが捨捨捨捨てられているてられているてられているてられている。。。。膨膨膨膨大大大大なななな量量量量ですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、世世世世界界界界のののの食糧食糧食糧食糧援援援援助助助助のののの量量量量がががが 1,000万万万万トントントントン。。。。それにそれにそれにそれに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするするぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、まさにもったいないまさにもったいないまさにもったいないまさにもったいないんんんんですがですがですがですが、、、、ささささささささややややかながらかながらかながらかながら、、、、私私私私はははは、、、、スーパーとかスーパーとかスーパーとかスーパーとかココココンンンンビビビビニでニでニでニで食食食食べべべべものをものをものをものを買買買買うときにはうときにはうときにはうときには、、、、賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限ががががぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりりりりのものをのものをのものをのものを、、、、もちもちもちもちろろろろんんんん冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫にににに何何何何日日日日もももも置置置置くものにはくものにはくものにはくものには余裕余裕余裕余裕をををを見見見見ますがますがますがますが、、、、賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限にににに近近近近いものをいものをいものをいものを選選選選んんんんでででで買買買買うことをうことをうことをうことを女女女女房房房房とととと一一一一緒緒緒緒ににににやりやりやりやり始始始始めているめているめているめているんんんんですがですがですがですが、、、、それはそれはそれはそれはピピピピントがずれているでしントがずれているでしントがずれているでしントがずれているでしょょょょうかうかうかうか、、、、あまあまあまあまりりりり意意意意味味味味ないことでしないことでしないことでしないことでしょょょょうかうかうかうか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご意見意見意見意見、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも結結結結構構構構ですがですがですがですが。。。。 

 松松松松本本本本 

  すすすすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私もももも、、、、主主主主婦婦婦婦ですのでですのでですのでですので、、、、まずまずまずまず、、、、おおおお買買買買いいいい物物物物にににに行行行行きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、
30％％％％オオオオフとかというのはフとかというのはフとかというのはフとかというのは、、、、大体大体大体大体賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限がががが近近近近づいておづいておづいておづいておりりりりますますますますねねねね。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを優優優優先先先先してしてしてして買買買買っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。安安安安心心心心しましたしましたしましたしました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの質質質質問問問問がががが結結結結構構構構たくさたくさたくさたくさんんんん来来来来ておておておておりりりりますがますがますがますが、、、、時間時間時間時間のののの関係関係関係関係からからからから、、、、選選選選んんんんでででで、、、、二二二二、、、、三三三三、、、、今今今今からからからからごごごご披露披露披露披露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、、、、似似似似たようなものもたようなものもたようなものもたようなものもごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、それをそれをそれをそれを合合合合わせわせわせわせてててて今今今今からからからから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。。。。 

  まずまずまずまず、「、「、「、「生生生生ごごごごみをみをみをみを堆堆堆堆肥肥肥肥にするにはどにするにはどにするにはどにするにはどんんんんなななな方方方方法法法法があがあがあがありりりりますかますかますかますか。。。。またまたまたまた、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに注注注注意意意意しなけしなけしなけしなけれれれればばばばならないのはどならないのはどならないのはどならないのはどんんんんなことでしなことでしなことでしなことでしょょょょうかうかうかうか」」」」ということとということとということとということと、「、「、「、「集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅でのでのでのでの生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化のののの方方方方法法法法はどうしたらいいのかはどうしたらいいのかはどうしたらいいのかはどうしたらいいのか」」」」とととと、、、、こういうこういうこういうこういうごごごご質質質質問問問問があるがあるがあるがあるんんんんですがですがですがですが、、、、飯田飯田飯田飯田ささささんんんんかかかか松松松松本本本本ささささんんんんかかかか、、、、あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお二二二二方方方方、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします……。。。。 

 飯田飯田飯田飯田代表代表代表代表 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず私私私私ののののほほほほううううからからからから。。。。家庭家庭家庭家庭でできるでできるでできるでできる生生生生ごごごごみのみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化のののの方方方方法法法法にはにはにはには、、、、市川市市川市市川市市川市でもでもでもでもややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃる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、、、、電電電電動動動動処処処処理機理機理機理機によるものとによるものとによるものとによるものと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、おおおお庭庭庭庭のあるのあるのあるのある方方方方ののののココココンンンンポポポポストストストスト化容化容化容化容器器器器によるものによるものによるものによるものがあがあがあがありりりりますますますます。。。。さらにさらにさらにさらにベベベベランダでできるものとしてランダでできるものとしてランダでできるものとしてランダでできるものとして、、、、段段段段ボボボボールールールール、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはバケツバケツバケツバケツをををを使使使使ってってってって、、、、循環型循環型循環型循環型生生生生ごごごごみみみみ処処処処理理理理というのもあというのもあというのもあというのもありりりりましてましてましてまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと工工工工夫夫夫夫がががが要要要要るるるるのですがのですがのですがのですが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも私私私私たちのたちのたちのたちの仲仲仲仲間間間間はははは、、、、狭狭狭狭いいいい場場場場所所所所でのでのでのでの生生生生ごごごごみみみみ処処処処理理理理ももももややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。つつつつままままりりりり、、、、要要要要はははは、、、、腐腐腐腐ったものをったものをったものをったものを入入入入れないとかれないとかれないとかれないとか、、、、細細細細かくかくかくかく切切切切ってってってって入入入入れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、そういうそういうそういうそういう工工工工夫夫夫夫をすることでをすることでをすることでをすることで、、、、段段段段ボボボボールでもできるールでもできるールでもできるールでもできる。。。。段段段段ボボボボールのールのールのールの中中中中にはにはにはには、、、、最初最初最初最初にににに腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを少少少少しししし乾乾乾乾かしてかしてかしてかして入入入入れておくれておくれておくれておく。。。。それそれそれそれからからからから、、、、ぬぬぬぬかをかをかをかを追追追追加加加加してしてしてして入入入入れるれるれるれる。。。。それからそれからそれからそれから水水水水分調分調分調分調整整整整にににに気気気気ををををつつつつけるけるけるける。。。。このようなことがちこのようなことがちこのようなことがちこのようなことがちょょょょっっっっとととと必要必要必要必要なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、でもでもでもでも、、、、目目目目のののの前前前前のののの段段段段ボボボボールのールのールのールの中中中中でででで、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、そのそのそのその発発発発酵熱酵熱酵熱酵熱がががが上上上上がってがってがってがって、、、、40 度度度度とかとかとかとか、、、、45 度度度度ぐぐぐぐらいにまでなったらいにまでなったらいにまでなったらいにまでなったりりりりしますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それをそれをそれをそれを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし入入入入れれれれていくていくていくていく中中中中でででで、、、、3 カカカカ月月月月ぐぐぐぐらいするとらいするとらいするとらいすると、、、、生生生生ごごごごみもみもみもみも形形形形はははは変変変変わってわってわってわって、、、、まあまあまあまあ、、、、消消消消えてなくなるこえてなくなるこえてなくなるこえてなくなることはあとはあとはあとはありりりりませませませませんんんん。。。。でもでもでもでも、、、、それをもとにしてそれをもとにしてそれをもとにしてそれをもとにして、、、、今度今度今度今度はははは腐腐腐腐葉葉葉葉土土土土をををを買買買買わないでわないでわないでわないで、、、、そのそのそのその中中中中にににに生生生生ごごごごみみみみをまたをまたをまたをまた細細細細かくしてかくしてかくしてかくして入入入入れていくとれていくとれていくとれていくと、、、、それがずっとそれがずっとそれがずっとそれがずっと循環循環循環循環できるというできるというできるというできるという、、、、こういうすこういうすこういうすこういうすばばばばらしいらしいらしいらしい方方方方法法法法ですですですです……。。。。 

  北北北北海道海道海道海道のようなとこのようなとこのようなとこのようなところろろろではではではでは冬冬冬冬はははは寒寒寒寒いのでいのでいのでいので、、、、それをそれをそれをそれを家庭家庭家庭家庭のおのおのおのお部部部部屋屋屋屋のののの中中中中にににに持持持持ちちちち込込込込めるというめるというめるというめるということでことでことでことで、、、、北北北北海道海道海道海道のののの方方方方はははは、、、、このこのこのこの段段段段ボボボボールールールール式式式式のののの生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化のののの方方方方法法法法がががが、、、、市民市民市民市民のののの団体団体団体団体でとてもでとてもでとてもでとても盛盛盛盛んんんんにににに行行行行われてわれてわれてわれているといるといるといると聞聞聞聞いていますしいていますしいていますしいていますし、、、、あるあるあるある自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、段段段段ボボボボールールールール方方方方式式式式のののの一一一一式式式式をををを市民市民市民市民のののの人人人人にににに



 41

あっせあっせあっせあっせんんんん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ともうこともうこともうことも聞聞聞聞いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。ききききょょょょうううう、、、、ちちちちょょょょうどこのうどこのうどこのうどこの日日日日８８８８月月月月 1 日日日日にににに、、、、都都都都内内内内ではではではでは堆堆堆堆肥肥肥肥化協会化協会化協会化協会でででで「「「「生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル全全全全国国国国交交交交流流流流集集集集会会会会 2005」」」」をををを開催開催開催開催しておしておしておしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう会会会会にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、いいいいろんろんろんろんなななな市民市民市民市民・・・・行行行行政政政政のののの方方方方がががが、「、「、「、「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」のののの精神精神精神精神でででで、、、、生生生生ごごごごみみみみもももも宝宝宝宝だだだだとととと思思思思うということでうということでうということでうということで、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化しているしているしているしている。。。。でもでもでもでも、、、、それはそれはそれはそれは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは楽楽楽楽ししししみながらみながらみながらみながら推進推進推進推進してしてしてしているというのをいるというのをいるというのをいるというのを聞聞聞聞くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの例例例例ですがですがですがですが、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの場場場場合合合合はははは、、、、1 つつつつにはにはにはには、、、、市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがあれあれあれあればばばば、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅用用用用のののの大型大型大型大型のののの電電電電動動動動処処処処理機理機理機理機をををを設設設設置置置置するということもあするということもあするということもあするということもありりりりますしますしますしますし、、、、2つつつつにはにはにはには先先先先ほほほほどどどど私私私私たちたちたちたちがががが行行行行っているっているっているっている例例例例としてとしてとしてとして、、、、農家農家農家農家のののの堆堆堆堆肥肥肥肥熟熟熟熟成成成成場場場場をををを使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきききき、、、、剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝チップのチップのチップのチップの中中中中にににに生生生生ごごごごみをみをみをみを入入入入れていくれていくれていくれていく。。。。できたできたできたできた堆堆堆堆肥肥肥肥をををを農家農家農家農家のののの方方方方のののの畑畑畑畑でででで使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくくくく、、、、そのそのそのその、、、、このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組組組組みみみみもあもあもあもありりりりますますますます。。。。畑畑畑畑でででで堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化するするするする場場場場合合合合はははは、、、、においもにおいもにおいもにおいもほほほほととととんんんんどあどあどあどありりりりませませませませんんんん。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが目指目指目指目指すもすもすもすものはのはのはのは、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを腐敗腐敗腐敗腐敗させないでさせないでさせないでさせないで、、、、発発発発酵酵酵酵させていくということですのでさせていくということですのでさせていくということですのでさせていくということですので、、、、被被被被いをすることでいをすることでいをすることでいをすることで、、、、発発発発酵酵酵酵もももも進進進進みみみみ、、、、においをにおいをにおいをにおいをほほほほととととんんんんどどどど避避避避けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆様様様様、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ試試試試されたらいされたらいされたらいされたらいいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。松松松松本本本本ささささんんんん、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ補足補足補足補足してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい。。。。 

 松松松松本本本本 

  私私私私ののののほほほほうはうはうはうは、、、、生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機ですのでですのでですのでですので、、、、このこのこのこの機機機機械械械械はははは、、、、先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話ししましたようにししましたようにししましたようにししましたように、、、、電電電電気気気気代代代代がかかがかかがかかがかかりりりりますますますます。。。。チップをチップをチップをチップを年年年年にににに 2 回回回回投投投投入入入入いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これはこれはこれはこれは大体大体大体大体、、、、私私私私のののの生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機でででではははは、、、、1,200円円円円でででで 2袋袋袋袋入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。とことことこところろろろがががが、、、、毎毎毎毎回回回回入入入入れているかといいますとれているかといいますとれているかといいますとれているかといいますと、、、、そうではそうではそうではそうではなくてなくてなくてなくて、「、「、「、「チップチップチップチップ投投投投入入入入」」」」というというというという赤赤赤赤いいいいママママークがークがークがークが点点点点灯灯灯灯しますしますしますします。。。。そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに、、、、チップでなくチップでなくチップでなくチップでなく、、、、残残残残渣渣渣渣ですがですがですがですが、、、、それをそれをそれをそれを入入入入れますれますれますれます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのランプがそのランプがそのランプがそのランプが消消消消えますのでえますのでえますのでえますので、、、、こういうずるをこういうずるをこういうずるをこういうずるをしておしておしておしておりりりりますますますます。。。。夏夏夏夏はははは特特特特におにおにおにお勧勧勧勧めというかめというかめというかめというか、、、、私私私私はははは 4人人人人家家家家族族族族ななななんんんんですがですがですがですが、、、、4人人人人家家家家族族族族でででで 1日日日日使使使使ったったったった台台台台所所所所のののの生生生生ごごごごみがみがみがみが、、、、かなかなかなかなりりりり多多多多いときもあいときもあいときもあいときもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、毎毎毎毎日日日日投投投投入入入入してもしてもしてもしても、、、、先先先先ほほほほどのようにどのようにどのようにどのように、、、、翌翌翌翌日日日日にはきれいになくなっておにはきれいになくなっておにはきれいになくなっておにはきれいになくなっておりりりり、、、、四四四四、、、、五五五五カカカカ月月月月するとするとするとすると、、、、ほほほほんんんんのののの少少少少ししししだだだだけけけけ出出出出るというるというるというるという、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化にはにはにはには向向向向きませきませきませきませんんんんがががが、、、、生生生生ごごごごみをなくしたいみをなくしたいみをなくしたいみをなくしたい、、、、においはにおいはにおいはにおいは嫌嫌嫌嫌だだだだというというというという方方方方ははははぜひぜひぜひぜひおおおお勧勧勧勧めめめめですですですです。。。。 投投投投入入入入してはしてはしてはしてはいけないといういけないといういけないといういけないという物物物物はははは、、、、タタタタママママネギネギネギネギ・・・・ニンニクニンニクニンニクニンニク等等等等のののの匂匂匂匂いのいのいのいの強強強強いものですいものですいものですいものです。。。。注注注注意意意意書書書書ききききにもにもにもにも、「、「、「、「最初最初最初最初はタはタはタはタママママネギとかニンニクネギとかニンニクネギとかニンニクネギとかニンニク等等等等のにおいののにおいののにおいののにおいの強強強強いものはおいものはおいものはおいものはお避避避避けくけくけくけくだだだださいさいさいさい」」」」とととと書書書書いていていていてあるあるあるあるんんんんですですですですねねねね。。。。同同同同じじじじようにこのようにこのようにこのようにこの生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機をををを買買買買ったったったった方方方方がががが、、、、まずそれをまずそれをまずそれをまずそれを入入入入れてしまったれてしまったれてしまったれてしまったんんんんですですですです。。。。そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、一一一一日日日日じゅじゅじゅじゅうううう部部部部屋屋屋屋がががが臭臭臭臭くてくてくてくて、、、、大大大大変変変変ごごごご主主主主人人人人からからからから怒怒怒怒られたということもられたということもられたということもられたということもおおおお聞聞聞聞きしきしきしきしましたましたましたました。。。。ずっとずっとずっとずっと稼稼稼稼働働働働していますとしていますとしていますとしていますと、、、、ニンニクをニンニクをニンニクをニンニクを入入入入れようがれようがれようがれようが、、、、タタタタママママネギをネギをネギをネギを入入入入れようれようれようれようがががが、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、トトトトリリリリのののの骨骨骨骨とかとかとかとか、、、、かたいかたいかたいかたい骨骨骨骨はははは、、、、粉砕粉砕粉砕粉砕しませしませしませしませんんんんのでのでのでので、、、、それはそれはそれはそれは考考考考えてえてえてえてややややれれれればばばばいいかなといいかなといいかなといいかなと思思思思いますいますいますいます。。。。集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅ののののほほほほうはうはうはうは、、、、最近最近最近最近ののののママママンションンションンションンション等等等等にはにはにはには全部全部全部全部、、、、生生生生ごごごごみみみみ処処処処理理理理機機機機ががががつつつつけられているけられているけられているけられているんんんんですですですですねねねね。。。。江戸江戸江戸江戸川川川川沿沿沿沿いにすてきないにすてきないにすてきないにすてきなママママンションができましたけれどもンションができましたけれどもンションができましたけれどもンションができましたけれども、、、、そこのそこのそこのそこのママママンションはンションはンションはンションは全全全全戸戸戸戸にこのにこのにこのにこの処処処処理機理機理機理機ががががつつつついておいておいておいておりりりりますますますます。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ああいうすてきなああいうすてきなああいうすてきなああいうすてきなママママンションにンションにンションにンションに入入入入られるられるられるられる若若若若いいいい方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお勝勝勝勝手手手手でででで料料料料理理理理をしないをしないをしないをしないんんんんですですですですねねねね。。。。なのでなのでなのでなので、、、、動動動動いていていていていないというのがいないというのがいないというのがいないというのが大大大大半半半半のようでのようでのようでのようですすすす。。。。もったいもったいもったいもったいないのでないのでないのでないので、、、、ぜひぜひぜひぜひ使使使使っていたっていたっていたっていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと。。。。ままままたたたた、、、、生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機にににに興興興興味味味味のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進課課課課でででで勧勧勧勧めてめてめてめ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、、、、おおおお勧勧勧勧めいめいめいめいたしますたしますたしますたします。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ごごごご質質質質問問問問されたされたされたされた方方方方はおわかはおわかはおわかはおわかりりりりいたいたいたいただだだだいたといたといたといたと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、次次次次
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のののの質質質質問問問問はははは、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動ににににつつつついていていていて、「、「、「、「川川川川崎崎崎崎市市市市でもでもでもでもママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動がががが行行行行われているのですがわれているのですがわれているのですがわれているのですが、、、、運運運運動動動動をしているのはをしているのはをしているのはをしているのは市市市市ですかですかですかですか、、、、それともそれともそれともそれとも NPO のようなのようなのようなのような団体団体団体団体でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。わかるわかるわかるわかる範範範範囲囲囲囲でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。またまたまたまた、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動をををを市川市市川市市川市市川市ももももややややっているとっているとっているとっていると聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、今年今年今年今年もももも行行行行うのうのうのうのですかですかですかですか」」」」ということでということでということでということで、、、、前前前前半半半半のののの川川川川崎崎崎崎市市市市のことにのことにのことにのことに関関関関してはしてはしてはしては飯田飯田飯田飯田ささささんんんんにおにおにおに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、、、、そのそのそのその後後後後、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷ささささんんんんからからからからママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動のののの市川市市川市市川市市川市のののの件件件件ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 飯田代表飯田代表飯田代表飯田代表 

  ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動というのはというのはというのはというのは、、、、どどどどんんんんどどどどんんんんすすめてすすめてすすめてすすめて頂頂頂頂きたいものですがきたいものですがきたいものですがきたいものですが、、、、もうもうもうもう 20 年年年年来来来来、、、、消費消費消費消費者団体者団体者団体者団体がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいることですでいることですでいることですでいることですねねねね。。。。それでもそれでもそれでもそれでもなかなかなかなかなかなかなかなか広広広広まらないまらないまらないまらない。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが調調調調査査査査をしたをしたをしたをしたのはのはのはのは 94 年年年年、、、、97 年年年年、、、、01 年年年年全全全全市市市市版版版版でででですがすがすがすが、、、、92 年年年年にはにはにはには 2区区区区でででで調調調調査査査査したときもあしたときもあしたときもあしたときもありりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのそのようなようなようなような調調調調査査査査のののの中中中中でわかったことはでわかったことはでわかったことはでわかったことは、、、、有料化有料化有料化有料化をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろはははは、、、、8割割割割くらいくらいくらいくらいががががママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持っっっっていくていくていくていくののののですですですですねねねね。。。。そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、私私私私たたたたちはちはちはちは有料化有料化有料化有料化ということをということをということをということを提提提提案案案案していますしていますしていますしています。。。。自発自発自発自発的的的的にににに皆皆皆皆ささささんんんんがががが意識意識意識意識的的的的にににに持持持持っていくというのにはっていくというのにはっていくというのにはっていくというのにはほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに限限限限界界界界があるということをこのがあるということをこのがあるということをこのがあるということをこの 20年年年年来来来来のののの消費者消費者消費者消費者運運運運動動動動のののの中中中中ではではではでは感感感感じじじじていることていることていることていること。。。。 韓韓韓韓国国国国のののの事事事事例例例例をををを私私私私はははは 3 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに見見見見にににに行行行行くくくく機機機機会会会会があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。韓韓韓韓国国国国ではではではでは、、、、「「「「一一一一回回回回用用用用品品品品使使使使用用用用規規規規制制制制」」」」というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますますますます。。。。一一一一回回回回用用用用品品品品というのはというのはというのはというのは、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てのもののことでてのもののことでてのもののことでてのもののことで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋にににに限限限限りりりりませませませませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば、、、、旅旅旅旅館館館館でででで歯歯歯歯ブラシブラシブラシブラシ、、、、くしくしくしくし、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合、、、、サーサーサー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されされされされますますますますねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、韓韓韓韓国国国国ではではではでは、、、、それをそれをそれをそれを無無無無料料料料でででで提提提提供供供供してしてしてしてはいけないはいけないはいけないはいけないのですのですのですのです。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策策策策としてとしてとしてとして、、、、そのようなそのようなそのようなそのような国国国国のののの方方方方針針針針があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。消費者消費者消費者消費者のののの意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめる方方方方法法法法をとるのかをとるのかをとるのかをとるのか、、、、制制制制度度度度ととととしてしてしてして有料有料有料有料制制制制をしくのかをしくのかをしくのかをしくのか、、、、意識意識意識意識とととと制制制制度度度度、、、、これがどっちがこれがどっちがこれがどっちがこれがどっちがいいのかいいのかいいのかいいのかというのはというのはというのはというのは難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。市川市市川市市川市市川市ががががママママイイイイババババッグッグッグッグ推進推進推進推進のためにおのためにおのためにおのためにお店店店店ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを有料有料有料有料にしなさいということもできませにしなさいということもできませにしなさいということもできませにしなさいということもできませんんんん。。。。国国国国もなかなかできないでおもなかなかできないでおもなかなかできないでおもなかなかできないでおりりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今回回回回、、、、」」」」容容容容器包装器包装器包装器包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法」」」」をををを見見見見直直直直すすすす作作作作業業業業がががが行行行行われているなかわれているなかわれているなかわれているなかでででで、、、、チェーンストアチェーンストアチェーンストアチェーンストア協会協会協会協会ののののほほほほうでうでうでうで、、、、国国国国にそのようなにそのようなにそのようなにそのような提提提提案案案案がががが出出出出ておておておておりりりりましましましましてててて、、、、これをどういうこれをどういうこれをどういうこれをどういうふふふふうにうにうにうに判判判判断断断断するするするするのかのかのかのか、、、、これからですこれからですこれからですこれからです。。。。自主的自主的自主的自主的にににに、、、、流流流流通側通側通側通側がががが有料有料有料有料にするにするにするにするのがのがのがのが一一一一番番番番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すがいますがいますがいますが、、、、法法法法律律律律でででで規定規定規定規定しなけれしなけれしなけれしなければばばばでででできないのかきないのかきないのかきないのか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、流流流流通側通側通側通側でででで申申申申しししし合合合合わせてするとわせてするとわせてするとわせてすると独独独独占占占占禁禁禁禁止止止止法法法法にににに違違違違反反反反するするするするののののだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。だだだだからからからからできないとできないとできないとできないと流流流流通側通側通側通側にはにはにはにはずっとずっとずっとずっと言言言言われてきましたわれてきましたわれてきましたわれてきました。。。。たたたただだだだ、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり使使使使いいいい捨捨捨捨てててて用用用用品品品品がががが非非非非常常常常にににに日日日日本本本本ではではではでは多多多多くなっていまくなっていまくなっていまくなっていますのですのですのですので、、、、容容容容器包装器包装器包装器包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの改改改改正正正正のののの中中中中でででで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは制制制制度度度度としてそういうものをとしてそういうものをとしてそういうものをとしてそういうものを少少少少しずしずしずしずつつつつ変変変変えていくということがえていくということがえていくということがえていくということが大事大事大事大事かなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての代表代表代表代表選選選選手手手手みたいなものですみたいなものですみたいなものですみたいなものです。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋からからからから使使使使いいいい捨捨捨捨てをてをてをてを考考考考ええええ、、、、ママママイイイイババババックックックック運運運運動動動動をすすめことはとてもをすすめことはとてもをすすめことはとてもをすすめことはとてもいいことですいいことですいいことですいいことですねねねね。。。。     最近最近最近最近はははは、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市のののの中中中中ではではではでは地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対対対対策策策策地域協議会地域協議会地域協議会地域協議会というというというという別別別別のののの団体団体団体団体のなかのなかのなかのなかでででで、、、、「「「「ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーーグループグループグループグループ」」」」ががががママママイイイイババババッグッグッグッグ持持持持参運参運参運参運動動動動をををを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。例例例例ええええばばばばいいいいろろろろいいいいろろろろななななママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを展展展展示示示示してしてしてして、、、、若若若若者者者者にににに、、、、フフフファァァァッションッションッションッション的的的的にもいいにもいいにもいいにもいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは持持持持ちちちちややややすいすいすいすい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薄薄薄薄いとかいとかいとかいとか、、、、ママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持っていくようになるにはそういういっていくようになるにはそういういっていくようになるにはそういういっていくようになるにはそういういろろろろいいいいろろろろなななな条件条件条件条件があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思ううううののののですですですです。。。。そそそそんんんんなものをなものをなものをなものを商商商商店店店店街街街街とととと連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら、、、、推進推進推進推進しているしているしているしている団体団体団体団体があがあがあがありりりりますますますます。。。。それでよそれでよそれでよそれでよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 谷口谷口谷口谷口     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ではではではでは、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷ささささんんんん、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
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浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷課長課長課長課長     ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動はははは、、、、今年度今年度今年度今年度もももも、、、、またまたまたまた 10 月月月月からからからから来来来来年年年年のののの 3 月月月月までまでまでまで半半半半年年年年間間間間、、、、市内市内市内市内全全全全域域域域でででで実施実施実施実施ししししますますますます。。。。モデモデモデモデルルルル地地地地区区区区ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、原木原木原木原木地地地地区区区区をををを設設設設定定定定してしてしてして重重重重点的点的点的点的にににに実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  ママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動のののの実施実施実施実施期間期間期間期間ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、市民市民市民市民のののの方方方方からからからから通通通通年年年年のののの要望要望要望要望もあもあもあもありりりりますがますがますがますが、、、、現現現現段階段階段階段階ではではではでは課課課課題題題題もあもあもあもありりりり、、、、半半半半年年年年間間間間のののの実施実施実施実施をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。ママママイイイイババババッグッグッグッグ推進会推進会推進会推進会ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは機機機機能的能的能的能的にににに自立自立自立自立したしたしたした団体団体団体団体でででではなくはなくはなくはなく、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動にはにはにはには市市市市のののの支支支支援援援援がががが必要必要必要必要なななな状況状況状況状況でででですのですのですのですので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの移移移移行行行行もももも条件条件条件条件としてとしてとしてとして、、、、通通通通年年年年実施実施実施実施のののの可能可能可能可能をををを探探探探っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料有料有料有料化化化化ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、手手手手元元元元にににに資料資料資料資料がながながながなくくくく確確確確かなかなかなかな数字数字数字数字ではなではなではなではないいいいののののですがですがですがですが、、、、インターネインターネインターネインターネットでットでットでットでのアンのアンのアンのアンケケケケートではートではートではートでは、、、、確確確確かかかか 30代代代代前前前前のののの方方方方ですとですとですとですと、、、、40％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方がががが有料有料有料有料になってもになってもになってもになってもレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを買買買買うとうとうとうと答答答答えていたとえていたとえていたとえていたと思思思思いますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、広報広報広報広報紙紙紙紙をををを使使使使ってってってって同様同様同様同様のアンのアンのアンのアンケケケケートをートをートをートを行行行行なったなったなったなったとことことこところろろろ、、、、ママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを常常常常にににに持持持持っていくようになったっていくようになったっていくようになったっていくようになったとのとのとのとの回回回回答答答答がががが多多多多かったようにかったようにかったようにかったように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、、、、箕輪箕輪箕輪箕輪会会会会長長長長からのからのからのからの事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介のののの中中中中でもあでもあでもあでもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、かなかなかなかなりりりり高高高高いいいい意識意識意識意識ででででママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持つつつつようになったというようになったというようになったというようになったという報告報告報告報告があがあがあがありりりりましたましたましたましたがががが、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの特特特特性性性性とかとかとかとか、、、、年年年年代代代代によってによってによってによって、、、、かなかなかなかなりりりりのののの違違違違いがあるようにいがあるようにいがあるようにいがあるように思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、山山山山本本本本様様様様、、、、本本本本件件件件にににに関関関関してしてしてして何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見あるいはあるいはあるいはあるいはおおおお気気気気づきがあれづきがあれづきがあれづきがあればばばば、、、、ココココメメメメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだけれけれけれければばばば。。。。 

 山山山山本本本本事事事事務局長務局長務局長務局長 

  皆皆皆皆ささささんんんんのののの大大大大変変変変深深深深まったまったまったまった議議議議論論論論にににに聞聞聞聞きききき入入入入るるるるばばばばかかかかりだりだりだりだったったったったののののですですですですがががが・・・・・・・・・・・・。。。。私私私私がががが関関関関心心心心ののののあるあるあるある点点点点はこはこはこはこんんんんなとこなとこなとこなところろろろですですですです。。。。例例例例ええええばばばばレレレレジジジジ袋袋袋袋 1 個個個個つつつつくるのにくるのにくるのにくるのに大体大体大体大体 2 円円円円からからからから 3 円円円円、、、、製製製製造造造造原原原原価価価価がかかっがかかっがかかっがかかっていますていますていますています。。。。石油石油石油石油からからからからつつつつくってくるときにくってくるときにくってくるときにくってくるときに。。。。それをそれをそれをそれを 1 回回回回使使使使ってってってって、、、、ごごごごみにしてみにしてみにしてみにして、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルのためにためにためにために自治体自治体自治体自治体がががが集集集集めるとなるとめるとなるとめるとなるとめるとなると、、、、大体大体大体大体 1 枚枚枚枚 1 円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの収収収収集集集集費用費用費用費用がかかがかかがかかがかかりりりりますますますます。。。。自治体自治体自治体自治体がががが集集集集めためためためた後後後後、、、、今度今度今度今度はははは事業者事業者事業者事業者ががががリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル費用費用費用費用をををを負担負担負担負担するするするするんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そのそのそのその部部部部分分分分をををを再商再商再商再商品品品品化化化化とととといういういういうふふふふうにうにうにうに言言言言ううううんんんんですがですがですがですが、、、、再商再商再商再商品品品品化化化化のののの部部部部分分分分でででで 1 円円円円、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル費用費用費用費用がかかがかかがかかがかかりりりりますますますます。。。。こういこういこういこういったったったった費用費用費用費用のののの負担負担負担負担、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには全部全部全部全部国民国民国民国民のののの負担負担負担負担になになになになりりりりますからますからますからますから、、、、これをこれをこれをこれ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、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らしていくというらしていくというらしていくというらしていくという考考考考ええええ方方方方でででで行行行行かなけれかなけれかなけれかなければばばばならないならないならないならない。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりきちっときちっときちっときちっとココココストのストのストのストの部部部部分分分分というのをもっともっとというのをもっともっとというのをもっともっとというのをもっともっと情情情情報報報報公公公公開開開開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、、、、市民市民市民市民がきちがきちがきちがきちんんんんとととと考考考考えられるようなえられるようなえられるようなえられるような、、、、そういうそういうそういうそういう情情情情報報報報をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、市市市市民民民民のののの意識意識意識意識というのもというのもというのもというのも、、、、消費者消費者消費者消費者意識意識意識意識というのもというのもというのもというのもややややっっっっぱぱぱぱりりりり変変変変わってくるわってくるわってくるわってくるんじんじんじんじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじておておておておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございまざいまざいまざいましたしたしたした。。。。大体大体大体大体時間時間時間時間もももも進進進進んんんんできましてできましてできましてできまして、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろまとめにまとめにまとめにまとめに入入入入らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいいいいけないけないけないけないんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、ここでここでここでここで、、、、各各各各パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方にににに、、、、恐恐恐恐縮縮縮縮ですがですがですがですが、、、、1 分分分分少少少少々々々々、、、、何何何何かかかかどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもこれをこれをこれをこれを言言言言っておきたいということがっておきたいということがっておきたいということがっておきたいということがごごごございましたらざいましたらざいましたらざいましたら、、、、おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今度度度度はははは浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷ささささんんんんからからからからひひひひととととつつつつ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。。。。 

 浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷課長課長課長課長 

  今今今今後後後後市川市市川市市川市市川市がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいかなけれでいかなけれでいかなけれでいかなければばばばならないならないならないならないことことことことはははは、、、、市市市市長長長長があいさがあいさがあいさがあいさつつつつのののの中中中中でででで触触触触れましれましれましれまし
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たがたがたがたが「「「「ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化」」」」ににににつつつついてですいてですいてですいてです。「。「。「。「ごごごごみみみみ有料化有料化有料化有料化」」」」ににににつつつついていていていて、、、、国国国国はははは推進推進推進推進していくことをしていくことをしていくことをしていくことを掲掲掲掲げげげげていますがていますがていますがていますが、、、、市川市市川市市川市市川市ではではではでは、、、、現現現現段階段階段階段階でででで実実実実践践践践できるできるできるできるあらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手手手手段段段段、、、、例例例例ええええばごばごばごばごみみみみをををを減減減減らすことらすことらすことらすことでいえでいえでいえでいえばばばば、、、、農家農家農家農家とととと消費者消費者消費者消費者でででで行行行行なうなうなうなう生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化事業事業事業事業をををを地域地域地域地域にににに根付根付根付根付かせていくかせていくかせていくかせていくとかとかとかとか、、、、をををを講講講講じじじじてもてもてもても、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても埋埋埋埋立立立立てててて最終処最終処最終処最終処分分分分量量量量をををを削削削削減減減減することができないすることができないすることができないすることができない場場場場合合合合にににに、、、、ごごごごみみみみ削削削削減減減減････資源化資源化資源化資源化ののののインインインインセセセセンテンテンテンティィィィブブブブ（（（（誘誘誘誘導導導導策策策策））））としてとしてとしてとして、、、、有料化有料化有料化有料化をををを考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばななななりりりりませませませませんんんん。。。。皆皆皆皆ささささんんんんもももも知知知知っていますようにっていますようにっていますようにっていますように、、、、市川市川市川市川市市市市にはにはにはには最終処最終処最終処最終処分分分分場場場場があがあがあがありりりりませませませませんんんん。。。。県内県内県内県内他他他他市市市市にあるにあるにあるにある２２２２かかかか所所所所のののの民民民民間最間最間最間最終処終処終処終処分分分分場場場場にににに委委委委託託託託してしてしてして埋埋埋埋立立立立てをてをてをてを行行行行なっていますがなっていますがなっていますがなっていますが、、、、残残残残余余余余年年年年数数数数などなどなどなど厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあにあにあにありりりりますますますます。。。。ももももしししし、、、、最終処最終処最終処最終処分分分分場場場場をををを市川市市川市市川市市川市にににに造造造造るとるとるとるとなったらなったらなったらなったら、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんはどういうはどういうはどういうはどういう行動行動行動行動をををを起起起起こしますかこしますかこしますかこしますか。。。。反反反反対対対対するするするする声声声声がががが大大大大ききききいいいいとととと思思思思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さささんんんん一一一一人人人人ひひひひととととりりりりにににに「「「「ごごごごみみみみ問問問問題題題題」」」」にににに対対対対するするするする認識認識認識認識をををを改改改改めていためていためていためていただだだだきききき、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル経費経費経費経費のののの増増増増大大大大やごやごやごやごみみみみ有料化有料化有料化有料化もももも視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量やややや資源資源資源資源化化化化ににににつつつついていていていて、、、、市市市市とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええ、、、、議議議議論論論論しししし、、、、協働協働協働協働ででで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だだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

 松松松松本本本本 

  私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、最最最最後後後後にににに申申申申しししし上上上上げげげげたたたた「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない運運運運動動動動・・・・インインインイン・・・・市川市川市川市川」」」」のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、一言宣一言宣一言宣一言宣伝伝伝伝をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。このこのこのこの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、ママママータイさータイさータイさータイさんんんんによってによってによってによって日日日日本本本本にににに発発発発信信信信されましたけれどもされましたけれどもされましたけれどもされましたけれども、、、、このこのこのこの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、本本本本来来来来日日日日本本本本人人人人がががが持持持持っているっているっているっている DNA ななななんんんんですですですですねねねね。。。。これをこれをこれをこれを、、、、どういうことかどういうことかどういうことかどういうことか、、、、ママママータイさータイさータイさータイさんんんんによってまたによってまたによってまたによってまた返返返返ってきたというってきたというってきたというってきたという感感感感じじじじですのですのですのですのでででで、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの感感感感性性性性をををを呼呼呼呼びびびび起起起起こすためにもこすためにもこすためにもこすためにも、、、、私私私私はこのもったいなはこのもったいなはこのもったいなはこのもったいないいいい運運運運動動動動はははは絶絶絶絶対対対対にににに薄薄薄薄れれれれさせたくないなとさせたくないなとさせたくないなとさせたくないなと思思思思ってってってって、、、、ちちちちょょょょうどいいうどいいうどいいうどいい機機機機会会会会なのでなのでなのでなので、、、、立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたましたのでのでのでので、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、ごごごご賛賛賛賛同同同同いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ入入入入ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  実実実実はははは、、、、私私私私もももも、、、、ママママータイさータイさータイさータイさんんんんのののの本本本本をををを読読読読んんんんでででで、「、「、「、「何何何何ででででママママータイさータイさータイさータイさんんんんからからからから言言言言われなきわれなきわれなきわれなきゃゃゃゃならないならないならないならないのののの？？？？」」」」とととと、、、、こういうこういうこういうこういう情情情情けないけないけないけない思思思思いをしたいをしたいをしたいをした次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ頑頑頑頑張張張張ってってってってややややっていたっていたっていたっていただだだだき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。。。。ではではではでは、、、、山山山山本本本本様様様様。。。。 

 山山山山本本本本事事事事務局長務局長務局長務局長 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、3部部部部だだだだけしかけしかけしかけしか持持持持ってってってって来来来来られなかったのですがられなかったのですがられなかったのですがられなかったのですが、、、、資料資料資料資料のののの 84ペペペページにあージにあージにあージにありりりりますますますます、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが調調調調査査査査したしたしたした自治体自治体自治体自治体のののの「「「「廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物会会会会計計計計調調調調査査査査報告書報告書報告書報告書 2002 事業度事業度事業度事業度版版版版」、」、」、」、3 冊冊冊冊ほほほほどあどあどあどありりりりますのますのますのますのでででで、、、、ごごごご興興興興味味味味のあるのあるのあるのある方方方方にににに無無無無料料料料でででで差差差差しししし上上上上げげげげますますますます。。。。足足足足りりりりないないないない場場場場合合合合にはにはにはには、、、、事事事事務局務局務局務局におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃっていっていっていっていたたたただだだだけれけれけれければばばば、、、、こちらからおこちらからおこちらからおこちらからお送送送送りりりりさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきますのできますのできますのできますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、おおおお読読読読みみみみいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの報告書報告書報告書報告書ののののポポポポイントはイントはイントはイントは、、、、ききききょょょょうおうおうおうお話話話話をををを伺伺伺伺っていてっていてっていてっていて、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷谷谷谷ささささんんんんのようにのようにのようにのように熱熱熱熱心心心心なななな自治体自治体自治体自治体のののの方方方方がががが「「「「一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命頑頑頑頑張張張張れれれればばばば頑頑頑頑張張張張るるるるほほほほどどどど、、、、自治体自治体自治体自治体ははははリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル貧乏貧乏貧乏貧乏になっになっになっになってしまうてしまうてしまうてしまう」」」」というというというという大大大大きなきなきなきな仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの問問問問題題題題があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、それをそれをそれをそれをぜひぜひぜひぜひ解解解解決決決決するためのするためのするためのするためのツツツツールのールのールのールの 1 つつつつににににしていたしていたしていたしていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいという点点点点ですですですです。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが調調調調べべべべたたたた中中中中ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここにここにここにここにあるあるあるあるペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、これがこれがこれがこれが、、、、自治体自治体自治体自治体がががが集集集集めるとめるとめるとめると 1 本本本本平平平平均均均均 4.5円円円円ぐぐぐぐらいかからいかからいかからいかかりりりりますますますます。。。。でもでもでもでも、、、、ここここののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの費用費用費用費用がががが今今今今、、、、自治体自治体自治体自治体負担負担負担負担、、、、税税税税金負担金負担金負担金負担でででで、、、、納納納納税税税税者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの負担負担負担負担になっていまになっていまになっていまになっていますすすす。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、これはこれはこれはこれは本本本本来来来来、、、、このこのこのこの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容容容容器器器器でででで、、、、製製製製造造造造ししししてててて販売販売販売販売したしたしたした事業者事業者事業者事業者がががが負担負担負担負担



 45

するするするするべべべべききききじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。きちきちきちきちんんんんとととと製品製品製品製品価価価価格格格格にににに上上上上乗乗乗乗せするせするせするせするべべべべききききじじじじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに私私私私たたたたちはちはちはちは思思思思ってってってって、、、、そういったそういったそういったそういった運運運運動動動動をしておをしておをしておをしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ一一一一緒緒緒緒ににににそういっそういっそういっそういったたたた運運運運動動動動ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、取取取取りりりり組組組組んんんんでいけれでいけれでいけれでいければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうも、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

 谷口谷口谷口谷口 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 飯田代表飯田代表飯田代表飯田代表 

  ききききょょょょうはあうはあうはあうはありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私はははは総総総総合的合的合的合的なものなものなものなものだだだだとととと理理理理解解解解しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。私私私私はははは、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題でスタートしたでスタートしたでスタートしたでスタートした環境環境環境環境問問問問題題題題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止ににににむむむむけてけてけてけて市市市市民民民民としてできることはとしてできることはとしてできることはとしてできることは何何何何でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組もうとのもうとのもうとのもうとの思思思思いからいからいからいから、、、、京都京都京都京都会議開催会議開催会議開催会議開催をををを機機機機会会会会にににに 1999 年年年年にににに私私私私のののの家家家家のののの屋屋屋屋根根根根にににに太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電パネルをパネルをパネルをパネルを設設設設置置置置ししししましたましたましたました。。。。さらにさらにさらにさらに今年今年今年今年のののの 2 月月月月はははは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効発効発効発効すすすするというのるというのるというのるというのでででで、、、、それでさらにそれでさらにそれでさらにそれでさらに増増増増設設設設をしたをしたをしたをしたののののですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、雨雨雨雨水水水水のののの利用利用利用利用のためにのためにのためにのために““““天天天天水水水水尊尊尊尊””””をををを設設設設置置置置ししししおおおお花花花花のののの散散散散水水水水にににに使使使使いいいい、、、、庭庭庭庭ではではではでは生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化をををを行行行行いいいい、、、、家家家家のののの中中中中からからからから出出出出るるるるごごごごみをみをみをみを減減減減らそうらそうらそうらそうとととと楽楽楽楽しみながらいしみながらいしみながらいしみながらいろろろろいいいいろろろろしていますしていますしていますしています。。。。でもでもでもでも、、、、ほほほほんんんんとうにこのようなとうにこのようなとうにこのようなとうにこのような個個個個人人人人のののの取取取取りりりり組組組組みというみというみというみというものをものをものをものを広広広広げげげげるのがいかにるのがいかにるのがいかにるのがいかに大大大大変変変変かということをかということをかということをかということを日日日日々々々々感感感感じじじじていますていますていますています。。。。ききききょょょょうのようなうのようなうのようなうのような機機機機会会会会でこでこでこでこういうことをういうことをういうことをういうことをおおおお話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんとととと思思思思いをともにすることができていをともにすることができていをともにすることができていをともにすることができて、、、、とてもうとてもうとてもうとてもうれしいとれしいとれしいとれしいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にあにあにあにありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、環境環境環境環境税税税税のようなのようなのようなのような、、、、国国国国全全全全体体体体でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みというのみというのみというのみというのがもっともっとがもっともっとがもっともっとがもっともっと共通共通共通共通認識認識認識認識としてとしてとしてとして広広広広まってまってまってまって、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をををを一一一一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく防止防止防止防止できできできできるようなるようなるようなるような、、、、そういうそういうそういうそういう先進国先進国先進国先進国のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進むむむむといいなとといいなとといいなとといいなとつつつつくづくくづくくづくくづく思思思思っているっているっているっている次次次次第第第第ですですですです。。。。     私私私私はははは 2冊冊冊冊ななななののののですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、生生生生ごごごごみみみみ堆堆堆堆肥肥肥肥ににににつつつついていていていて、「、「、「、「地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になるになるになるになる生生生生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル市民市民市民市民プランプランプランプラン」」」」をきをきをきをきょょょょうはおうはおうはおうはお持持持持ちしておちしておちしておちしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、もしもしもしもしごごごご希希希希望望望望のののの方方方方があったらプがあったらプがあったらプがあったらプレレレレゼントゼントゼントゼントいたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ後後後後でいらしてくでいらしてくでいらしてくでいらしてくだだだださいさいさいさい。。。。 

  市川市市川市市川市市川市ってってってって、、、、資源化率資源化率資源化率資源化率もももも誇誇誇誇れるとこれるとこれるとこれるところろろろですしですしですしですし、、、、ほほほほんんんんとうにすとうにすとうにすとうにすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。これからがとてこれからがとてこれからがとてこれからがとてもももも楽楽楽楽しみなとこしみなとこしみなとこしみなところだろだろだろだとととと感感感感じじじじましたましたましたました。。。。ききききょょょょうはあうはあうはあうはありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 谷口谷口谷口谷口 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど時間時間時間時間になになになになりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろまとめということでまとめということでまとめということでまとめということでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ききききょょょょうのうのうのうの三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のののの話話話話からからからから現現現現在在在在までまでまでまで共通共通共通共通していることはしていることはしていることはしていることは、、、、3R といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、最最最最もももも優優優優先先先先しなしなしなしなききききゃゃゃゃならないのはならないのはならないのはならないのはややややっっっっぱぱぱぱりリデりリデりリデりリデュュュュースースースースだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに皆皆皆皆ささささんんんんおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていますっていますっていますっています。。。。というというというということでことでことでことで、、、、そのそのそのそのリデリデリデリデュュュュースにースにースにースにつつつついていていていて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私のののの意見意見意見意見をををを、、、、僣僣僣僣越越越越ですがですがですがですが、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントのイントのイントのイントの 1枚枚枚枚のスライのスライのスライのスライドドドド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だだだけれけれけれければばば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。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、最近最近最近最近私私私私ががががつつつつくったものですくったものですくったものですくったものです。。。。3R とよくとよくとよくとよく言言言言われるわれるわれるわれるんんんんですがですがですがですが、、、、果果果果たしてたしてたしてたして正正正正しいしいしいしい 3Rになっているになっているになっているになっているだろだろだろだろうかといううかといううかといううかという疑疑疑疑問問問問をををを持持持持ってってってってつつつつくったものなのですくったものなのですくったものなのですくったものなのです。。。。一一一一番番番番左左左左がががが地球地球地球地球とととと考考考考えてえてえてえていたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ググググリリリリーンのーンのーンのーンの生物生物生物生物圏圏圏圏、、、、それからそれからそれからそれから地地地地殻殻殻殻というのがというのがというのがというのがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、生物生物生物生物圏圏圏圏からからからから農農農農林林林林水水水水産産産産のののの資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出しししし、、、、地地地地殻殻殻殻からからからから鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源をををを採掘採掘採掘採掘しししし、、、、資源資源資源資源のののの素素素素材材材材をををを加工加工加工加工しししし、、、、製品製品製品製品をををを製製製製造造造造しししし、、、、製品製品製品製品およびサーおよびサーおよびサーおよびサービビビビスをスをスをスを提提提提供供供供しししし、、、、最最最最後後後後にににに利用者利用者利用者利用者、、、、消費者消費者消費者消費者にににに渡渡渡渡るわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、このこのこのこの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、リデリデリデリデュュュュースというのがースというのがースというのがースというのが一一一一番番番番重要重要重要重要だだだだということはなということはなということはなということはなぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、結結結結局局局局はははは生物生物生物生物圏圏圏圏とととと地地地地殻殻殻殻からからからから取取取取りりりり出出出出すすすす資源資源資源資源、、、、生物生物生物生物資源資源資源資源、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地下下下下資源資源資源資源があまがあまがあまがあまりりりりにもにもにもにも多多多多いいいい。。。。これをこれをこれをこれを減減減減らさなきらさなきらさなきらさなきゃゃゃゃ
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いけないいけないいけないいけない。。。。水水水水道道道道のののの蛇蛇蛇蛇口口口口をををを閉閉閉閉めてインプットをめてインプットをめてインプットをめてインプットを減減減減らさなけれらさなけれらさなけれらさなければばばば、、、、末末末末端端端端ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルやリやリやリやリユユユユーーーースをスをスをスをややややってもってもってもっても到底到底到底到底間間間間にににに合合合合わないということからわないということからわないということからわないということから、、、、ややややははははりリデりリデりリデりリデュュュュースはースはースはースは最最最最優優優優先先先先だだだだなというなというなというなという思思思思いなのですいなのですいなのですいなのです。。。。それもそれもそれもそれも、、、、製品製製品製製品製製品製造造造造以降以降以降以降ではなくではなくではなくではなく、、、、農農農農林水林水林水林水産産産産漁漁漁漁業業業業、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源のののの採掘採掘採掘採掘のとこのとこのとこのところろろろままままでさかのでさかのでさかのでさかのぼぼぼぼってってってって、、、、言言言言いいいい換換換換えれえれえれえればばばば川川川川上上上上でででで起起起起こっていることをこっていることをこっていることをこっていることを認識認識認識認識をしながらをしながらをしながらをしながら。。。。先先先先ほほほほどどどど飯田飯田飯田飯田ささささんんんんがおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは総総総総合的合的合的合的にににに考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる地球地球地球地球全全全全体体体体のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを考考考考えながらえながらえながらえながらややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんじんじんじんじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、リデリデリデリデュュュュースというのはースというのはースというのはースというのは排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを抑制抑制抑制抑制するとするとするとするといういういういう意意意意味味味味だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、地球地球地球地球からからからから取取取取りりりり出出出出すすすす資源資源資源資源はははは枯渇枯渇枯渇枯渇しはしはしはしはじじじじめめめめ、、、、環境容環境容環境容環境容量量量量もももも限限限限界界界界にきているということですからにきているということですからにきているということですからにきているということですから、、、、もうもうもうもう人類人類人類人類のののの生生生生命命命命維維維維持持持持装装装装置置置置をををを食食食食いながらいながらいながらいながら経済経済経済経済をををを回回回回しているようなものなのでしているようなものなのでしているようなものなのでしているようなものなので結結結結局局局局はははは、、、、ききききょょょょうのうのうのうの三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にあるようにストックにあるようにストックにあるようにストックにあるようにストック重重重重視視視視のののの経済経済経済経済システムにしなきシステムにしなきシステムにしなきシステムにしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは、、、、左左左左のののの上上上上にににに赤赤赤赤いいいい字字字字でででで書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますますリデリデリデリデュュュュースをどうースをどうースをどうースをどうややややってってってって成成成成しししし遂遂遂遂げげげげるかということをるかということをるかということをるかということを考考考考えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。 そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、一一一一番番番番右右右右のののの、、、、利用者利用者利用者利用者、、、、消費者消費者消費者消費者がががが賢賢賢賢くくくく行動行動行動行動することによってすることによってすることによってすることによって、、、、川川川川上上上上がそれをがそれをがそれをがそれを意識意識意識意識してサーしてサーしてサーしてサービビビビスをするようになスをするようになスをするようになスをするようになりりりり、、、、物物物物ををををつつつつくるようにくるようにくるようにくるようにななななりりりり、、、、ひひひひいてはいてはいてはいては、、、、最最最最後後後後はははは左左左左のののの地球地球地球地球からからからから取取取取りりりり出出出出すすすす資源資源資源資源をををを減減減減らすことになるらすことになるらすことになるらすことになる、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、もったいないといもったいないといもったいないといもったいないというううう言葉言葉言葉言葉はははは、、、、川川川川上上上上、、、、上上上上流流流流にににに思思思思いいいいやりやりやりやりをををを、、、、配慮配慮配慮配慮をするということをするということをするということをするということじじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思うわけでうわけでうわけでうわけでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、決決決決してしてしてしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、リリリリユユユユースをースをースをースを優優優優先先先先じじじじゃゃゃゃないということをないということをないということをないということを、、、、皆皆皆皆様様様様がががが既既既既にににに認識認識認識認識しておられることではしておられることではしておられることではしておられることではごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、それをさらにそれをさらにそれをさらにそれをさらに川川川川上上上上までまでまでまで伸伸伸伸ばばばばしていたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばあああありりりりがたいなということですがたいなということですがたいなということですがたいなということです。。。。私私私私はははは、、、、実実実実はははは一一一一番番番番左左左左のののの仕仕仕仕事事事事をををを長長長長年年年年ややややってってってって、、、、自自自自然破壊然破壊然破壊然破壊ををををややややってきたってきたってきたってきた犯犯犯犯人人人人ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、今今今今改改改改心心心心したしたしたした人人人人間間間間ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、一一一一番番番番左左左左もももも、、、、一一一一番番番番右右右右もももも、、、、かなかなかなかなりりりりわかっておわかっておわかっておわかっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、一一一一番番番番左左左左のののの人人人人間間間間とのとのとのとの対話対話対話対話というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要ななななんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとない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、、、、口口口口ははははばばばばったいったいったいったい言言言言いいいい方方方方ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 1 枚枚枚枚ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききましたましたましたました。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  ききききょょょょうううう、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆様様様様がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったことでさらにったことでさらにったことでさらにったことでさらに共通共通共通共通していることはしていることはしていることはしていることは、、、、ややややははははりりりり松松松松本本本本ささささんんんんがおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっておられるようにっておられるようにっておられるようにっておられるように、、、、ライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを見見見見直直直直さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけないしいけないしいけないしいけないし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない運運運運動動動動とかとかとかとか、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる、、、、できるできるできるできる運運運運動動動動をををを市民市民市民市民レベレベレベレベルでルでルでルでややややっていくということがっていくということがっていくということがっていくということが、、、、ひひひひいてはいてはいてはいては川川川川上上上上にプにプにプにプレレレレッシッシッシッシャャャャーをかけることになーをかけることになーをかけることになーをかけることになりりりりますますますます。。。。例例例例ええええばばばば松松松松下下下下電機電機電機電機ががががノノノノンフロンのンフロンのンフロンのンフロンの冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫をををを開発開発開発開発したのはしたのはしたのはしたのは、、、、結結結結局局局局あれはグあれはグあれはグあれはグリリリリーンーンーンーンピピピピースというースというースというースという団体団体団体団体ががががねねねねばりばりばりばり強強強強くプくプくプくプレレレレッシッシッシッシャャャャーをーをーをーをかけたかけたかけたかけた結結結結果果果果ですですですです。。。。最初最初最初最初はははは告発的告発的告発的告発的なななな強強強強いいいい態態態態度度度度でしたけれどでしたけれどでしたけれどでしたけれど、、、、最最最最後後後後にはにはにはにはココココララララボレボレボレボレーションによーションによーションによーションによってあのってあのってあのってあの冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫ができたということですのでができたということですのでができたということですのでができたということですので、、、、ややややははははりりりり 3R をををを推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには、、、、一一一一番番番番右右右右方方方方ににににあるあるあるある消費者消費者消費者消費者がががが賢賢賢賢くくくく行動行動行動行動すれすれすれすればばばば、、、、川川川川上上上上はそれにはそれにはそれにはそれに追従追従追従追従せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得なくなるといういいなくなるといういいなくなるといういいなくなるといういい例例例例じじじじゃゃゃゃ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。。。。企業企業企業企業はははは、、、、そうしないとそうしないとそうしないとそうしないと企業企業企業企業価値価値価値価値がががが上上上上がらないのがらないのがらないのがらないのだだだだということをということをということをということを既既既既にににに認識認識認識認識しししし始始始始めているということはめているということはめているということはめているということは、、、、私私私私ははっきははっきははっきははっきりりりり申申申申しししし上上上上げげげげていいのではないかとていいのではないかとていいのではないかとていいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、浮浮浮浮ヶヶヶヶ谷様谷様谷様谷様がががが言言言言っておられるようにっておられるようにっておられるようにっておられるように、、、、地域地域地域地域のののの住住住住民民民民とととと、、、、事業者事業者事業者事業者とととと、、、、行行行行政政政政がががが、、、、ココココララララボレボレボレボレーションーションーションーション連連連連携携携携ププププレレレレーでーでーでーでややややっていかなきっていかなきっていかなきっていかなきゃゃゃゃだだだだめめめめだだだだということですということですということですということです。。。。情情情情報報報報をををを共共共共有有有有しなしなしなしながらがらがらがら行動行動行動行動していくということがしていくということがしていくということがしていくということが何何何何よよよよりりりりもももも大事大事大事大事でででで、、、、結結結結局局局局はははは、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、市民市民市民市民、、、、生生生生活者活者活者活者がががが賢賢賢賢くくくく変変変変わってわってわってわって、、、、川川川川上上上上のののの流流流流通通通通業者業者業者業者、、、、製製製製造造造造業者業者業者業者にプにプにプにプレレレレッシッシッシッシャャャャーをかけていくことがーをかけていくことがーをかけていくことがーをかけていくこと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向向向向けけけけたたたた一一一一番番番番のののの方方方方法法法法じじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思うううう次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、短短短短時間時間時間時間のののの議議議議論論論論なのでなのでなのでなので、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも言言言言いいいい足足足足りりりりないこともないこともないこともないことも多多多多いといといといと思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、時間時間時間時間がががが十十十十分分分分にあれにあれにあれにあればばばば、、、、3R のののの効効効効果果果果をををを最最最最大大大大にににに上上上上げげげげるにはどうしたらるにはどうしたらるにはどうしたらるにはどうしたらいいかにいいかにいいかにいいかにつつつついていていていて幅幅幅幅広広広広くくくく議議議議論論論論したかったわけですがしたかったわけですがしたかったわけですがしたかったわけですが、、、、司司司司会者会者会者会者のののの不不不不行行行行きききき届届届届きのきのきのきの点点点点ももももごごごございましたがざいましたがざいましたがざいましたが、、、、ごごごご容容容容赦赦赦赦いたいたいたいただだだだ
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きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これにてこれにてこれにてこれにて終終終終わわわわりりりりといたしたいとといたしたいとといたしたいとといたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございまざいまざいまざいましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ココココーーーーディディディディネーターとパネラーのネーターとパネラーのネーターとパネラーのネーターとパネラーの皆皆皆皆様様様様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな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）））） 

 閉閉閉閉    会会会会 

 司司司司会会会会     最最最最後後後後にににに、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの閉閉閉閉会会会会にあにあにあにあたたたたりりりりましてましてましてまして、、、、市川市環境市川市環境市川市環境市川市環境清掃部清掃部清掃部清掃部、、、、都築都築都築都築部長部長部長部長よよよよりごりごりごりごあいさあいさあいさあいさつつつつをさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 都築都築都築都築部長部長部長部長 

  市川市市川市市川市市川市のののの環境環境環境環境清掃部長清掃部長清掃部長清掃部長のののの都築都築都築都築ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今日日日日はははは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて今私今私今私今私たちがでたちがでたちがでたちができることきることきることきること」、」、」、」、そしてそしてそしてそして、、、、サブタイトルとしてサブタイトルとしてサブタイトルとしてサブタイトルとして「「「「くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中でででで 3R をををを実行実行実行実行するするするする」」」」というテーというテーというテーというテーママママでででで、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、行行行行政政政政、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、それからそれからそれからそれから自治会自治会自治会自治会、、、、そしてそしてそしてそして市民団体市民団体市民団体市民団体のののの活動活動活動活動のののの紹介紹介紹介紹介、、、、またパネルまたパネルまたパネルまたパネルディディディディスカッションなどスカッションなどスカッションなどスカッションなど、、、、長長長長時間時間時間時間にわたにわたにわたにわたりりりりましてましてましてましてごごごご清清清清聴聴聴聴いたいたいたいただだだだきましたこきましたこきましたこきましたことをとをとをとを心心心心からからからからおおおお礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生ののののごごごご講演講演講演講演のののの中中中中にもあにもあにもあにもありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、今今今今、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊のののの問問問問題題題題などなどなどなど、、、、地球地球地球地球規規規規模模模模でのさまざまなでのさまざまなでのさまざまなでのさまざまな環境環境環境環境問問問問題題題題にににに直面直面直面直面しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。特特特特にににに温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、日日日日本各地本各地本各地本各地でのでのでのでの集集集集中中中中豪豪豪豪雨雨雨雨、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは猛猛猛猛暑暑暑暑、、、、またまたまたまたヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、インインインインドドドド、、、、あるいはアジアでのあるいはアジアでのあるいはアジアでのあるいはアジアでの大大大大洪洪洪洪水水水水やややや干干干干ばつばつばつばつなどのなどのなどのなどの異常気象異常気象異常気象異常気象にもにもにもにも大大大大変変変変関関関関与与与与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ておわれておわれておわれておりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその対応対応対応対応がががが国際的国際的国際的国際的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで現現現現在在在在展開展開展開展開されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。今私今私今私今私たちにできるたちにできるたちにできるたちにできることことことこと、、、、今今今今日日日日ののののフォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを通通通通じじじじてててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、しっかしっかしっかしっかりりりりととととつつつつかかかかんんんんでいたでいたでいたでいただだだだけたこととけたこととけたこととけたことと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。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、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、このこのこのこの 3R はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮ししししたたたた行動行動行動行動、、、、そしてエそしてエそしてエそしてエココココライフのライフのライフのライフの推進推進推進推進などなどなどなど、、、、行行行行政政政政、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、市民市民市民市民がががが協働協働協働協働しししし、、、、一体一体一体一体となってとなってとなってとなって実実実実践践践践していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割のののの中中中中でででで、、、、立立立立場場場場のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいかなでいかなでいかなでいかなけれけれけれければばばばならないならないならないならない、、、、そそそそのようのようのようのようなななな時期時期時期時期にににに来来来来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。。。。 今今今今後後後後ともともともとも地球地球地球地球規規規規模模模模のゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションにのゼロエミッションに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにごごごご協力協力協力協力、、、、ごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきますきますきますきますようおようおようおよう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、、、、閉閉閉閉会会会会のののの言葉言葉言葉言葉とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。今今今今日日日日ははははほほほほんんんんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  たたたただだだだいまをもちましていまをもちましていまをもちましていまをもちまして、、、、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終終終終了了了了いたしますいたしますいたしますいたします。。。。アンアンアンアンケケケケートをートをートをートをごごごご記記記記入入入入のののの方方方方はははは、、、、受付受付受付受付ロロロロビビビビーにーにーにーにごごごございますざいますざいますざいます回回回回収収収収箱箱箱箱ににににごごごご提提提提出出出出いたいたいたいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 本本本本日日日日はははは、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。おおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物のないよのないよのないよのないよううううごごごご確確確確認認認認のののの上上上上、、、、おおおお帰帰帰帰りりりりくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 ――――――――    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・広島広島広島広島 

～～～～    わたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止    ～～～～ 

 日日日日時時時時    ：：：：    2005 年年年年 10 月月月月 7日日日日（（（（金金金金））））13:30－－－－17:00 場場場場所所所所    ：：：：    広島広島広島広島平平平平和記和記和記和記念念念念資料資料資料資料館館館館メメメメモリモリモリモリアルアルアルアルホホホホールールールール プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            藤田雄山藤田雄山藤田雄山藤田雄山    氏氏氏氏 広島県広島県広島県広島県知知知知事事事事 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「－－－－究極究極究極究極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－－－－ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを資源資源資源資源とするとするとするとする新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会創創創創りりりり」」」」 藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 事事事事例例例例発発発発表表表表        「「「「マツマツマツマツダダダダ水素水素水素水素ロータロータロータロータリリリリーエンジンーエンジンーエンジンーエンジン車車車車のののの紹介紹介紹介紹介」」」」                             松岡松岡松岡松岡    孟孟孟孟    氏氏氏氏            マツマツマツマツダダダダ㈱㈱㈱㈱技術研究技術研究技術研究技術研究所所長所所長所所長所所長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション    「「「「わたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラでわたしたちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                             竹林征雄竹林征雄竹林征雄竹林征雄    氏氏氏氏            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運運運運営営営営委員委員委員委員                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             田原範朗田原範朗田原範朗田原範朗    氏氏氏氏            広島市環境広島市環境広島市環境広島市環境局局局局環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長                             早田保義早田保義早田保義早田保義    氏氏氏氏            特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人森法人森法人森法人森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会理理理理事事事事長長長長                             正正正正本本本本    大大大大    氏氏氏氏            みずえみずえみずえみずえ緑緑緑緑地地地地株式株式株式株式会社会社会社会社代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役                             保田哲博保田哲博保田哲博保田哲博    氏氏氏氏            特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人法人法人法人 INEOASA理理理理事事事事長長長長 

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

 

 議事議事議事議事 司司司司会会会会（（（（橋橋橋橋本本本本アナアナアナアナウウウウンサーンサーンサーンサー））））     皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。今今今今日日日日はははは、、、、ごごごご来場来場来場来場くくくくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。     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、、、、広島県広島県広島県広島県・・・・広島市主催広島市主催広島市主催広島市主催のののの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・イン・ミッションフォーラム・イン・ミッションフォーラム・イン・ミッションフォーラム・イン・広島広島広島広島にににに今今今今日日日日はたくさはたくさはたくさはたくさんごんごんごんご来場来場来場来場くくくくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私はははは、、、、今今今今日日日日のののの司司司司会進行会進行会進行会進行をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます、、、、RCC 中国中国中国中国放放放放送送送送アアアアナナナナウウウウンサーのンサーのンサーのンサーの橋橋橋橋本本本本裕裕裕裕之之之之ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、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・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・広島広島広島広島をををを開開開開会会会会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ではではではでは、、、、開会開会開会開会にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、主催者主催者主催者主催者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、、、、広島県広島県広島県広島県のののの藤田雄藤田雄藤田雄藤田雄山知山知山知山知事事事事からからからから皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 

 藤田知藤田知藤田知藤田知事事事事     皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。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・広島広島広島広島のののの開催開催開催開催にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、主催者主催者主催者主催者としてとしてとしてとして一言一言一言一言ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。 
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    皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、平平平平素素素素からからからから本県本県本県本県のののの環境行環境行環境行環境行政政政政のののの推進推進推進推進にににに格格格格別別別別ののののごごごご支支支支援援援援、、、、ごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりり、、、、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。。。。     さてさてさてさて、、、、限限限限りりりりあるあるあるある地球地球地球地球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消費消費消費消費しししし、、、、便便便便利利利利でででで快適快適快適快適なななな生生生生活活活活をををを追追追追求求求求してきたしてきたしてきたしてきた結結結結果果果果、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする様様様様々々々々なななな環境環境環境環境問問問問題題題題にににに直面直面直面直面しししし、、、、地球地球地球地球上上上上のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる生生生生命命命命活動活動活動活動へへへへのののの影響影響影響影響がががが懸懸懸懸念念念念されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。深深深深刻刻刻刻化化化化するするするする環境環境環境環境問問問問題題題題をををを解解解解決決決決しししし、、、、将将将将来来来来にわたってにわたってにわたってにわたって持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを築築築築くためにはくためにはくためにはくためには、、、、行行行行政政政政だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、民民民民間間間間団体団体団体団体やややや事業者事業者事業者事業者のののの皆皆皆皆様様様様それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが主体主体主体主体となっとなっとなっとなってててて、、、、自主的自主的自主的自主的、、、、積極的積極的積極的積極的にににに環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことがことがことがことが必要必要必要必要ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     こういったこういったこういったこういった状況状況状況状況のののの中中中中、、、、本年本年本年本年 5 月月月月にはにはにはには、、、、県民県民県民県民、、、、団体団体団体団体、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、行行行行政政政政によってによってによってによって構成構成構成構成されましされましされましされましたたたた環境環境環境環境保全保全保全保全推進推進推進推進組織組織組織組織ででででごごごございますざいますざいますざいますひひひひろろろろしましましましま地球環境地球環境地球環境地球環境フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。本県本県本県本県とととと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、、、、このこのこのこのひひひひろろろろしましましましま地球環境地球環境地球環境地球環境フォーラムのネットワークをフォーラムのネットワークをフォーラムのネットワークをフォーラムのネットワークを活用活用活用活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、、、、様様様様々々々々なななな主体主体主体主体とととと連連連連携携携携をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、様様様様々々々々なななな施施施施策策策策にににに全全全全力力力力でででで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所所所所存存存存ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     本本本本日日日日開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします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はゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けたけたけたけた地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける活動事活動事活動事活動事例例例例のののの報告報告報告報告などをなどをなどをなどを通通通通じじじじてててて、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動のののの一一一一層層層層のののの普及普及普及普及・・・・定着定着定着定着をををを目指目指目指目指すものですものですものですものでごごごございますざいますざいますざいます。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくくくく、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラム会会会会長長長長のののの藤村宏幸様藤村宏幸様藤村宏幸様藤村宏幸様、、、、事事事事例例例例発発発発表表表表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくくくくマツマツマツマツダダダダ株式株式株式株式会社技術研究会社技術研究会社技術研究会社技術研究所長所長所長所長のののの松岡松岡松岡松岡孟様孟様孟様孟様、、、、またまたまたまた、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションのココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター及及及及びパネびパネびパネびパネリリリリストをストをストをストを務務務務めていためていためていためていただだだだくくくく皆皆皆皆様様様様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るるるる次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     終終終終わわわわりりりりにににに、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお一一一一人人人人おおおおひひひひととととりりりりのののの手手手手によによによによりりりりましてましてましてまして、、、、ますますますますますますますます推進推進推進推進されますことをされますことをされますことをされますことを祈祈祈祈念申念申念申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、、、、ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつとさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、よくおいでいたよくおいでいたよくおいでいたよくおいでいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。あああありりりりがとがとがとがとううううごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     主催者主催者主催者主催者代表代表代表代表ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ、、、、広島県広島県広島県広島県のののの藤田雄山知藤田雄山知藤田雄山知藤田雄山知事事事事ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸会会会会長長長長ののののごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長はははは広島県広島県広島県広島県ののののごごごご出出出出身身身身ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長     皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。大大大大変変変変多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、このフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムにごごごご出席出席出席出席いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まこまこまこまことにあとにあとにあとにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、広島県広島県広島県広島県、、、、そしてそしてそしてそして市市市市のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、このこのこのこの開催開催開催開催にににに向向向向かっかっかっかってててて大大大大変変変変ななななごごごご苦苦苦苦労労労労をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。藤田知藤田知藤田知藤田知事事事事にはにはにはには、、、、昨昨昨昨晩晩晩晩遅遅遅遅くまでくまでくまでくまでおおおお仕仕仕仕事事事事でででで東東東東京京京京にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃったわけですがったわけですがったわけですがったわけですが、、、、トントントントンボボボボ帰帰帰帰りりりりでででで、、、、けさおけさおけさおけさお帰帰帰帰りりりりになってになってになってになって、、、、ごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りりりりましてましてましてましてごごごごあいさあいさあいさあいさつつつついたいたいたいただだだだけたことをけたことをけたことをけたことを大大大大変変変変感謝感謝感謝感謝いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ののののゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましても、、、、ここここのようにゼロエミッションフォーラムののようにゼロエミッションフォーラムののようにゼロエミッションフォーラムののようにゼロエミッションフォーラムのセセセセミナーをミナーをミナーをミナーを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こといたこといたこといたこと、、、、感謝感謝感謝感謝いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。     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はのゼロエミッションフォーラムはのゼロエミッションフォーラムはのゼロエミッションフォーラムは、、、、実実実実はははは、、、、1994 年年年年にゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというココココンンンンセセセセプトをプトをプトをプトを研究研究研究研究、、、、普及普及普及普及させるためにさせるためにさせるためにさせるために研究研究研究研究プロジェクトがプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトが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。。。。ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションのョンのョンのョンのココココンンンンセセセセプトのプトのプトのプトの研究研究研究研究、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその普及活動普及活動普及活動普及活動をををを日日日日本国内本国内本国内本国内だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、多多多多くのくのくのくの世世世世界界界界のののの国国国国々々々々でででで実施実施実施実施してまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでしてまいったわけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、2000 年年年年にににに、、、、活動活動活動活動、、、、プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを実行実行実行実行するするするする、、、、それをそれをそれをそれを推進推進推進推進していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで、、、、ゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムという組織組織組織組織をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげたわけでたわけでたわけでたわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。このフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムが日日日日本本本本、、、、そしてそしてそしてそして世世世世界界界界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活動活動活動活動をををを推進推進推進推進
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するするするする、、、、そのそのそのその推進推進推進推進母母母母体体体体としてとしてとしてとして活動活動活動活動をしてまいをしてまいをしてまいをしてまいりりりりましたましたましたました。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するためのいするためのいするためのいするためのいろろろろいいいいろろろろななななココココンンンンセセセセプトでプトでプトでプトで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動がががが行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。フフフファァァァクタークタークタークター4とかとかとかとか、、、、フフフファァァァクタークタークタークター10 とかとかとかとか、、、、あるいはナチあるいはナチあるいはナチあるいはナチュュュュラルステップとかラルステップとかラルステップとかラルステップとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななココココンンンンセセセセプトのもプトのもプトのもプトのもとでいとでいとでいとでいろろろろいいいいろろろろなななな活動活動活動活動がががが行行行行われているわけでわれているわけでわれているわけでわれているわけでごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、市民市民市民市民とととと企業企業企業企業とととと行行行行政政政政とととと学会学会学会学会といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、学学学学校校校校とかとかとかとか研究研究研究研究所所所所、、、、そういうみそういうみそういうみそういうみんんんんながながながなが情情情情報報報報をををを共共共共用用用用しましてしましてしましてしまして、、、、そしてシーズそしてシーズそしてシーズそしてシーズ、、、、ニニニニーズをーズをーズをーズを認識認識認識認識しながらしながらしながらしながら、、、、肩肩肩肩をををを組組組組んんんんでといいますでといいますでといいますでといいますかかかか、、、、手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって研究研究研究研究しししし、、、、実施実施実施実施していくということがしていくということがしていくということがしていくということが一一一一番番番番大大大大切切切切なわけでなわけでなわけでなわけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、そのそのそのそのココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは潤滑潤滑潤滑潤滑油油油油、、、、推進推進推進推進、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで私私私私どもゼロエミッショどもゼロエミッショどもゼロエミッショどもゼロエミッションフォーラムがおンフォーラムがおンフォーラムがおンフォーラムがお手手手手伝伝伝伝いできれいできれいできれいできればばばば、、、、大大大大変変変変あああありりりりがたいことがたいことがたいことがたいことだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     昨昨昨昨今今今今、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの共共共共生生生生というというというという意意意意味味味味でのでのでのでの認識認識認識認識はははは大大大大変変変変にににに高高高高まっておまっておまっておまっておりりりりましてましてましてまして、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動ににににおきましてもおきましてもおきましてもおきましても、、、、物物物物ををををつつつつくるときにもくるときにもくるときにもくるときにも、、、、省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えないようなえないようなえないようなえないようなつつつつくくくくりりりり方方方方もももも努努努努力力力力しておしておしておしておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、つつつつくるくるくるくる製品製品製品製品そのものもそのものもそのものもそのものも、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、冷冷冷冷凍凍凍凍機機機機もももも、、、、テテテテレレレレビビビビもももも、、、、クーラーもクーラーもクーラーもクーラーも、、、、過去過去過去過去とはとはとはとは格格格格段段段段にににに違違違違ったったったった省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省省省省資源資源資源資源タイプになっておタイプになっておタイプになっておタイプになっておりりりりますますますます。。。。自動自動自動自動車車車車もももも、、、、ハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドカーがカーがカーがカーが大大大大変変変変なななな勢勢勢勢いでいでいでいで今今今今増増増増えていっておえていっておえていっておえていっておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた研究研究研究研究ののののほほほほううううもももも、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車というのがというのがというのがというのが開発開発開発開発がががが進進進進んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。家庭家庭家庭家庭用用用用にもにもにもにも、、、、家庭家庭家庭家庭用用用用燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池というのというのというのというのがががが今今今今試試試試験験験験的的的的にににに実実実実証証証証にににに入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。昨昨昨昨年年年年までまでまでまで、、、、たしかたしかたしかたしか 35台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらいじじじじゃゃゃゃなかったかとなかったかとなかったかとなかったかと思思思思いいいいますけどますけどますけどますけど、、、、本年度本年度本年度本年度はははは 400 台台台台ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが家庭家庭家庭家庭にににに入入入入ってってってって実実実実証証証証試試試試験験験験がががが行行行行われるわれるわれるわれるんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという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。。。。国国国国ののののほほほほうもうもうもうも大大大大変変変変なななな力力力力をををを入入入入れてこのれてこのれてこのれてこの燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のののの普及普及普及普及をををを図図図図っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいいいいますますますます。。。。またまたまたまた、、、、家庭家庭家庭家庭生生生生活活活活におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、水水水水をををを節節節節約約約約するとかするとかするとかするとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは電電電電気気気気のののの節節節節約約約約とかとかとかとか、、、、物物物物をををを大大大大切切切切にににに扱扱扱扱うとかうとかうとかうとか、、、、あるいはできるあるいはできるあるいはできるあるいはできるだだだだけけけけごごごごみにしないでもうみにしないでもうみにしないでもうみにしないでもう一度一度一度一度使使使使おうというようなおうというようなおうというようなおうというような、、、、生生生生活活活活そのものもそのものもそのものもそのものも変変変変わわわわりつつりつつりつつりつつあるあるあるあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     法法法法制制制制的的的的にもにもにもにも、、、、93 年年年年ですかですかですかですか、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本法法法法、、、、そしてそしてそしてそして 2000 年年年年にはにはにはには循環社会推進基本循環社会推進基本循環社会推進基本循環社会推進基本法法法法がががが制制制制定定定定さささされましてれましてれましてれまして、、、、そのそのそのその前前前前後後後後、、、、7つつつつののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが制制制制定定定定されたわけでされたわけでされたわけでされたわけで、、、、現現現現在在在在自動自動自動自動車車車車もももも、、、、建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材もももも、、、、一一一一番番番番早早早早かったかったかったかった容容容容器器器器・・・・包装包装包装包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、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抱抱抱抱えながらもえながらもえながらもえながらも、、、、世世世世のののの中中中中にににに定着定着定着定着ししししつつつつつつつつあるというあるというあるというあるというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2002 年年年年にはにはにはにはババババイイイイオマオマオマオマスニッスニッスニッスニッポポポポンというンというンというンという国国国国としてとしてとしてとしてのプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトがのプロジェクトが発発発発足足足足されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを従従従従来来来来のののの化化化化石石石石、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源のののの代代代代替替替替ととととしてしてしてして置置置置きかえていくきかえていくきかえていくきかえていく、、、、そしてそしてそしてそして、、、、資源的資源的資源的資源的にもにもにもにも持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築していこうしていこうしていこうしていこうじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかということでいうことでいうことでいうことで発発発発足足足足したわけでしたわけでしたわけでしたわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。日日日日本本本本だだだだけではけではけではけではごごごございませざいませざいませざいませんんんん、、、、アアアアメメメメリリリリカにおきましカにおきましカにおきましカにおきましてもてもてもても、、、、ドドドドイイイイツツツツにおきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをもっとスをもっとスをもっとスをもっと有効有効有効有効にににに使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって循環社会循環社会循環社会循環社会をををを可可可可能能能能にしていこうにしていこうにしていこうにしていこうじじじじゃゃゃゃないかというようなないかというようなないかというようなないかというような試試試試みがみがみがみが行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代にににに私私私私たちたちたちたち直面直面直面直面いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりましてましてましてまして、、、、このゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラム、、、、ここでここでここでここで、、、、このこのこのこの広島県広島県広島県広島県におけにおけにおけにおけるるるる活動活動活動活動のののの成成成成果果果果等等等等々々々々をおをおをおをお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだくということはくということはくということはくということは大大大大変変変変うれしくうれしくうれしくうれしく思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     ききききょょょょうううう、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いできることをいできることをいできることをいできることを楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに、、、、そしてそしてそしてそして皆皆皆皆様様様様方方方方とととと一一一一緒緒緒緒にににに今今今今後後後後のののの循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のためにのためにのためにのために、、、、手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって、、、、前前前前進進進進していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っっっっておておておておりりりりますますますます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     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藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸会会会会長長長長からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつががががごごごございましざいましざいましざいましたたたた。。。。     このこのこのこの後後後後はははは基調基調基調基調講演講演講演講演ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、舞舞舞舞台台台台のののの準備準備準備準備がががが整整整整いますまでいますまでいますまでいますまで、、、、いましいましいましいましばばばばらくおらくおらくおらくお時間時間時間時間ををををちちちちょょょょううううだだだだいいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。いましいましいましいましばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくだだだだささささいませいませいませいませ。（。（。（。（舞舞舞舞台台台台準備準備準備準備）））） 
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 基調基調基調基調講演講演講演講演 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。     今今今今日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演のののの講講講講師師師師はははは、、、、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藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸会会会会長長長長ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。講演講演講演講演のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「－－－－究極究極究極究極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－－－－ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを資源資源資源資源とするとするとするとする新新新新ししししいいいい社会社会社会社会創創創創りりりり」」」」ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長     ごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかにあずかにあずかにあずかりりりりましたましたましたました藤村藤村藤村藤村ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを資源資源資源資源とするとするとするとする新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりというテーというテーというテーというテーママママでおでおでおでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     よくよくよくよく言言言言われるこわれるこわれるこわれることですがとですがとですがとですが、、、、現現現現在在在在私私私私たちはグローたちはグローたちはグローたちはグローババババルトルトルトルトリリリリレレレレンンンンママママにににに直面直面直面直面していますしていますしていますしています。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、現現現現在在在在世世世世界界界界のののの人口人口人口人口はははは 63億億億億人人人人とととと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。年年年年々々々々約約約約 7,000万万万万ぐぐぐぐらいずらいずらいずらいずつつつつ増増増増加加加加しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。2050 年年年年にはにはにはには 80億億億億人人人人になるのではないかというようなになるのではないかというようなになるのではないかというようなになるのではないかというような予予予予測測測測ももももごごごございますざいますざいますざいます。。。。人口人口人口人口のののの予予予予測測測測、、、、これはこれはこれはこれは比比比比較較較較的的的的正正正正確確確確ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、おそらくそのおそらくそのおそらくそのおそらくその程程程程度度度度のののの人口人口人口人口にににになるのではないかというなるのではないかというなるのではないかというなるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思われますわれますわれますわれます。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、現現現現在在在在私私私私たちはたちはたちはたちは南南南南北北北北格格格格差差差差というというというという問問問問題題題題ににににもももも直面直面直面直面いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。世世世世界界界界のののの富富富富といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、人口人口人口人口でででで約約約約 20％％％％のののの人人人人たちがたちがたちがたちが、、、、80％％％％以以以以上上上上のののの富富富富をををを占占占占有有有有しているというしているというしているというしているというふふふふうにうにうにうに言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。私私私私たちたちたちたち日日日日本本本本人人人人はははは、、、、大大大大変変変変快適快適快適快適なななな、、、、豊豊豊豊かかかかなななな生生生生活活活活をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。今今今今後後後後、、、、人口人口人口人口のののの増増増増加加加加はははは比比比比較較較較的的的的豊豊豊豊かでないとこかでないとこかでないとこかでないところろろろでででで増増増増加加加加いたすわけでいたすわけでいたすわけでいたすわけでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々にににに私私私私たちとたちとたちとたちと同同同同じじじじようなようなようなような生生生生活活活活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ためにはくためにはくためにはくためには、、、、経済経済経済経済成成成成長長長長というのはどうしてもというのはどうしてもというのはどうしてもというのはどうしても必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。従従従従来来来来とととと同同同同じじじじようなようなようなような経済成経済成経済成経済成長長長長、、、、同同同同じじじじようなスタようなスタようなスタようなスタイルでイルでイルでイルで経済成経済成経済成経済成長長長長がががが行行行行われますとわれますとわれますとわれますと、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、資源資源資源資源もももも枯渇枯渇枯渇枯渇にににに向向向向かいますかいますかいますかいます。。。。よくよくよくよく言言言言わわわわれていることですがれていることですがれていることですがれていることですが、、、、半半半半導体導体導体導体でででで必要必要必要必要としますとしますとしますとします銅銅銅銅、、、、これはこれはこれはこれは、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源としてはとしてはとしてはとしては既既既既にににに 70％％％％はははは採採採採掘掘掘掘されてしまったされてしまったされてしまったされてしまった。。。。残残残残りりりりはははは 30％％％％しかないしかないしかないしかない。。。。石油石油石油石油ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、ここここれはいれはいれはいれはいろろろろいいいいろろろろなななな見見見見方方方方ががががごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、50 年年年年がががが寿命寿命寿命寿命であるというようなであるというようなであるというようなであるというような話話話話もももも出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは採掘採掘採掘採掘可能可能可能可能とととといいますよいいますよいいますよいいますよりりりりもももも、、、、経済的経済的経済的経済的にににに採掘採掘採掘採掘可能可能可能可能なななな、「、「、「、「経済的経済的経済的経済的」」」」というのがというのがというのがというのがつつつつくわけでくわけでくわけでくわけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ししししかしかしかしかし、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、資源資源資源資源はははは有有有有限限限限ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。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、、、、大大大大変変変変多多多多くのくのくのくの人人人人たちがたちがたちがたちが豊豊豊豊かになるためにかになるためにかになるためにかになるために、、、、従従従従来来来来のようなのようなのようなのような経済成経済成経済成経済成長長長長をををを続続続続けますとけますとけますとけますと資源資源資源資源はははは枯渇枯渇枯渇枯渇してしまうということしてしまうということしてしまうということしてしまうということはははは明明明明らかでらかでらかでらかでごごごございますざいますざいますざいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、資源資源資源資源をををを加工加工加工加工しますとしますとしますとしますと、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに多多多多くのくのくのくの環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化をもたをもたをもたをもたらすらすらすらす要要要要因因因因ををををつつつつくくくくりりりりますますますます。。。。老老老老廃廃廃廃物物物物をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん出出出出してしてしてして、、、、有有有有害害害害物物物物をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん出出出出していくというこしていくというこしていくというこしていくということになとになとになとになりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、生生生生活活活活するするするする上上上上でもでもでもでも、、、、そういうそういうそういうそういう機機機機器器器器をををを使使使使うううう上上上上でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境をををを悪悪悪悪化化化化させてさせてさせてさせて居居居居りりりりますますますます。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは電電電電力力力力をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん使使使使っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスススス問問問問題等題等題等題等々々々々、、、、環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化というというというという問問問問題題題題にににに直面直面直面直面しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そのそのそのその 3 つつつつのののの問問問問題題題題をををを同同同同時時時時にににに解解解解決決決決しながらしながらしながらしながら私私私私たちはたちはたちはたちは成成成成長長長長をををを続続続続けなけれけなけれけなけれけなければばばばいけないということにないけないということにないけないということにないけないということになりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、私私私私たたたたちちちち日日日日本本本本人人人人のようにのようにのようにのように、、、、もうもうもうもう既既既既にににに豊豊豊豊かになったかになったかになったかになった人人人人たちたちたちたち、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ままままだだだだ豊豊豊豊かでないかでないかでないかでない人人人人たちたちたちたち、、、、同同同同じじじじようにようにようにように成成成成長長長長しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないということではいけないということではいけないということではいけないということではごごごございませざいませざいませざいませんんんんけどけどけどけど、、、、世世世世界界界界全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては明明明明ららららかにかにかにかに経済成経済成経済成経済成長長長長がががが必要必要必要必要であるということになであるということになであるということになであるということになりりりりますますますます。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、それをそれをそれをそれを同同同同時時時時にににに解解解解決決決決するするするする方方方方法法法法としてとしてとしてとして、、、、老老老老廃廃廃廃物物物物をゼロにしていくをゼロにしていくをゼロにしていくをゼロにしていく、、、、排排排排出物出物出物出物をゼロにをゼロにをゼロにをゼロにするするするする、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的にににに排排排排出出出出のないのないのないのない経済成経済成経済成経済成長長長長、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会生生生生活活活活というのができないかというというのができないかというというのができないかというというのができないかというココココンンンンセセセセプトがプトがプトがプトが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつつつつくるためにくるためにくるためにくるために必要必要必要必要ななななココココンンンンセセセセプトとしてプトとしてプトとしてプトとして提提提提示示示示されているわけでされているわけでされているわけでされているわけで
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すすすす。。。。     1つつつつはははは、、、、自分自自分自自分自自分自身身身身がどういうことができるかというがどういうことができるかというがどういうことができるかというがどういうことができるかという面面面面からからからから見見見見ますとますとますとますと、、、、できるできるできるできるだだだだけクけクけクけクリリリリーンーンーンーン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おうではないかおうではないかおうではないかおうではないか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、自自自自然然然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うということがうということがうということがうということが究極究極究極究極ででででははははごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、まあまあまあまあ、、、、石油石油石油石油をををを使使使使うようようようよりりりりはははは、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは石石石石炭炭炭炭をををを使使使使うようようようよりりりりはははは、、、、天天天天然然然然ガガガガスのスのスのスのほほほほうがうがうがうが環境環境環境環境にににに優優優優ししししいというクいというクいというクいというクリリリリーンなエネルギーということもーンなエネルギーということもーンなエネルギーということもーンなエネルギーということも考考考考慮慮慮慮するするするする必要必要必要必要はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんあるあるあるあるわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは再生再生再生再生可能可能可能可能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ていこうではないかということになっていこうではないかということになっていこうではないかということになっていこうではないかということになりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、資源資源資源資源もももも同同同同じじじじででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ再生再生再生再生可能可能可能可能なななな資源資源資源資源をををを使使使使っていこうではないかということになっていこうではないかということになっていこうではないかということになっていこうではないかということになりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、つつつつくるときもくるときもくるときもくるときも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは使使使使うときもうときもうときもうときも、、、、大大大大切切切切にににに物物物物をををを使使使使うとうとうとうと同同同同時時時時にににに、、、、省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源でででで、、、、自分自分自分自分ももももつつつつくくくくりりりりますしますしますしますし、、、、またそれをまたそれをまたそれをまたそれを使使使使っていこうということになっていこうということになっていこうということになっていこうということになりりりりますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても私私私私たちたちたちたち、、、、家庭家庭家庭家庭生生生生活活活活においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、排排排排出出出出ししししなけれなけれなけれなければばばばいけないものもいけないものもいけないものもいけないものもごごごございますざいますざいますざいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、私私私私たちたちたちたち、、、、息息息息をしますのでをしますのでをしますのでをしますので、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスはスはスはスは出出出出しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、生理生理生理生理的的的的にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを出出出出していきますしていきますしていきますしていきます。。。。我我我我々々々々企業企業企業企業といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても出出出出さざるをさざるをさざるをさざるを得得得得ないもないもないもないものがのがのがのがごごごございますざいますざいますざいます。。。。自分自分自分自分ではそれをではそれをではそれをではそれをリリリリサイクルできませサイクルできませサイクルできませサイクルできませんんんんけどけどけどけど、、、、他他他他のののの産業産業産業産業とととと一一一一緒緒緒緒にににに組組組組んんんんででででリリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばば多多多多くのものがくのものがくのものがくのものが可能可能可能可能になになになになりりりりますますますます。。。。リリリリサイクルすることによってサイクルすることによってサイクルすることによってサイクルすることによって、、、、排排排排出物出物出物出物、、、、老老老老廃廃廃廃物物物物のののの排排排排出出出出をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに近近近近づけようづけようづけようづけよう、、、、こういうのがゼロエミッションのこういうのがゼロエミッションのこういうのがゼロエミッションのこういうのがゼロエミッションのココココンンンンセセセセプトになっておプトになっておプトになっておプトになっておりりりりますますますます。。。。     ククククリリリリーンなエネルギーーンなエネルギーーンなエネルギーーンなエネルギー、、、、あるいはクあるいはクあるいはクあるいはクリリリリーンなーンなーンなーンな資源資源資源資源、、、、このこのこのこの代表代表代表代表的的的的なものはなものはなものはなものはババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスというのはスというのはスというのはスというのは、、、、端端端端的的的的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、木木木木とかとかとかとか、、、、葉葉葉葉とかとかとかとか、、、、植植植植物物物物ということということということということになになになになりりりりますますますます。。。。植植植植物物物物をををを食食食食べべべべてててて成成成成育育育育しますしますしますします動動動動物物物物、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその死死死死骸骸骸骸、、、、ふふふふんんんん、、、、それからそれからそれからそれから海海海海のののの海草海草海草海草ととととかかかか、、、、藻藻藻藻とかとかとかとか、、、、微微微微生物生物生物生物とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有機物機物機物機物のののの総総総総体体体体、、、、これはこれはこれはこれは石石石石炭炭炭炭とかとかとかとか石油石油石油石油をををを除除除除くくくく有有有有機物機物機物機物のののの総総総総体体体体、、、、これをこれをこれをこれをババババイイイイオマオマオマオマスとスとスとスと呼呼呼呼んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。頭頭頭頭のののの中中中中にににに、、、、木木木木とかとかとかとか、、、、草草草草とかとかとかとか、、、、農農農農産産産産物物物物とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういうものいうものいうものいうもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは牛牛牛牛とかとかとかとか馬馬馬馬とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう畜畜畜畜産産産産、、、、こういうものをおこういうものをおこういうものをおこういうものをお描描描描きになるのがいいきになるのがいいきになるのがいいきになるのがいいとととと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有機物機物機物機物をををを資源資源資源資源、、、、原原原原料料料料としましてとしましてとしましてとしまして、、、、そしてそしてそしてそして産業産業産業産業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、、、、社会社会社会社会ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていくということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。     そういうそういうそういうそういうババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを資源資源資源資源としてとしてとしてとして工工工工業業業業製品製品製品製品ををををつつつつくくくくりりりりましたましたましたましたりりりり、、、、そしてそしてそしてそして原原原原料料料料、、、、資源資源資源資源ををををつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、それをそれをそれをそれを使使使使用用用用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。それでそれでそれでそれで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になるわけですけどになるわけですけどになるわけですけどになるわけですけど、、、、これはこれはこれはこれは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物としとしとしとしてまたてまたてまたてまた分分分分解解解解されてされてされてされて炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスになるスになるスになるスになる。。。。そのそのそのその炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを光光光光合成合成合成合成ででででババババイイイイオマオマオマオマスはスはスはスは成成成成長長長長するするするする。。。。そのそのそのその成成成成長長長長するするするする草草草草木木木木をををを食食食食べべべべてててて家家家家畜畜畜畜等等等等もももも飼飼飼飼育育育育されるされるされるされる。。。。これがこれがこれがこれがババババイイイイオマオマオマオマスススス産業産業産業産業とととと言言言言われているものでわれているものでわれているものでわれているもので、、、、従従従従来来来来、、、、このこのこのこの表表表表ででででババババイイイイオマオマオマオマスとスとスとスと書書書書かれているとこかれているとこかれているとこかれているところろろろにににに、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源としてとしてとしてとして石油石油石油石油・・・・石石石石炭炭炭炭というもというもというもというものがあったわけですがのがあったわけですがのがあったわけですがのがあったわけですが、、、、20世世世世紀紀紀紀はそれによってはそれによってはそれによってはそれによって私私私私たちはたちはたちはたちは豊豊豊豊かになったわけですかになったわけですかになったわけですかになったわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源でででで、、、、オオオオイルイルイルイルリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーをーをーをーを核核核核としましてとしましてとしましてとしまして、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をしたわけですをしたわけですをしたわけですをしたわけです。。。。このこのこのこの辺辺辺辺にあるプラスチックはにあるプラスチックはにあるプラスチックはにあるプラスチックは全部全部全部全部そういうそういうそういうそういう石油石油石油石油、、、、石石石石炭炭炭炭起起起起源源源源のののの資源資源資源資源をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにしてつつつつくられたものでくられたものでくられたものでくられたもので、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが非非非非常常常常にににに安安安安くくくく手手手手にににに入入入入りりりりましてましてましてまして、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは生生生生活活活活してきたわけですけどしてきたわけですけどしてきたわけですけどしてきたわけですけど、、、、これはこれはこれはこれはリリリリサイクルできないといいますかサイクルできないといいますかサイクルできないといいますかサイクルできないといいますか、、、、完完完完全全全全ににににリリリリサイクルにはサイクルにはサイクルにはサイクルには回回回回りりりり得得得得ないものでないものでないものでないものでごごごございますのざいますのざいますのざいますのでででで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを石油石油石油石油・・・・石石石石炭炭炭炭のかわのかわのかわのかわりりりりとしてとしてとしてとして使使使使うならうならうならうならばばばば、、、、これはこれはこれはこれは植植植植物物物物としてとしてとしてとして炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを固固固固定定定定化化化化しましてしましてしましてしまして、、、、それをそれをそれをそれを資源資源資源資源としてとしてとしてとして使使使使いますのでいますのでいますのでいますので、、、、完完完完全全全全にににに循環循環循環循環させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。。。。ですかですかですかですからららら、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、ババババイイイイオマオマオマオマススススリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーをーをーをーを核核核核のののの技術技術技術技術としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろなななな工工工工業業業業製品製品製品製品ををををつつつつくくくくりりりり、、、、そしてそしてそしてそして従従従従来来来来とととと同同同同じじじじようなようなようなような生生生生活活活活をしていくことができるかをしていくことができるかをしていくことができるかをしていくことができるか、、、、こういうこういうこういうこういう産業産業産業産業がががが 21世世世世紀紀紀紀型型型型のののの産業産業産業産業ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。     現現現現在在在在のののの技術技術技術技術でそういうでそういうでそういうでそういうババババイイイイオマオマオマオマススススリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーをーをーをーを中中中中心心心心としたとしたとしたとしたババババイイイイオマオマオマオマスススス産業産業産業産業というよというよというよというよ
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うなものはどういうものがうなものはどういうものがうなものはどういうものがうなものはどういうものが考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現現現現在在在在できるものできるものできるものできるもの、、、、将将将将来来来来はもっともっとはもっともっとはもっともっとはもっともっとたくさたくさたくさたくさんんんんなななな方方方方法法法法がががが開発開発開発開発されていくとされていくとされていくとされていくと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、現現現現在在在在でもできるでもできるでもできるでもできるんだんだんだんだということをおということをおということをおということをお話話話話しししし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。。。。     私私私私たちたちたちたち、、、、都市都市都市都市生生生生活活活活をいたしておをいたしておをいたしておをいたしておりりりりますとますとますとますと、、、、都市都市都市都市からからからから多多多多くのくのくのくのごごごごみをみをみをみを出出出出しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。そのそのそのそのごごごごみのみのみのみの大大大大半半半半はははは、、、、紙紙紙紙とかとかとかとか、、、、木木木木とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういうババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスでごごごございますざいますざいますざいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、生理生理生理生理的的的的にににに私私私私たちもたちもたちもたちも便便便便所所所所にににに行行行行きますがきますがきますがきますが、、、、そこでそこでそこでそこで排排排排出出出出されているものもされているものもされているものもされているものも大大大大半半半半ははははババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ですからですからですからですから、、、、下下下下水水水水処処処処理理理理場場場場でででで処処処処理理理理しているものはしているものはしているものはしているものはババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを処処処処理理理理しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございますざいますざいますざいますしししし、、、、ごごごごみみみみ焼却場焼却場焼却場焼却場でででで処処処処理理理理しているものはしているものはしているものはしているものはほほほほととととんんんんどはどはどはどはババババイイイイオマオマオマオマスなわけですスなわけですスなわけですスなわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、都市都市都市都市生生生生活活活活でででで私私私私たちがたちがたちがたちが排排排排出出出出しているものしているものしているものしているもの、、、、これはこれはこれはこれはババババイイイイオマオマオマオマスであるスであるスであるスである。。。。それからそれからそれからそれから、、、、農農農農村部村部村部村部でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな農農農農作作作作物物物物ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれはババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスでごごごございますしざいますしざいますしざいますし、、、、またまたまたまた、、、、そこでそこでそこでそこで牛牛牛牛とかとかとかとか、、、、豚豚豚豚とかとかとかとか、、、、飼飼飼飼っておっておっておっておりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、それもそれもそれもそれもババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、そのそのそのそのふふふふんんんんももももババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスでごごごございますざいますざいますざいます。。。。    森森森森ががががごごごございますとざいますとざいますとざいますと、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生えているえているえているえている木木木木もももも、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを剪剪剪剪定定定定いたすとかいたすとかいたすとかいたすとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは間間間間伐伐伐伐材材材材とととと言言言言われているものわれているものわれているものわれているもの、、、、これもこれもこれもこれもババババイイイイオマオマオマオマスススス廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。農農農農村村村村でおでおでおでお米米米米ををををつつつつくくくくりりりりますとますとますとますと、、、、わらとかもみわらとかもみわらとかもみわらとかもみ殻殻殻殻、、、、これもこれもこれもこれも農農農農業産業産業産業産廃廃廃廃ではではではではごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス。。。。都市都市都市都市からからからから出出出出るものもるものもるものもるものも、、、、農農農農村村村村からからからから出出出出るものもるものもるものもるものも、、、、成分成分成分成分はははは石石石石炭炭炭炭・・・・石油石油石油石油ととととほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、密度密度密度密度がががが低低低低いといういといういといういという違違違違いはいはいはいはごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、石油石油石油石油・・・・石石石石炭炭炭炭からからからからつつつつくられていたものくられていたものくられていたものくられていたもの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるオオオオイルイルイルイルリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーとしてーとしてーとしてーとして精精精精製製製製されていたものはされていたものはされていたものはされていたものは、、、、ババババイイイイオマオマオマオマススススリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーとしてーとしてーとしてーとして同同同同じじじじものがでものがでものがでものができるきるきるきる。。。。まあまあまあまあ、、、、簡簡簡簡単単単単にはそのようににはそのようににはそのようににはそのように理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだいていていていて結結結結構構構構ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 現現現現在在在在いいいいろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されておされておされておされておりりりりましてましてましてまして、、、、そういうそういうそういうそういうババババイイイイオマオマオマオマスからスからスからスから水素水素水素水素ををををつつつつくるこくるこくるこくることもできますともできますともできますともできます。。。。そのそのそのその水素水素水素水素をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして、、、、燃燃燃燃料料料料電電電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、、、、自動自動自動自動車車車車をををを動動動動かすこともできかすこともできかすこともできかすこともできますますますます。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、水水水水気気気気のののの多多多多いいいいババババイイイイオマオマオマオマスススス廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はははは、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をををを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。メメメメタンタンタンタンでででで自動自動自動自動車車車車をををを動動動動かすこともできますしかすこともできますしかすこともできますしかすこともできますし、、、、メメメメタンはタンはタンはタンは天天天天然然然然ガガガガスススス、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる都市都市都市都市ガガガガスとスとスとスと同同同同じじじじででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、都市都市都市都市ガガガガスというのはスというのはスというのはスというのは、、、、現現現現在在在在はははは天天天天然然然然ガガガガスからスからスからスから地地地地下下下下資源資源資源資源ででででつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、そうそうそうそういういういういう有有有有機物機物機物機物からからからから都市都市都市都市ガガガガスとスとスとスと同同同同じじじじようなようなようなようなガガガガスもスもスもスもつつつつくることができるくることができるくることができるくることができる。。。。ですからですからですからですから、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵装装装装置置置置とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはごごごごみからみからみからみからガガガガスススス化化化化いたしましていたしましていたしましていたしまして水素水素水素水素をををを取取取取りりりり出出出出すすすす装装装装置置置置とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういうものはものはものはものはつつつつくられておくられておくられておくられておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスというのはスというのはスというのはスというのは糖糖糖糖ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、発発発発酵酵酵酵させさせさせさせましてましてましてまして、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、乳乳乳乳酸酸酸酸からからからから重重重重合合合合いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、プラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックをつつつつくるというくるというくるというくるという装装装装置置置置もももも運運運運転転転転にににに入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、木木木木等等等等はフはフはフはファァァァイイイイババババーとーとーとーとリリリリグニングニングニングニン。。。。リリリリグニンによってフグニンによってフグニンによってフグニンによってファァァァイイイイババババーがーがーがーが固固固固められたものがめられたものがめられたものがめられたものが木木木木ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。リリリリグニンというのはグニンというのはグニンというのはグニンというのは、、、、接接接接着着着着剤剤剤剤とととと思思思思ええええばばばばいいいいいいいいんんんんでででですがすがすがすが、、、、フフフファァァァイイイイババババーをーをーをーをつつつつけけけけ合合合合わせているもわせているもわせているもわせているものであるのであるのであるのである。。。。リリリリグニンをグニンをグニンをグニンを回回回回収収収収いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは稲稲稲稲わらとかわらとかわらとかわらとか、、、、そういうものからそういうものからそういうものからそういうものからリリリリグニンをグニンをグニンをグニンを抽抽抽抽出出出出いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのそのそのそのリリリリググググニンをニンをニンをニンを接接接接着着着着剤剤剤剤としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろなななな木木木木材材材材ももももつつつつくることができますしくることができますしくることができますしくることができますし、、、、ウウウウッッッッドドドドプラスチックとプラスチックとプラスチックとプラスチックと呼呼呼呼んんんんでおでおでおでおりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製品製品製品製品ももももつつつつくることができるくることができるくることができるくることができる。。。。またまたまたまた、、、、よくよくよくよくごごごご存存存存じじじじのののの漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは化化化化粧粧粧粧品品品品、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなものがなものがなものがなものがつつつつくられておくられておくられておくられておりりりりますますますます。。。。     そういうそういうそういうそういうケケケケミカルミカルミカルミカルユユユユースのものースのものースのものースのもの、、、、あるいはサーあるいはサーあるいはサーあるいはサーママママルルルルユユユユースのものースのものースのものースのもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは電電電電力力力力としてとしてとしてとしてつつつつくっているものくっているものくっているものくっているもの、、、、そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、都市都市都市都市とととと農農農農村村村村のののの接点接点接点接点においてにおいてにおいてにおいて、、、、都市都市都市都市とととと農農農農村村村村がががが一一一一体体体体になってになってになってになって産産産産業業業業がががが生生生生まれるということはまれるということはまれるということはまれるということは、、、、熱熱熱熱とととと電電電電気気気気をををを一一一一緒緒緒緒にににに使使使使うことができるといううことができるといううことができるといううことができるという特特特特徴徴徴徴がががが出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりましてましてましてまして、、、、それをもとにしていそれをもとにしていそれをもとにしていそれをもとにしていろろろろいいいいろろろろなななな温度温度温度温度とかとかとかとか動力等動力等動力等動力等をををを有効有効有効有効にににに使使使使ってってってって農農農農業業業業生生生生産産産産をををを行行行行うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。ですからですからですからですから、、、、機機機機能能能能性植性植性植性植物物物物、、、、機機機機能能能能性作性作性作性作物物物物ををををつつつつくっていくというくっていくというくっていくというくっていくという農農農農業業業業にもにもにもにも転転転転換換換換をもたらすことになをもたらすことになをもたらすことになをもたらすことになろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。     そういうそういうそういうそういう産業産業産業産業がががが 21世世世世紀紀紀紀のののの産業産業産業産業だだだだといたしますとといたしますとといたしますとといたしますと、、、、まさにまさにまさにまさに沿沿沿沿岸岸岸岸地域地域地域地域でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、農農農農村村村村とととと都市都市都市都市
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のののの接点接点接点接点にローカルなにローカルなにローカルなにローカルな産業産業産業産業がたくさがたくさがたくさがたくさんつんつんつんつくられていくくられていくくられていくくられていく、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形がががが 21世世世世紀紀紀紀型型型型のののの産業産業産業産業のののの 1つつつつのののの形形形形態態態態ではないかというではないかというではないかというではないかという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。。。。     このこのこのこの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、農農農農村村村村とかとかとかとか都市都市都市都市のののの雇雇雇雇用用用用にににに非非非非常常常常にににに大大大大きなインパクトをきなインパクトをきなインパクトをきなインパクトを与与与与えるのではないかといえるのではないかといえるのではないかといえるのでは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られますえられますえられますえられます。。。。1つつつつはははは、、、、資源資源資源資源としてはとしてはとしてはとしては循環型循環型循環型循環型、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる再生再生再生再生可能可能可能可能なななな資源資源資源資源であるであるであるである。。。。そそそそしてしてしてして有有有有害害害害物物物物質質質質ががががほほほほととととんんんんどないどないどないどない。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にはにはにはには、、、、再生再生再生再生資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスのスのスのスの固固固固定定定定化化化化されたものをされたものをされたものをされたものを資源資源資源資源としてもうとしてもうとしてもうとしてもう一一一一回回回回使使使使うわけですからうわけですからうわけですからうわけですから、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの面面面面でもでもでもでも非非非非常常常常にににに有効有効有効有効であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして雇雇雇雇用用用用にににに役役役役にににに立立立立つつつつというようなというようなというようなというような特特特特徴徴徴徴ががががごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、今今今今後後後後――――――――私私私私、、、、広島広島広島広島のののの出出出出身身身身なものなものなものなものですからですからですからですから――――――――世世世世界界界界にににに自自自自慢慢慢慢できるようなできるようなできるようなできるようなババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンがこのンがこのンがこのンがこの広島広島広島広島でででで、、、、ぜひぜひぜひぜひモデモデモデモデルプランルプランルプランルプラントをトをトをトを早早早早くくくく立立立立ちちちち上上上上げげげげてもらっててもらっててもらっててもらって、、、、世世世世界界界界にににに発発発発信信信信できできできでき、、、、それがそれがそれがそれが観観観観光光光光にににに役役役役にににに立立立立ててててばばばばいいなといういいなといういいなといういいなというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     これこれこれこれ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなものがなものがなものがなものがごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、ききききょょょょうはもううはもううはもううはもうほほほほんんんんのわずかののわずかののわずかののわずかの実実実実例例例例をおをおをおをお話話話話しすしすしすしするるるるだだだだけでけでけでけでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、高高高高カロカロカロカロリリリリーーーーババババイイイイオマオマオマオマスからスからスからスから水素水素水素水素ををををつつつつくっているくっているくっているくっている例例例例ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの近近近近所所所所にににに宇宇宇宇部部部部興興興興産産産産というというというという会社会社会社会社ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現現現現在在在在乾燥乾燥乾燥乾燥ババババイイイイオマオマオマオマスではスではスではスではごごごございませざいませざいませざいませんんんんでででで、、、、プラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックを使使使使いましていましていましていまして水素水素水素水素ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますますますます。。。。そのそのそのその水素水素水素水素とととと窒窒窒窒素素素素をををを用用用用いてアンいてアンいてアンいてアンモモモモニアをニアをニアをニアを合成合成合成合成いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。1日日日日大体大体大体大体 90 トンのプラスチックをトンのプラスチックをトンのプラスチックをトンのプラスチックを原原原原料料料料としてとしてとしてとしてアンアンアンアンモモモモニアをおニアをおニアをおニアをおつつつつくくくくりりりりになっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは昭昭昭昭和和和和電工電工電工電工、、、、これはこれはこれはこれは川川川川崎崎崎崎ででででやややや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ごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、200 トンのプラスチックをトンのプラスチックをトンのプラスチックをトンのプラスチックを原原原原料料料料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、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃廃廃廃プラスチックとプラスチックとプラスチックとプラスチックと言言言言われているわれているわれているわれている、、、、ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして捨捨捨捨てられているプラスチックをてられているプラスチックをてられているプラスチックをてられているプラスチックを毎毎毎毎日日日日 200 トントントントン、、、、資源資源資源資源としましてとしましてとしましてとしまして、、、、ややややははははりりりり水素水素水素水素ををををつつつつくっているくっているくっているくっている装装装装置置置置ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、低低低低カロカロカロカロリリリリーーーー、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一一一一廃廃廃廃とととと言言言言われているわれているわれているわれているごごごごみでみでみでみでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、これはこれはこれはこれは川川川川口口口口市市市市においてにおいてにおいてにおいて、、、、電電電電力力力力、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ここでもあるとここでもあるとここでもあるとここでもあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、熱熱熱熱はプールはプールはプールはプール等等等等々々々々にににに使使使使っているっているっているっている例例例例ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     次次次次はははは、、、、上上上上越越越越市市市市でででで、、、、しししし尿尿尿尿とととと生生生生ごごごごみからみからみからみからメメメメタンをタンをタンをタンをつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのそのメメメメタンでタンでタンでタンで場場場場内内内内電電電電力力力力をををを供供供供給給給給しししし、、、、固形固形固形固形物物物物ははははメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵ですがですがですがですが、、、、濃縮濃縮濃縮濃縮したときにしたときにしたときにしたときに出出出出ますますますます液液液液はははは液液液液肥肥肥肥としてとしてとしてとして使使使使っているといっているといっているといっているというううう例例例例ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも何何何何カカカカ所所所所かかかか、、、、100 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの牛牛牛牛ふふふふんんんんからからからからメメメメタンをタンをタンをタンをつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのそのメメメメタンでタンでタンでタンで電電電電気気気気をををを取取取取りりりり出出出出しているしているしているしている装装装装置置置置ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、下下下下水水水水処処処処理理理理場場場場のののの汚汚汚汚泥泥泥泥からからからからメメメメタンをタンをタンをタンをつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのそのメメメメタンでタンでタンでタンで燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池をををを動動動動かしかしかしかしているているているている例例例例ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池はははは、、、、ごごごご存存存存じじじじとととと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、水素水素水素水素とととと酸酸酸酸素素素素をををを結結結結合合合合させましさせましさせましさせましてててて、、、、水水水水ができるわけですがができるわけですがができるわけですがができるわけですが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに電電電電気気気気をををを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。これはこれはこれはこれは電電電電気気気気分分分分解解解解のののの逆逆逆逆ででででごごごございまざいまざいまざいますのですのですのですので、、、、非非非非常常常常にににに古古古古いいいい技術技術技術技術ではではではではごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、現現現現在在在在新新新新たなたなたなたな脚脚脚脚光光光光のもとでのもとでのもとでのもとで燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池がががが家家家家庭庭庭庭用用用用、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車用用用用にににに開発開発開発開発がががが進進進進んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは家庭家庭家庭家庭用用用用のののの燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池でででで、、、、都市都市都市都市ガガガガスでスでスでスで電電電電気気気気とととと温温温温水水水水をををを供供供供給給給給いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、同同同同じじじじようなようなようなような、、、、そういうそういうそういうそういうメメメメタンタンタンタンガガガガスとかスとかスとかスとかごごごごみからみからみからみから出出出出ますますますます有効有効有効有効ガガガガスをスをスをスを燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして、、、、小小小小型型型型のののの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運運運運転転転転いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。ガガガガスタースタースタースタービビビビンもンもンもンも、、、、電電電電気気気気とととと熱熱熱熱をををを供供供供給給給給することすることすることすることができますのでができますのでができますのでができますので、、、、ココココジェネとしてジェネとしてジェネとしてジェネとして有効有効有効有効なななな燃燃燃燃料料料料のののの使使使使用方用方用方用方法法法法だだだだということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。     そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、農農農農村部村部村部村部はははは多多多多くのくのくのくの土土土土地地地地ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。太陽太陽太陽太陽電電電電池池池池というのもというのもというのもというのも 1 つつつつのののの方方方方策策策策ですしですしですしですし、、、、またまたまたまた山山山山ののののほほほほううううへへへへ行行行行きますときますときますときますと風風風風もももも吹吹吹吹いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。風風風風車車車車のののの問問問問題点題点題点題点というのはというのはというのはというのは、、、、6メメメメートートートートルルルルぐぐぐぐららららいのいのいのいの風風風風がががが吹吹吹吹きますときますときますときますと電電電電力力力力がががが容容容容易易易易にににに回回回回収収収収できるできるできるできるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そよそよそよそよ風風風風ではちではちではちではちょょょょっとっとっとっと問問問問題題題題ががががごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、しかししかししかししかし、、、、日日日日本本本本においてもにおいてもにおいてもにおいても風風風風力発力発力発力発電電電電というのはというのはというのはというのは、、、、昨昨昨昨今今今今たくさたくさたくさたくさんんんん設設設設置置置置されておされておされておされておりりりりまままますすすす。。。。 
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    このこのこのこのババババイイイイオマオマオマオマスとかスとかスとかスとか自自自自然然然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いましていましていましていまして、、、、局所局所局所局所でででで、、、、いわゆるローカルにいわゆるローカルにいわゆるローカルにいわゆるローカルに、、、、あまあまあまあまりりりり大大大大きいものではなくてきいものではなくてきいものではなくてきいものではなくて、、、、小小小小さいものをたくささいものをたくささいものをたくささいものをたくさんつんつんつんつななななぎぎぎぎ合合合合わせましてわせましてわせましてわせまして、、、、ローカルなローカルなローカルなローカルな電電電電力力力力・・・・熱熱熱熱供供供供給給給給をををを行行行行うようになうようになうようになうようになりりりりますますますます。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、電電電電力力力力だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、熱熱熱熱もももも使使使使うことができうことができうことができうことができますますますます。。。。ですからですからですからですから、、、、熱熱熱熱とととと電電電電力力力力をををを使使使使っていかにっていかにっていかにっていかに農農農農作作作作物物物物をををを育育育育てていくかというのがおもしてていくかというのがおもしてていくかというのがおもしてていくかというのがおもしろろろろいいいい商商商商売売売売になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。エエエエココココベベベベジタブルシステムとしていジタブルシステムとしていジタブルシステムとしていジタブルシステムとしていろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで今実施今実施今実施今実施されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。     このこのこのこの例例例例はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でででで、、、、これはサラダこれはサラダこれはサラダこれはサラダ菜菜菜菜とかとかとかとか、、、、トトトトママママトとかトとかトとかトとか、、、、ホホホホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウとかとかとかとか、、、、そういうもそういうもそういうもそういうものをのをのをのをつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその隣隣隣隣のスーパーでのスーパーでのスーパーでのスーパーで売売売売っているっているっているっている例例例例ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、節節節節水水水水農農農農業業業業というのというのというのというのをををを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。どこがどこがどこがどこが違違違違うかうかうかうか。。。。大体大体大体大体植植植植物物物物というのはというのはというのはというのは、、、、ストストストストレレレレスをスをスをスを与与与与えますとえますとえますとえますと、、、、今今今今までまでまでまで眠眠眠眠っていたっていたっていたっていた遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子がががが活活活活性性性性化化化化いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、意外意外意外意外なななな力力力力をををを発発発発揮揮揮揮することになすることになすることになすることになりりり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、、、、例例例例ええええばホばホばホばホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウのののの成分成分成分成分のののの中中中中にににに糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病をををを抑抑抑抑えるえるえるえる成分成分成分成分がががが多多多多量量量量にににに生生生生産産産産されてされてされてされて、、、、ホホホホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウをををを食食食食べべべべるとるとるとると糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病にににに効効効効くのではないかというくのではないかというくのではないかというくのではないかというようなようなようなような現現現現象象象象もももも出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりましてましてましてまして、、、、モモモモルルルルモモモモットットットットではではではでは実実実実証証証証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、、、、ままままだだだだ人人人人間間間間にはにはにはには実実実実証証証証しておしておしておしておりりりりませませませませんんんんけどけどけどけど、、、、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がががが出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりますますますます。。。。パイナップルがパイナップルがパイナップルがパイナップルが、、、、甘甘甘甘いいいいだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、1 年年年年にににに 2回回回回とれるとれるとれるとれる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、面面面面積積積積もももも、、、、パイナップルはあるパイナップルはあるパイナップルはあるパイナップルはある間間間間隔隔隔隔がががが必要必要必要必要ななななんだんだんだんだそうですがそうですがそうですがそうですが、、、、それがそれがそれがそれが半半半半分分分分でできるでできるでできるでできる。。。。結結結結果果果果的的的的にはにはにはには、、、、2回回回回とれてとれてとれてとれて、、、、面面面面積積積積がががが半半半半分分分分になになになになりりりりますのでますのでますのでますので、、、、4倍倍倍倍のののの生生生生産産産産性性性性がががが上上上上がるがるがるがる。。。。ですからですからですからですから、、、、パイナップルをパイナップルをパイナップルをパイナップルをつつつつくくくくろろろろうではないかというようなうではないかというようなうではないかというようなうではないかというような話話話話がががが沖縄沖縄沖縄沖縄でもでもでもでも行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますしますしますしますし、、、、長長長長野県野県野県野県ではではではではホホホホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウのののの生生生生産産産産にににに入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなななな機機機機能能能能性植性植性植性植物物物物ができるができるができるができる。。。。甘甘甘甘いいいいだだだだけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、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持持持持ったったったった植植植植物物物物がががが開発開発開発開発されされされされつつつつつつつつあああありりりりますますますます。。。。こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは、、、、そのそのそのその地方地方地方地方のののの特特特特産産産産物物物物としてまたとしてまたとしてまたとしてまた売売売売りりりり出出出出すこともできますしすこともできますしすこともできますしすこともできますし、、、、これはこれはこれはこれは雇雇雇雇用用用用にもにもにもにもつつつつながるということになながるということになながるということになながるということになりりりりますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、ガガガガスススス化化化化いたしますときにいたしますときにいたしますときにいたしますときに灰灰灰灰分分分分ををををガガガガラスラスラスラス固化固化固化固化いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ガガガガラスラスラスラス固化固化固化固化したしたしたした灰灰灰灰はははは、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、建材建材建材建材としていとしていとしていとしていろろろろいいいいろろろろ使使使使われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。透透透透水水水水性性性性のブロックとかのブロックとかのブロックとかのブロックとか、、、、あるあるあるあるいはタイルとかいはタイルとかいはタイルとかいはタイルとか、、、、レレレレンンンンガガガガとかとかとかとか、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに使使使使われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。 またまたまたまた、、、、穀穀穀穀物物物物からからからから生生生生分分分分解性解性解性解性プラスチックはプラスチックはプラスチックはプラスチックは現現現現在在在在つつつつくられておくられておくられておくられておりりりり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家家家家電電電電産産産産、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業においてはそうにおいてはそうにおいてはそうにおいてはそういうものをいうものをいうものをいうものを今今今今後後後後使使使使っていくというっていくというっていくというっていくという研究研究研究研究がなされておがなされておがなされておがなされておりりりりますがますがますがますが、、、、ごごごごみからもできるわけでみからもできるわけでみからもできるわけでみからもできるわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。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からみからみからみから生生生生分分分分解性解性解性解性プラスチップラスチップラスチップラスチックをクをクをクをつつつつくくくくろろろろうといううといううといううという研究研究研究研究がががが北北北北九九九九州州州州でででで行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、木木木木のののの中中中中ののののリリリリグニンをグニンをグニンをグニンを分分分分離離離離いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、取取取取りりりり出出出出しししし特別特別特別特別なななな、、、、石油石油石油石油からからからからつつつつくるくるくるくる塗塗塗塗料料料料ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる植植植植物物物物性性性性のののの塗塗塗塗料料料料ををををつつつつくるとかくるとかくるとかくるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリリリリグニンをグニンをグニンをグニンを梱梱梱梱包材包材包材包材にににに含含含含浸浸浸浸いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、従従従従来来来来よよよよりりりりもももも強強強強くてくてくてくて、、、、防防防防水水水水型型型型のののの、、、、強強強強いいいい梱梱梱梱包紙包紙包紙包紙ををををつつつつくくくくろろろろうとかうとかうとかうとか、、、、リリリリグニンとグニンとグニンとグニンと古紙古紙古紙古紙をまをまをまをまぜぜぜぜましてましてましてまして、、、、ウウウウッッッッドドドドプラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックをつつつつくるくるくるくる。。。。これはこれはこれはこれはウウウウッッッッドドドドプラスチックのプラスチックのプラスチックのプラスチックの例例例例ででででごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、古紙古紙古紙古紙ととととリリリリグニンでというグニンでというグニンでというグニンでという 1 つつつつのののの例例例例ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。おおおお盆盆盆盆とかとかとかとか、、、、おおおお皿皿皿皿とかとかとかとか、、、、従従従従来来来来プラスチックでプラスチックでプラスチックでプラスチックでつつつつくくくくられたものられたものられたものられたもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは机机机机とかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをリリリリグニンをグニンをグニンをグニンを使使使使ってってってってつつつつくるくるくるくる。。。。これらのものはこれらのものはこれらのものはこれらのものはリリリリサイクルができるわけでサイクルができるわけでサイクルができるわけでサイクルができるわけでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、1回回回回つつつつくったものをもうくったものをもうくったものをもうくったものをもう一度一度一度一度リリリリグニンをグニンをグニンをグニンを抽抽抽抽出出出出いいいいたしましてたしましてたしましてたしましてリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに回回回回すことができますすことができますすことができますすことができます。。。。     そういうようないそういうようないそういうようないそういうようないろろろろいいいいろろろろなななな技術技術技術技術をををを組組組組みみみみ込込込込みましてみましてみましてみまして、、、、地方地方地方地方でででで、、、、ローカルなローカルなローカルなローカルな産業産業産業産業、、、、雇雇雇雇用用用用のののの場場場場、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげていこうというのがていこうというのがていこうというのがていこうというのがババババイイイイオマオマオマオマスニッスニッスニッスニッポポポポンというプロジェクトでンというプロジェクトでンというプロジェクトでンというプロジェクトでごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは 2002 年年年年 12 月月月月からからからから発発発発足足足足いいいいたしておたしておたしておたしておりりりりますますますます。。。。現現現現在在在在多多多多くのくのくのくの提提提提案案案案がががが応応応応募募募募されされされされておておておておりりりりますますますます。。。。比比比比較較較較的的的的小小小小さいものがさいものがさいものがさいものが多多多多いわけですがいわけですがいわけですがいわけですが、、、、各地方各地方各地方各地方からからからから、、、、私私私私のののの町町町町ではこういうではこういうではこういうではこういうババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンをンをンをンをつつつつくくくくりりりりたいというようなたいというようなたいというようなたいというような提提提提案案案案がなされておがなされておがなされておがなされておりりりりますますますます。。。。政政政政府府府府はははは、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスニスニスニスニッッッッポポポポンのンのンのンの目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、2010 年年年年までにまでにまでにまでに日日日日本本本本にににに 500 カカカカ所所所所ののののババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンをンをンをンをつつつつくるというよくるというよくるというよくるというよ
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うなうなうなうな目目目目標標標標をををを置置置置いていらっしいていらっしいていらっしいていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。多多多多くのアイくのアイくのアイくのアイデデデデアをアをアをアを絞絞絞絞ってってってって、、、、ぜひぜひぜひぜひババババイイイイオマオマオマオマスススス広島広島広島広島、、、、ももももうううう世世世世界界界界にににに誇誇誇誇るようなプロジェクトをるようなプロジェクトをるようなプロジェクトをるようなプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げげげげていたていたていたていただだだだきたいものきたいものきたいものきたいものだだだだとととと、、、、希希希希望望望望しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。     1つつつつ、、、、例例例例ですがですがですがですが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスニッスニッスニッスニッポポポポンのンのンのンの 1号号号号機機機機としてとしてとしてとして、、、、１１１１１１１１月月月月 1日日日日にににに、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県のののの山田山田山田山田町町町町とととというとこいうとこいうとこいうところろろろでこれがでこれがでこれがでこれが運運運運転転転転にににに入入入入りりりりますますますます。。。。このこのこのこの例例例例をををを 1つつつつおおおお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、千葉県千葉県千葉県千葉県ですからですからですからですから、、、、牛牛牛牛もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、おおおお米米米米もももも非非非非常常常常にににに盛盛盛盛んんんんにとられていにとられていにとられていにとられていますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、おおおお米米米米はははは使使使使えるわけですけどえるわけですけどえるわけですけどえるわけですけど、、、、稲稲稲稲わらとかもみわらとかもみわらとかもみわらとかもみ殻殻殻殻、、、、これはこれはこれはこれは捨捨捨捨てられておてられておてられておてられておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、牛牛牛牛はははは、、、、多多多多くのくのくのくの排排排排出物出物出物出物をををを出出出出しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、稲稲稲稲わらとかもみわらとかもみわらとかもみわらとかもみ殻殻殻殻だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、残材残材残材残材といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、製製製製材材材材所所所所のののの木木木木くずもくずもくずもくずもごごごございますしざいますしざいますしざいますし、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材もたくさもたくさもたくさもたくさんんんん出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう農農農農業産業産業産業産廃廃廃廃、、、、これはこれはこれはこれは家庭家庭家庭家庭産産産産廃廃廃廃ではではではではごごごございませざいませざいませざいませんんんんでででで、、、、主主主主としてとしてとしてとして農農農農業産業産業産業産廃廃廃廃をををを資源資源資源資源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エネルギー、、、、売売売売れるものをれるものをれるものをれるものをつつつつくっていこうというくっていこうというくっていこうというくっていこうという 1 つつつつのののの例例例例ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ですからですからですからですから、、、、牛牛牛牛ふふふふんんんんををををメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどどどど絵絵絵絵にににに出出出出てきましたようなてきましたようなてきましたようなてきましたようなメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵槽槽槽槽でででで、、、、メメメメタンをタンをタンをタンをつつつつくくくくりりりりますますますます。。。。そのそのそのそのメメメメタンはタンはタンはタンは、、、、硫硫硫硫化化化化水素水素水素水素、、、、くさいですけどくさいですけどくさいですけどくさいですけど――くさいとくさいとくさいとくさいというのはいうのはいうのはいうのは硫硫硫硫化化化化水素水素水素水素ですけどですけどですけどですけど――硫硫硫硫化化化化水素水素水素水素がががが入入入入っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、脱脱脱脱硫硫硫硫をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。脱脱脱脱硫硫硫硫ははははいいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方法法法法があるがあるがあるがあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、このこのこのこの場場場場合合合合はははは酸酸酸酸化化化化鉄鉄鉄鉄をををを入入入入れましてれましてれましてれまして、、、、硫硫硫硫化化化化鉄鉄鉄鉄ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりり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、、、、水水水水とととと硫硫硫硫化化化化鉄鉄鉄鉄ということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、脱脱脱脱硫硫硫硫したものをしたものをしたものをしたものを、、、、今度今度今度今度はははは炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを分分分分離離離離しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんんしししし、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを分分分分離離離離することによってすることによってすることによってすることによってメメメメタンのタンのタンのタンの純純純純度度度度をををを上上上上げげげげていきますていきますていきますていきます。。。。大体大体大体大体 98％％％％ののののメメメメタンにするわけですがタンにするわけですがタンにするわけですがタンにするわけですが、、、、これはこれはこれはこれは活活活活性性性性炭炭炭炭でででで PSA というというというというんんんんでででですけどすけどすけどすけど、、、、圧圧圧圧力力力力をををを上上上上げげげげたたたたりりりり下下下下げげげげたたたたりりりりしましてしましてしましてしまして、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをスをスをスを吸吸吸吸収収収収させたさせたさせたさせたりりりり、、、、排排排排出出出出させたさせたさせたさせたりりりりしてしてしてして、、、、メメメメタンをタンをタンをタンを濃縮濃縮濃縮濃縮していくわけですしていくわけですしていくわけですしていくわけです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、できましたできましたできましたできましたメメメメタンはタンはタンはタンは、、、、燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして、、、、1つつつつははははボボボボイライライライラーのーのーのーの燃燃燃燃料料料料にいたしますにいたしますにいたしますにいたします。。。。1つつつつはははは、、、、メメメメタンタンタンタン自動自動自動自動車車車車をををを動動動動かしておかしておかしておかしておりりりりますますますます。。。。ボボボボイラーでイラーでイラーでイラーで蒸蒸蒸蒸気気気気ををををつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、燃燃燃燃料料料料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メメメメタンタンタンタン、、、、それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは炭炭炭炭をををを焼焼焼焼いておいておいておいておりりりりましてましてましてまして、、、、いいいいわゆるわゆるわゆるわゆる炭炭炭炭ととととメメメメタンでタンでタンでタンで蒸蒸蒸蒸気気気気ををををつつつつくくくくりりりりますますますます。。。。そのそのそのその蒸蒸蒸蒸気気気気をををを使使使使いましていましていましていまして爆爆爆爆砕砕砕砕とととというのをいうのをいうのをいうのをやりやりやりやりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその蒸蒸蒸蒸気気気気をををを使使使使いましていましていましていまして炭炭炭炭ををををつつつつくっているわけですがくっているわけですがくっているわけですがくっているわけですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、酸酸酸酸素素素素のないのないのないのない状状状状態態態態でででで、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気でででで、、、、300 度度度度かかかか 350 度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの蒸蒸蒸蒸気気気気のののの中中中中にそういうわらとかにそういうわらとかにそういうわらとかにそういうわらとか木木木木、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを入入入入れましてれましてれましてれまして炭炭炭炭にするにするにするにする。。。。そのできたそのできたそのできたそのできた炭炭炭炭をまたをまたをまたをまたボボボボイラーのイラーのイラーのイラーの燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして使使使使うということになうということになうということになうということになりりりりますがますがますがますが、、、、1つつつつはははは炭炭炭炭ををををつつつつくってくってくってくって、、、、そのそのそのその炭炭炭炭ををををつつつつくるときはくるときはくるときはくるときは、、、、炭炭炭炭とととと同同同同時時時時にににに、、、、よくよくよくよく町町町町でででで売売売売っていますっていますっていますっています、、、、さくさくさくさく液液液液といといといといいますかいますかいますかいますか、、、、それもそれもそれもそれも出出出出ますしますしますしますし、、、、タールがタールがタールがタールが出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりますますますます。。。。タールはもちタールはもちタールはもちタールはもちろんろんろんろん燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして使使使使ううううわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつののののほほほほうはうはうはうは、、、、ボボボボイラーからのイラーからのイラーからのイラーからの蒸蒸蒸蒸気気気気をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、爆爆爆爆砕砕砕砕というのをというのをというのをというのをやりやりやりやりますますますます。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、米菓米菓米菓米菓子子子子のときにのときにのときにのときに、、、、生生生生のののの米米米米をををを入入入入れてれてれてれて、、、、ぱぱぱぱっとはっとはっとはっとはじじじじけるとけるとけるとけるとふふふふわわわわふふふふわしたおわしたおわしたおわしたお菓菓菓菓子子子子ができますができますができますができますねねねね。。。。それとそれとそれとそれと同同同同じじじじななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、空気空気空気空気ででででややややるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなくて、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気をををを使使使使いましていましていましていましてややややるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、細細細細胞胞胞胞がががが破壊破壊破壊破壊しましてしましてしましてしまして、、、、中中中中身身身身がががが全部出全部出全部出全部出てくるてくるてくるてくる。。。。そのそのそのその中中中中身身身身がががが出出出出たたたたやつやつやつやつをををを精精精精製製製製しましてしましてしましてしまして、、、、フルフラールフルフラールフルフラールフルフラール、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にににに高高高高いものないものないものないものなんんんんですがですがですがですが、、、、従従従従来来来来はははは石油石油石油石油からからからからつつつつくられていたくられていたくられていたくられていた、、、、そういうそういうそういうそういう化学化学化学化学製品製品製品製品ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それをそれをそれをそれを売売売売るというようなるというようなるというようなるというような仕仕仕仕事事事事ををををやりやりやりや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、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にににに相相相相互互互互にににに連連連連結結結結いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに近近近近いいいい格好格好格好格好でででで有有有有価価価価物物物物ををををつつつつくっていくということになくっていくということになくっていくということになくっていくということになりりりりますますますます。。。。     写真写真写真写真のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、メメメメタンタンタンタン自動自動自動自動車車車車とかとかとかとか、、、、あるいはフルフラールをあるいはフルフラールをあるいはフルフラールをあるいはフルフラールを売売売売ったったったったりりりり、、、、場場場場内内内内でのでのでのでの電電電電気気気気をををを使使使使ったったったったりりりりしましてしましてしましてしまして、、、、環境環境環境環境をきれいにするとをきれいにするとをきれいにするとをきれいにすると同同同同時時時時にににに有有有有価価価価物物物物をををを生生生生産産産産していくというプロしていくというプロしていくというプロしていくというプロセセセセスにスにスにスになっておなっておなっておなっておりりりりますますますます。。。。もしおいでになることがあもしおいでになることがあもしおいでになることがあもしおいでになることがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、山田山田山田山田町町町町、、、、これはこれはこれはこれは千葉千葉千葉千葉ででででごごごございまざいまざいまざいますけどすけどすけどすけど、、、、東東東東京大学京大学京大学京大学とととと私私私私どもとどもとどもとどもと千葉県千葉県千葉県千葉県とととと一一一一緒緒緒緒になになになになりりりりましてましてましてまして、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる産産産産・・・・官官官官・・・・学学学学・・・・民民民民というというというというかかかか市民市民市民市民とととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってってつつつつくったくったくったくった、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンン 1 号号号号地域地域地域地域ででででごごごございざいざいざいますますますます。。。。 
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    私私私私はははは、、、、もっともっともっともっと大大大大きいものをきいものをきいものをきいものをつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っているっているっているっているんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々、、、、現現現現在在在在ママママレレレレーシアでーシアでーシアでーシアでややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。これはまこれはまこれはまこれはまだだだだ建建建建設設設設にはにはにはには入入入入っていませっていませっていませっていませんんんん。。。。今今今今どのようなものをとどのようなものをとどのようなものをとどのようなものをといういういういう設設設設計計計計段階段階段階段階ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ママママレレレレーシアにはーシアにはーシアにはーシアには、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、パームパームパームパームオオオオイルがたくさイルがたくさイルがたくさイルがたくさんごんごんごんございますざいますざいますざいます。。。。パームパームパームパームオオオオイルはイルはイルはイルは、、、、石石石石けけけけんんんんとかとかとかとか、、、、ママママーーーーガガガガリリリリンとかンとかンとかンとか、、、、そういうものでそういうものでそういうものでそういうもので非非非非常常常常にににに高高高高くくくく売売売売れているわけですれているわけですれているわけですれているわけです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、パームパームパームパームオオオオイルというのはイルというのはイルというのはイルというのはヤヤヤヤシのシのシのシの実実実実ですからですからですからですから、、、、ヤヤヤヤシシシシ殻殻殻殻、、、、それからそれからそれからそれから木木木木がががが枯枯枯枯れるわけですれるわけですれるわけですれるわけです。。。。10 年年年年にににに 1回回回回切切切切りりりり倒倒倒倒しているわけですがしているわけですがしているわけですがしているわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう農農農農業産業産業産業産廃廃廃廃がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。そのそのそのその量量量量はははは、、、、ママママレレレレーシアーシアーシアーシアだだだだけでけでけでけで実実実実にににに 6,000万万万万トントントントン／／／／年年年年とととと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの
6,000万万万万トンというのはトンというのはトンというのはトンというのは、、、、日日日日本本本本のののの国国国国のののの一一一一廃廃廃廃とととと言言言言われるわれるわれるわれる都市都市都市都市ごごごごみがみがみがみが 5,000万万万万トンでトンでトンでトンでごごごございますざいますざいますざいますのでのでのでので、、、、膨膨膨膨大大大大なななな量量量量ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出ているているているている。。。。それをもとにしてそれをもとにしてそれをもとにしてそれをもとにして、、、、そのそのそのそのヤヤヤヤシシシシ殻殻殻殻からからからから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リリリリグニンをグニンをグニンをグニンを抽抽抽抽出出出出いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ウウウウッッッッドドドドプラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックをつつつつくくくくろろろろうとうとうとうと。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるウウウウッッッッドドドドプラスチックとプラスチックとプラスチックとプラスチックと言言言言われているわれているわれているわれている、、、、リリリリグニンをグニンをグニンをグニンを主成分主成分主成分主成分としたプラスチックをとしたプラスチックをとしたプラスチックをとしたプラスチックをつつつつくくくくろろろろうとうとうとうというプロジェクトがいうプロジェクトがいうプロジェクトがいうプロジェクトがごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう大大大大変変変変にににに大大大大きいわけですきいわけですきいわけですきいわけです。。。。日日日日本本本本じゅじゅじゅじゅうのうのうのうのごごごごみよみよみよみよりりりりももっとももっとももっとももっと多多多多いいいい量量量量をををを処処処処理理理理するわけですからするわけですからするわけですからするわけですから、、、、大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな産業産業産業産業になっていくになっていくになっていくになっていくだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。しかしかしかしかしししし、、、、従従従従来来来来ののののオオオオイルイルイルイルリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーとーとーとーと違違違違ってってってって、、、、集集集集中的中的中的中的ににににつつつつくるのではなくてくるのではなくてくるのではなくてくるのではなくて、、、、ローカルにローカルにローカルにローカルにつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく。。。。これはなこれはなこれはなこれはなぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、運運運運賃賃賃賃がかかがかかがかかがかかりりりり過過過過ぎぎぎぎるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの密密密密度度度度がががが低低低低いものをいものをいものをいものを遠遠遠遠くからくからくからくから集集集集めるというのはめるというのはめるというのはめるというのは、、、、車車車車でででで送送送送ったったったったりりりりしますとしますとしますとしますと、、、、集集集集めるためにめるためにめるためにめるために炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスをたくさスをたくさスをたくさスをたくさんんんん排排排排出出出出してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ローカルなものになっていくローカルなものになっていくローカルなものになっていくローカルなものになっていくだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ササササゴゴゴゴヤヤヤヤシというのがあシというのがあシというのがあシというのがありりりりますますますます。。。。このサこのサこのサこのサゴゴゴゴヤヤヤヤシというのはシというのはシというのはシというのは、、、、澱粉澱粉澱粉澱粉がががが非非非非常常常常にににに多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、ササササゴゴゴゴヤヤヤヤシのシのシのシの澱粉澱粉澱粉澱粉からからからから生生生生分分分分解性解性解性解性プラスチックをプラスチックをプラスチックをプラスチックをつつつつくくくくろろろろううううというプロジェクトがというプロジェクトがというプロジェクトがというプロジェクトがごごごございますざいますざいますざいます。。。。ササササゴゴゴゴヤヤヤヤシもシもシもシも、、、、今今今今のパームのパームのパームのパームオオオオイルとイルとイルとイルと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、ヤヤヤヤシシシシ殻殻殻殻、、、、殻殻殻殻がががが出出出出ますしますしますしますし、、、、木木木木もももも出出出出るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる農農農農業産業産業産業産廃廃廃廃とととと言言言言われているものがわれているものがわれているものがわれているものが多多多多量量量量にににに出出出出てまてまてまてまいいいいりりりりますますますます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、同同同同じじじじようにようにようにようにリリリリグニンプラスチックにしようというグニンプラスチックにしようというグニンプラスチックにしようというグニンプラスチックにしようという試試試試みみみみ。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、ママママレレレレーシアもーシアもーシアもーシアも大大大大変変変変家家家家畜畜畜畜ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。牛牛牛牛とかとかとかとか豚豚豚豚とかとかとかとか、、、、飼飼飼飼っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふんんんんででででメメメメタタタタノノノノールをールをールをールをつつつつくってくってくってくって、、、、発発発発電電電電しまししまししまししましょょょょうとうとうとうと。。。。そのそのそのその発発発発電電電電がががが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの生生生生分分分分解解解解性性性性プラスチックとかプラスチックとかプラスチックとかプラスチックとかリリリリグニンをグニンをグニンをグニンをつつつつくるためのエネルギーとしてそれをくるためのエネルギーとしてそれをくるためのエネルギーとしてそれをくるためのエネルギーとしてそれを活用活用活用活用しまししまししまししましょょょょうとうとうとうと。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、4つつつつ目目目目のプロジェクトはのプロジェクトはのプロジェクトはのプロジェクトは、、、、機機機機能能能能性植性植性植性植物物物物ををををつつつつくくくくりりりりましましましましょょょょうとうとうとうと。。。。どういうものがでどういうものがでどういうものがでどういうものができるかきるかきるかきるか、、、、現現現現在在在在ママママレレレレーシアのーシアのーシアのーシアの大学大学大学大学とととと共共共共研研研研することになるとすることになるとすることになるとすることになると思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、遺遺遺遺伝伝伝伝子組子組子組子組みみみみ換換換換えとえとえとえというのはちいうのはちいうのはちいうのはちょょょょっとっとっとっと考考考考えていないえていないえていないえていないんんんんですがですがですがですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、できるできるできるできるだだだだけサプけサプけサプけサプリリリリメメメメントにントにントにントに近近近近いよういよういよういようなななな機機機機能能能能をををを持持持持ったったったった植植植植物物物物ができないものかというができないものかというができないものかというができないものかという研究研究研究研究をををを始始始始めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。     そのそのそのその 4つつつつををををママママレレレレーシアはーシアはーシアはーシアはババババイイイイオマオマオマオマススススママママレレレレーシアーシアーシアーシア 2005 というというというという格好格好格好格好でででで今年今年今年今年のののの 3 月月月月からからからから発発発発足足足足いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。これはこれはこれはこれは国国国国としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに大大大大がかがかがかがかりりりりにににに開始開始開始開始しているしているしているしている。。。。ぜひぜひぜひぜひ私私私私ののののふふふふるさとであるるさとであるるさとであるるさとである広広広広島島島島でででで知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞ってってってって、、、、何何何何かおもしかおもしかおもしかおもしろろろろいいいいババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスのモデモデモデモデルルルル地域地域地域地域ををををつつつつくくくくりりりりたいたいたいたい。。。。これがこれがこれがこれが将将将将来来来来発発発発展展展展することによってすることによってすることによってすることによって、、、、これからこれからこれからこれから 100 年年年年がががが 21世世世世紀紀紀紀ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、21世世世世紀紀紀紀にはにはにはには立立立立派派派派なななな産業産業産業産業としてとしてとしてとして育育育育ってくれないかというってくれないかというってくれないかというってくれないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     国連大学国連大学国連大学国連大学といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、世世世世界界界界のネットワークをのネットワークをのネットワークをのネットワークをぜひぜひぜひぜひそのそのそのその方向方向方向方向にににに向向向向けなけれけなけれけなけれけなければばばばいけないけないけないけないわけでいわけでいわけでいわけでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、世世世世界界界界のののの各国各国各国各国とととと情情情情報報報報交交交交換換換換しながらゼロエミッションしながらゼロエミッションしながらゼロエミッションしながらゼロエミッション技術技術技術技術がががが実際実際実際実際のののの活活活活動動動動としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれはババババイイイイオマオマオマオマスススス産業産業産業産業としてでもいいとしてでもいいとしてでもいいとしてでもいいんんんんですがですがですがですが、、、、ククククリリリリーンプロダクションのーンプロダクションのーンプロダクションのーンプロダクションの面面面面でもでもでもでも、、、、家庭家庭家庭家庭生生生生活活活活のののの社会社会社会社会システムとしてもシステムとしてもシステムとしてもシステムとしても、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが活発活発活発活発になるようにになるようにになるようにになるように今今今今後後後後もももも努努努努力力力力ししししていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     このこのこのこの広島広島広島広島ででででババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの産業産業産業産業、、、、非非非非常常常常にににに広島広島広島広島らしいらしいらしいらしい産業産業産業産業がががが生生生生まれることをまれることをまれることをまれることを期待期待期待期待いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ一一一一緒緒緒緒にににに、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ研究研究研究研究していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今後後後後よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい
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いたしますいたしますいたしますいたします。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     基調基調基調基調講演講演講演講演はははは、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。どうかどうかどうかどうか皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 事事事事例例例例発発発発表表表表 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、事事事事例例例例発発発発表表表表にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。講講講講師師師師はははは、、、、マツマツマツマツダダダダ株式株式株式株式会社会社会社会社総総総総合研究合研究合研究合研究所所長所所長所所長所所長のののの松岡孟松岡孟松岡孟松岡孟ささささんんんんででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。事事事事例例例例発発発発表表表表のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「マツマツマツマツダダダダ水素水素水素水素ロータロータロータロータリリリリーエーエーエーエンジンンジンンジンンジン車車車車のののの紹介紹介紹介紹介」」」」ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、松岡所長松岡所長松岡所長松岡所長、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 松岡所長松岡所長松岡所長松岡所長     ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、マツマツマツマツダのダのダのダの技術研究技術研究技術研究技術研究所所所所のののの松岡松岡松岡松岡ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。このようなこのようなこのようなこのような、、、、国際連国際連国際連国際連合大学合大学合大学合大学ゼロエミッションフォーラムにおゼロエミッションフォーラムにおゼロエミッションフォーラムにおゼロエミッションフォーラムにお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだいていていていて講演講演講演講演できることをできることをできることをできることを非非非非常常常常にににに光光光光栄栄栄栄にににに、、、、またうれしくまたうれしくまたうれしくまたうれしく思思思思いますいますいますいます。。。。     車車車車でででで、、、、ゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一一一一酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素、、、、ハハハハイイイイドドドドロカーロカーロカーロカーボボボボンンンン（（（（炭炭炭炭化化化化水素水素水素水素）、）、）、）、窒窒窒窒素素素素酸酸酸酸化化化化物物物物、、、、このこのこのこの 3つつつつななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは人人人人体体体体にににに有有有有害害害害ということでということでということでということで、、、、光光光光化学化学化学化学ススススモモモモッグとかッグとかッグとかッグとか、、、、あああありりりりますけどますけどますけどますけど、、、、ここでここでここでここで言言言言うううう、、、、ゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますとゼロエミッションといいますと、、、、先先先先ほほほほどどどど藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長のののの話話話話にもあにもあにもあにもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、ややややははははりりりり地球地球地球地球にとってにとってにとってにとって有有有有害害害害といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスススス、、、、CO2、、、、ああああるいはるいはるいはるいはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出さないということになさないということになさないということになさないということになりりりりますますますます。。。。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ビビビビークークークークルはどこのルはどこのルはどこのルはどこの会社会社会社会社もももも大体大体大体大体、、、、いわゆるそのいわゆるそのいわゆるそのいわゆるその 3 つつつつのののの有有有有害害害害物物物物質質質質をををを出出出出さないというさないというさないというさないという意意意意味味味味ではではではでは、、、、既既既既にににに開開開開発発発発がががが終終終終わっておわっておわっておわっておりりりりますますますます。。。。もうもうもうもう徐徐徐徐々々々々にににに商商商商品品品品になっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれども、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその次次次次のゼロエのゼロエのゼロエのゼロエミッションというミッションというミッションというミッションという意意意意味味味味でででで、、、、完完完完全全全全ににににリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、今今今今日日日日のテーのテーのテーのテーママママであであであでありりりりますますますます
CO2 もももも出出出出さないというさないというさないというさないという水素水素水素水素エンジンですエンジンですエンジンですエンジンです。。。。最近最近最近最近、、、、水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車のののの開開開開発発発発がががが進進進進んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。マツマツマツマツダはダはダはダは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで両両両両方方方方のののの開発開発開発開発ををををややややってきましたけれどもってきましたけれどもってきましたけれどもってきましたけれども、、、、特特特特にににに今今今今日日日日はははは水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、ロータロータロータロータリリリリーエンーエンーエンーエンジンにジンにジンにジンに焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞ってってってって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。。。。     ではではではでは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと座座座座ってってってって、、、、操操操操作作作作しながらしながらしながらしながら説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     ということでということでということでということで、、、、これがロータこれがロータこれがロータこれがロータリリリリーエンジンのーエンジンのーエンジンのーエンジンの断断断断面面面面ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、中中中中身身身身をををを見見見見ておられるておられるておられるておられる方方方方とととと初初初初めてめてめてめて見見見見られるられるられるられる方方方方といらっしといらっしといらっしといらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、こういうものですこういうものですこういうものですこういうものです。。。。このこのこのこの車車車車がががが
RXA-8 でででで、、、、それをそのままそれをそのままそれをそのままそれをそのまま水素水素水素水素エンジンにしたエンジンにしたエンジンにしたエンジンにした車車車車ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10 月月月月にににに大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取得得得得、、、、私私私私もももも、、、、早早早早速速速速広島広島広島広島のののの町町町町をこれでをこれでをこれでをこれで走走走走りりりりましたましたましたました。。。。何何何何かかかか他他他他のののの人人人人とはとはとはとは違違違違うううう、、、、見見見見たたたた目目目目はははは変変変変わらわらわらわらないないないないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、水素水素水素水素でででで走走走走っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、何何何何かちかちかちかちょょょょっとっとっとっと誇誇誇誇らしらしらしらしげげげげなななな気気気気持持持持ちになちになちになちになりりりりましたましたましたましたがががが、、、、こういうこういうこういうこういう車車車車がががが今今今今できておできておできておできておりりりりますますますます。。。。     今今今今日日日日のののの内容内容内容内容ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まずまずまずまず水素水素水素水素エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー全全全全般般般般ににににつつつついていていていて。。。。そのそのそのその後後後後、、、、マツマツマツマツダでダでダでダで水素水素水素水素自自自自動動動動車車車車をををを十十十十数数数数年年年年間間間間開発開発開発開発しておしておしておしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そのそのそのその歩歩歩歩みみみみ。。。。そしてそしてそしてそして水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、ななななぜぜぜぜ我我我我々々々々はははは水素水素水素水素エンジンをエンジンをエンジンをエンジンを選選選選んだんだんだんだかかかか、、、、またなまたなまたなまたなぜぜぜぜロータロータロータロータリリリリーエンジンかということをーエンジンかということをーエンジンかということをーエンジンかということを説説説説明明明明したしたしたした後後後後、、、、RX-8ののののハハハハイイイイドドドドロジェンロジェンロジェンロジェン RE車車車車をををを紹介紹介紹介紹介してまいしてまいしてまいしてまいりりりりますますますます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、日日日日本本本本のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー事事事事情情情情、、、、要要要要はははは、、、、主主主主要要要要国国国国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輸輸輸輸入依存入依存入依存入依存度度度度ですですですです。。。。日日日日本本本本はははは九九九九十十十十数数数数％％％％あるとあるとあるとあると。。。。これこれこれこれ、、、、原子原子原子原子力力力力をををを、、、、色色色色をををを変変変変えておえておえておえておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、フランスなフランスなフランスなフランスなんんんんかはかはかはかは原子原子原子原子
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力力力力のののの比比比比率率率率はははは高高高高いようですいようですいようですいようです。。。。日日日日本本本本はははは、、、、先進国先進国先進国先進国でででで見見見見てもトップのエネルギーてもトップのエネルギーてもトップのエネルギーてもトップのエネルギー輸輸輸輸入比入比入比入比率率率率になってになってになってになっておおおおりりりりますますますます。。。。     これがこれがこれがこれが、、、、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供供供供給給給給実実実実績績績績。。。。横軸横軸横軸横軸がががが年年年年代代代代ですですですです。。。。1953 年年年年からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、ここがここがここがここが 2000年年年年、、、、約約約約 50 年年年年間間間間ですですですですねねねね。。。。下下下下からからからから、、、、このこのこのこの薄薄薄薄いブルーがいブルーがいブルーがいブルーが水水水水力力力力ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ほほほほととととんんんんどどどど変変変変わっていわっていわっていわっていないないないない。。。。あとあとあとあと、、、、石石石石炭炭炭炭、、、、石油石油石油石油、、、、天天天天然然然然ガガガガスススス、、、、赤赤赤赤いのはいのはいのはいのは原子原子原子原子力力力力になっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれども、、、、ここでここでここでここで注注注注目目目目していたしていたしていたしていただだだだきたいのはきたいのはきたいのはきたいのは、、、、天天天天然然然然ガガガガスススス、、、、石油石油石油石油、、、、石石石石炭炭炭炭というというというという、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ががががほほほほととととんんんんどどどど八八八八十十十十数数数数％％％％ということでということでということでということで、、、、かなかなかなかなりりりりのののの量量量量をををを占占占占めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。全部全部全部全部、、、、カーカーカーカーボボボボンをンをンをンを含含含含んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形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出出出出すとすとすとすと、、、、全部全部全部全部 CO2 をををを排排排排出出出出するということですするということですするということですするということです。。。。そそそそれとれとれとれと、、、、50 年年年年間間間間でででで約約約約 10倍倍倍倍にににに近近近近いエネルギーいエネルギーいエネルギーいエネルギー消費消費消費消費というというというという形形形形になってきておになってきておになってきておになってきておりりりりますますますます。。。。     ということでということでということでということで、、、、CO2 がががが地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化にとってよくないということでにとってよくないということでにとってよくないということでにとってよくないということで、、、、1997 年年年年ですかですかですかですか、、、、京京京京都都都都でででで COP3 があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そのそのそのその京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でのでのでのでの内容内容内容内容、、、、1997 年年年年ををををベベベベースにースにースにースに、、、、2008 年年年年からからからから 2012 年年年年のののの 5 年年年年間間間間のののの平平平平均均均均をををを、、、、CO2 をををを全全全全体体体体でででで 5.2％％％％、、、、日日日日本本本本のののの分分分分担担担担がががが 6％％％％、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ 7％％％％、、、、EUがががが 8％％％％というというというという形形形形でででで、、、、先進国先進国先進国先進国がががが下下下下げげげげるようになっていまするようになっていまするようになっていまするようになっています。。。。当然当然当然当然自動自動自動自動車車車車にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、このこのこのこの全全全全体体体体のののの CO2 のののの排排排排出割出割出割出割合合合合のののの中中中中のののの運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門、、、、ややややははははりりりり産産産産業業業業がががが一一一一番番番番多多多多いいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、産業産業産業産業がががが 4 割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門でででで 2 割割割割。。。。このこのこのこの 2 割割割割のうちののうちののうちののうちの 9 割割割割がががが自動自動自動自動車車車車ということでということでということでということで、、、、国国国国のののの施施施施策策策策もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ燃燃燃燃費基費基費基費基準準準準をををを出出出出したしたしたしたりりりり、、、、ググググリリリリーンーンーンーン税制税制税制税制でででで優優優優遇遇遇遇税制税制税制税制をををを出出出出したしたしたしたりりりりということでということでということでということで、、、、幾幾幾幾つつつつかかかか策策策策がががが講講講講じじじじられておられておられておられておりりりりますますますます。。。。車車車車にとってにとってにとってにとって CO2 をををを下下下下げげげげていくことはかなていくことはかなていくことはかなていくことはかなりりりり大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題であるとであるとであるとであると言言言言えまえまえまえますすすす。。。。 

  これはこれはこれはこれは気気気気温温温温のののの変変変変化化化化ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは西西西西暦暦暦暦 1000 年年年年からからからから 2000 年年年年。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの間間間間はははは 1,000 年年年年とととといういういういう大大大大きなスきなスきなスきなスケケケケールになールになールになールになりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、温度温度温度温度のののの変変変変化化化化をををを見見見見ていたていたていたていただだだだいたらいいいたらいいいたらいいいたらいいんんんんですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見えにくいですけれどもえにくいですけれどもえにくいですけれどもえにくいですけれども、、、、このこのこのこの 50 年年年年近近近近くくくく、、、、このこのこのこの数数数数十十十十年年年年ででででぐぐぐぐっとっとっとっと上上上上がっていがっていがっていがっているるるる。。。。大体大体大体大体、、、、温度温度温度温度はこのはこのはこのはこの 50 年年年年でででで 0.3 度度度度上上上上昇昇昇昇。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと聞聞聞聞くとたったのくとたったのくとたったのくとたったの 0.3 度度度度かとかとかとかと思思思思ううううんんんんですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、平平平平均均均均温度温度温度温度としてとしてとしてとして上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。50 年年年年前前前前といったらといったらといったらといったら、、、、私私私私がががが生生生生まれたまれたまれたまれたばばばばかかかかりりりりぐぐぐぐらいらいらいらいですけどですけどですけどですけど、、、、小小小小学学学学校校校校のののの時時時時にはもっとにはもっとにはもっとにはもっと雪雪雪雪もももも降降降降っていたしっていたしっていたしっていたし、、、、霜柱霜柱霜柱霜柱もあったしもあったしもあったしもあったし、、、、夏夏夏夏はははは今今今今みたいにみたいにみたいにみたいに暑暑暑暑くなかったしくなかったしくなかったしくなかったし、、、、0.3 度度度度ということはないということはないということはないということはないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、でもでもでもでも平平平平均均均均するとするとするとすると 0.3 度度度度。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ここここのののの CO2 というのはというのはというのはというのは、、、、CO2 がががが発発発発生生生生してからしてからしてからしてから気気気気温温温温がががが上上上上昇昇昇昇するまでにするまでにするまでにするまでに 20 年年年年からからからから 30 年年年年かかるそうかかるそうかかるそうかかるそうですですですです。。。。ということはということはということはということは、、、、ここでここでここでここで 0.3 度度度度上上上上がっているのはがっているのはがっているのはがっているのは、、、、過去過去過去過去のののの、、、、20 年年年年前前前前のののの CO2 がががが温度温度温度温度をををを上上上上げげげげているているているている。。。。としますととしますととしますととしますと、、、、今今今今 CO2 をすをすをすをすぐぐぐぐ減減減減らしてらしてらしてらして、、、、一一一一定定定定にしてもにしてもにしてもにしても、、、、このこのこのこの影響影響影響影響はははは後後後後でででで出出出出てくるてくるてくるてくるわけですわけですわけですわけです。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えてえてえてえて、、、、IPCC はははは、、、、将将将将来来来来 100 年年年年後後後後――100 年年年年後後後後というのはというのはというのはというのは、、、、我我我我々々々々にとってはにとってはにとってはにとっては長長長長いですけどいですけどいですけどいですけど、、、、地球地球地球地球のののの歴史歴史歴史歴史でででで見見見見るとるとるとると決決決決してしてしてして長長長長くはないですよくはないですよくはないですよくはないですよねねねね――そのそのそのその 100 年年年年後後後後にににに 4℃℃℃℃上上上上がるとがるとがるとがると予予予予測測測測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。。。。4℃℃℃℃上上上上がるとがるとがるとがると、、、、東東東東京京京京がフがフがフがフィリィリィリィリピピピピンになるンになるンになるンになる。。。。九九九九州州州州はははは熱熱熱熱帯帯帯帯になってしまうというになってしまうというになってしまうというになってしまうという状況状況状況状況でででで、、、、米米米米もももも多多多多分分分分できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる、、、、世世世世界界界界のののの森林森林森林森林のののの 4 割割割割はははは枯枯枯枯れるれるれるれるだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。野野野野菜菜菜菜もももも当然当然当然当然できなくなるそうですできなくなるそうですできなくなるそうですできなくなるそうです。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、温温温温帯帯帯帯でででで、、、、熱熱熱熱帯帯帯帯作作作作物物物物ををををつつつつくれくれくれくればばばばいいいいいいいいじじじじゃゃゃゃなななないかといかといかといかと言言言言ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、できないらしいですできないらしいですできないらしいですできないらしいです。。。。気気気気温温温温だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃないないないないんんんんですですですです。。。。気気気気温温温温とととと、、、、土土土土壌壌壌壌とととと、、、、日日日日照照照照時間時間時間時間とかとかとかとか、、、、日日日日差差差差しとかがしとかがしとかがしとかが、、、、ババババランスがとれてランスがとれてランスがとれてランスがとれて今今今今おおおお米米米米ができているができているができているができている。。。。だだだだからからからから、、、、温温温温度度度度だだだだけけけけ熱熱熱熱帯帯帯帯になってもになってもになってもになっても熱熱熱熱帯帯帯帯のものができないというのがあってのものができないというのがあってのものができないというのがあってのものができないというのがあって、、、、本本本本当当当当にこのにこのにこのにこの温暖化温暖化温暖化温暖化問問問問題題題題とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、これからこれからこれからこれから将将将将来来来来、、、、我我我我々々々々のののの子子子子供供供供、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは孫孫孫孫のののの世代世代世代世代にににに向向向向けてけてけてけて、、、、今今今今解解解解決決決決しないとしないとしないとしないと大大大大変変変変なことになるなことになるなことになるなことになる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、一一一一定定定定期間期間期間期間のののの時時時時差差差差をををを伴伴伴伴ってってってって温度温度温度温度がががが上上上上昇昇昇昇してくるというのはしてくるというのはしてくるというのはしてくるというのは非非非非常常常常にににに聞聞聞聞くとくとくとくと恐恐恐恐いいいい気気気気がしますけれどもがしますけれどもがしますけれどもがしますけれども、、、、4℃℃℃℃でででで大大大大変変変変ですですですです。。。。 

  そのそのそのその 4℃℃℃℃もももも、、、、ちちちちょょょょっとロータっとロータっとロータっとロータリリリリーのーのーのーの話話話話からからからから外外外外れますけどれますけどれますけどれますけど、、、、4℃℃℃℃のののの中中中中でもでもでもでも、、、、熱熱熱熱帯帯帯帯よよよよりりりりもももも、、、、南南南南極極極極・・・・北北北北極極極極ののののほほほほうがうがうがうが上上上上がるがるがるがる度合度合度合度合いがいがいがいが高高高高いようですいようですいようですいようです。。。。赤赤赤赤道付近道付近道付近道付近はははは大体大体大体大体 0 度度度度からからからから 1 度度度度ぐぐぐぐらいらしらいらしらいらしらいらし
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いですいですいですいです。。。。日日日日本本本本でちでちでちでちょょょょうどうどうどうど平平平平均均均均のののの 4 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上がるがるがるがる。。。。北北北北極極極極・・・・南南南南極極極極はははは 10 度度度度上上上上がるそうですがるそうですがるそうですがるそうです。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、もしもしもしもし南南南南極極極極のののの氷氷氷氷がががが溶溶溶溶けるとけるとけるとけると――――――――全部全部全部全部溶溶溶溶けるとけるとけるとけると、、、、ですよですよですよですよ、、、、全部全部全部全部溶溶溶溶けることはないそうでけることはないそうでけることはないそうでけることはないそうですけどすけどすけどすけど、、、、全部全部全部全部溶溶溶溶けるとけるとけるとけると――――――――海面海面海面海面がががが何何何何とととと 70メメメメートルートルートルートル上上上上がるそうですがるそうですがるそうですがるそうです。。。。ここはここはここはここは当然海当然海当然海当然海のののの底底底底になになになになりりりりますますますますねねねね。。。。極地極地極地極地ののののほほほほうがうがうがうが温度温度温度温度がよがよがよがよりりりり上上上上がるということもがるということもがるということもがるということも恐恐恐恐いですしいですしいですしいですし、、、、南南南南極極極極のののの氷氷氷氷のののの 10 分分分分のののの 1がががが溶溶溶溶けたにしてもけたにしてもけたにしてもけたにしても、、、、７７７７メメメメートルートルートルートル近近近近くになるということでくになるということでくになるということでくになるということで、、、、CO2 にににに伴伴伴伴うううう気気気気温温温温上上上上昇昇昇昇をををを考考考考えるえるえるえるとととと、、、、――――――――温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスというのはスというのはスというのはスというのは CO2だだだだけではけではけではけではごごごございませざいませざいませざいませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、かなかなかなかなりりりりのののの部部部部分分分分をををを占占占占めるめるめるめるということでということでということでということで――――――――、、、、CO2 低低低低減減減減にににに対対対対してしてしてして本本本本当当当当、、、、車車車車はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですけどですけどですけどですけど、、、、輸輸輸輸送送送送手手手手段段段段、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは我我我我々々々々、、、、日日日日々々々々のののの生生生生活活活活からからからから改改改改めていかないといけないということめていかないといけないということめていかないといけないということめていかないといけないというこ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。。。。 

  水素水素水素水素エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに着目着目着目着目しますしますしますします。。。。当然当然当然当然水素水素水素水素はははは、、、、一一一一番番番番のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、利用利用利用利用段階段階段階段階でででで CO2 をををを出出出出さないさないさないさない。。。。そうですよそうですよそうですよそうですよねねねね。。。。当然当然当然当然、、、、水水水水しかしかしかしか出出出出ませませませませんんんんねねねね。。。。水素水素水素水素とととと酸酸酸酸素素素素でででで水水水水になになになになりりりりますからますからますからますから。。。。そのそのそのその水水水水にににに変変変変わわわわるるるる時時時時にエネルギーをにエネルギーをにエネルギーをにエネルギーを出出出出すというのがすというのがすというのがすというのが原理原理原理原理ですからですからですからですから。。。。そのエネルギーそのエネルギーそのエネルギーそのエネルギー変変変変換換換換するするするする時時時時にににに使使使使うのがうのがうのがうのが燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池であであであでありりりり、、、、水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジンであるであるであるである。。。。これをこれをこれをこれを自動自動自動自動車車車車にににに使使使使おうとしているわけですおうとしているわけですおうとしているわけですおうとしているわけです。。。。たたたただだだだ、、、、水素水素水素水素ををををつつつつくるのにくるのにくるのにくるのに CO2 をををを出出出出してしてしてして、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使ってってってって、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出したのではしたのではしたのではしたのでは意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。それでそれでそれでそれで水素水素水素水素をどうをどうをどうをどうつつつつくくくくりりりりますかというますかというますかというますかという話話話話がががが次次次次にににに来来来来ますますますます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長のののの講演講演講演講演でもでもでもでもごごごございましたけどざいましたけどざいましたけどざいましたけど、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスからスからスからスから一度一度一度一度電電電電気気気気にしてにしてにしてにして水素水素水素水素とととといういういういう道道道道筋筋筋筋もあもあもあもありりりりますしますしますしますし、、、、ダイダイダイダイレレレレクトにクトにクトにクトに水素水素水素水素ををををつつつつくるというくるというくるというくるという道道道道筋筋筋筋もあもあもあもありりりりますますますます。。。。一一一一番番番番いいのはいいのはいいのはいいのはややややははははりりりり自自自自然然然然エネルギーですよエネルギーですよエネルギーですよエネルギーですよねねねね。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスもスもスもスも、、、、一一一一応応応応カーカーカーカーボボボボンニンニンニンニュュュュートラルというかートラルというかートラルというかートラルというか、、、、植植植植物物物物からとっているからとっているからとっているからとっているだだだだけでけでけでけで済済済済めめめめばばばば、、、、一一一一応応応応カーカーカーカーボボボボンはンはンはンはぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回っているというっているというっているというっているという話話話話になになになになりりりりますますますますけどけどけどけど、、、、それそれそれそれだだだだけですけですけですけですべべべべてのてのてのての地球地球地球地球上上上上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賄賄賄賄えないでしえないでしえないでしえないでしょょょょうからうからうからうから、、、、自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをどをどをどをどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややしていくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは原子原子原子原子力力力力。。。。原子原子原子原子力力力力もももも、、、、片片片片方方方方でででで恐恐恐恐いいいい、、、、危危危危険険険険をををを伴伴伴伴っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん増増増増ややややすというのもすというのもすというのもすというのも少少少少しししし気気気気になるとこになるとこになるとこになるところろろろですですですです。。。。 

  今一今一今一今一番番番番多多多多いのはいのはいのはいのはややややははははりりりり化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ですですですですねねねね。。。。化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料からからからから電電電電気気気気にしてにしてにしてにして水素水素水素水素、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、天天天天然然然然ガガガガスをスをスをスを分分分分解解解解してしてしてして水素水素水素水素というというというという、、、、直直直直接接接接変変変変換換換換するするするする方方方方法法法法もあもあもあもありりりりますますますます。。。。あとあるのはあとあるのはあとあるのはあとあるのは、、、、副生副生副生副生ガガガガスですスですスですスです。。。。製鉄製鉄製鉄製鉄所所所所、、、、製油製油製油製油所所所所、、、、化学化学化学化学工工工工場場場場からからからから出出出出るるるる副生副生副生副生ガガガガスをスをスをスを――余余余余らせてもらせてもらせてもらせても、、、、無無無無駄駄駄駄にしていることはなにしていることはなにしていることはなにしていることはないといといといと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど――そういうのをどそういうのをどそういうのをどそういうのをどんんんんどどどどんんんん活活活活用用用用してということですしてということですしてということですしてということです。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこの化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料のののの場場場場合合合合はははは CO2 がががが出出出出ますのでますのでますのでますので、、、、これをこれをこれをこれを何何何何らかのらかのらかのらかの方方方方法法法法でででで固固固固定定定定化化化化するということになれするということになれするということになれするということになればばばば、、、、
Well-to-Wheel といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、全部全部全部全部サイクルのサイクルのサイクルのサイクルの中中中中でででで CO2 がががが出出出出ないというないというないというないという話話話話になになになになりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの水素水素水素水素をををを車車車車にににに使使使使おうとしたおうとしたおうとしたおうとした時時時時にににに何何何何がががが課課課課題題題題なのかなのかなのかなのか。。。。一一一一番番番番のののの課課課課題題題題はははは、、、、搭搭搭搭載載載載ですですですです。。。。水素水素水素水素はははは世世世世のののの中中中中でででで一一一一番番番番軽軽軽軽いいいい気気気気体体体体ですからですからですからですから、、、、いくらいくらいくらいくら圧縮圧縮圧縮圧縮してもしてもしてもしても車車車車のスのスのスのスペペペペースにースにースにースに載載載載せられるせられるせられるせられる水素水素水素水素のエネルのエネルのエネルのエネルギーギーギーギー量量量量はははは知知知知れていますれていますれていますれています。。。。ですがですがですがですが、、、、一一一一応応応応今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、高高高高圧圧圧圧タンクタンクタンクタンク、、、、今今今今 350 気気気気圧圧圧圧のタンクをのタンクをのタンクをのタンクを使使使使っておっておっておっておりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、高高高高圧圧圧圧タンクタンクタンクタンク。。。。それとそれとそれとそれと液液液液体体体体水素水素水素水素があがあがあがありりりりますますますます。。。。液液液液体体体体水素水素水素水素はははは、、、、ママママイナスイナスイナスイナス二二二二百百百百数数数数十十十十度度度度ということでということでということでということで、、、、ボボボボイルイルイルイルオオオオフというかフというかフというかフというか、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても蒸蒸蒸蒸発発発発してしてしてして、、、、夜駐夜駐夜駐夜駐車車車車しているしているしているしている間間間間にににに逃逃逃逃げげげげていくというのがあていくというのがあていくというのがあていくというのがありりりりますますますます。。。。もっとそこにもっとそこにもっとそこにもっとそこに対対対対策策策策をををを講講講講じじじじないとまないとまないとまないとまだだだだ使使使使いにくいいにくいいにくいいにくい。。。。まあまあまあまあ、、、、ここここれもれもれもれも 1つつつつのののの候補候補候補候補ですですですです。。。。 

  吸吸吸吸蔵蔵蔵蔵合合合合金金金金、、、、水素水素水素水素をををを金金金金属属属属とととと化学的化学的化学的化学的にににに結結結結合合合合させておいてさせておいてさせておいてさせておいて、、、、熱熱熱熱をををを加加加加えるとえるとえるとえると水素水素水素水素がががが出出出出ていくといていくといていくといていくというううう合合合合金金金金があるがあるがあるがあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう合合合合金金金金をををを使使使使うかうかうかうか、、、、有有有有機機機機ハハハハイイイイドドドドライライライライドドドド、、、、これもこれもこれもこれも水素水素水素水素をををを含含含含んだんだんだんだ、、、、有有有有機機機機系系系系のののの液液液液体体体体ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうものからそういうものからそういうものからそういうものから水素水素水素水素をををを出出出出していこうとしていこうとしていこうとしていこうと。。。。結結結結局局局局、、、、合合合合金金金金もももも、、、、有有有有機機機機ハハハハイイイイドドドドライライライライドドドドもももも、、、、製油製油製油製油所所所所のようなのようなのようなのような所所所所でででで水素水素水素水素をををを入入入入れるわけですれるわけですれるわけですれるわけです。。。。入入入入れるとれるとれるとれると、、、、またまたまたまた水素水素水素水素をををを含含含含んだんだんだんだ合合合合金金金金にににに戻戻戻戻るるるる。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、メメメメタルタルタルタルハハハハイイイイドドドドライライライライドドドドもももも水素水素水素水素をををを多多多多くくくく含含含含んだんだんだんだものにものにものにものに戻戻戻戻っっっってててて、、、、それをまたそれをまたそれをまたそれをまた変変変変換換換換するするするする時時時時にににに水素水素水素水素をををを出出出出すということをすということをすということをすということを繰繰繰繰りりりり返返返返すようになすようになすようになすようになりりりりますますますます。。。。というこというこというこということでとでとでとで、、、、今今今今これというこれというこれというこれという本本本本命命命命はなくてはなくてはなくてはなくて、、、、ややややははははりりりり今今今今確確確確実実実実なのはなのはなのはなのは、、、、高高高高圧圧圧圧タンクでタンクでタンクでタンクで、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車でででで他他他他
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のカーのカーのカーのカーメメメメーカーーカーーカーーカー全部全部全部全部ややややっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、我我我我々々々々もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、高高高高圧圧圧圧タンクをタンクをタンクをタンクを使使使使っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその次次次次にににに、、、、水素水素水素水素脆脆脆脆化化化化のののの問問問問題題題題。。。。材材材材料料料料選選選選定定定定のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今ロータロータロータロータリリリリーエンジンをーエンジンをーエンジンをーエンジンを使使使使っっっっているているているている範範範範囲囲囲囲ではではではでは、、、、特特特特にこれでにこれでにこれでにこれで問問問問題題題題になっているというのはになっているというのはになっているというのはになっているというのは今現今現今現今現在在在在確確確確認認認認しておしておしておしておりりりりませませませませんんんん。。。。ああああとはとはとはとは水水水水素素素素のののの安全安全安全安全性性性性ですですですです。。。。漏漏漏漏れたれたれたれた場場場場合合合合、、、、車車車車庫庫庫庫でででで漏漏漏漏れたれたれたれた場場場場合合合合とかとかとかとか、、、、車車車車でででで運運運運転転転転中中中中にににに漏漏漏漏れたれたれたれた場場場場合合合合、、、、これはこれはこれはこれは危危危危険険険険なのでなのでなのでなので、、、、キキキキャャャャビビビビンとタンクはきちっとンとタンクはきちっとンとタンクはきちっとンとタンクはきちっと隔隔隔隔離離離離してということとしてということとしてということとしてということと、、、、もしもしもしもし漏漏漏漏れたれたれたれた場場場場合合合合ののののセセセセンサーをきちっとンサーをきちっとンサーをきちっとンサーをきちっとつつつつけてということでけてということでけてということでけてということでややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 大大大大きくきくきくきく見見見見るとるとるとると、、、、ややややははははりりりりこのこのこのこの搭搭搭搭載載載載、、、、水素水素水素水素をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに載載載載せてせてせてせて車車車車をををを走走走走らせるのからせるのからせるのからせるのか。。。。移移移移動体動体動体動体がゆえのがゆえのがゆえのがゆえの難難難難しさというのがあしさというのがあしさというのがあしさというのがありりりりますますますます。。。。 

  過去過去過去過去にににに、、、、我我我我々々々々はははは、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、91 年年年年からからからから 14 年年年年間間間間、、、、水素水素水素水素自動自動自動自動車車車車をををを開発開発開発開発してきしてきしてきしてきておておておておりりりりますますますます。。。。動力源動力源動力源動力源がががが、、、、水素水素水素水素エンジンとエンジンとエンジンとエンジンと燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のののの両両両両方方方方でででで、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車をををを過去過去過去過去 4 台台台台出出出出してしてしてしておおおおりりりりますますますます。。。。水素水素水素水素エンジエンジエンジエンジンもンもンもンも 5 台台台台、、、、今今今今 6 台台台台目目目目ををををつつつつくってくってくってくって、、、、過去過去過去過去 14 年年年年間間間間ややややってきておってきておってきておってきておりりりりますますますます。。。。水素水素水素水素エンジンもエンジンもエンジンもエンジンも、、、、水素水素水素水素燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池自動自動自動自動車車車車もももも、、、、国国国国のののの大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取ってってってって、、、、公公公公道道道道をををを走走走走ったのはったのはったのはったのは日日日日本本本本でででで初初初初めてでめてでめてでめてで、、、、95 年年年年にににに水素水素水素水素エンジンをエンジンをエンジンをエンジンを載載載載せたカせたカせたカせたカペペペペラカーラカーラカーラカーゴゴゴゴ、、、、2001 年年年年にににに、、、、これはプこれはプこれはプこれはプレレレレママママシーでシーでシーでシーですけどすけどすけどすけど、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池をををを載載載載せてせてせてせて日日日日本本本本でででで最初最初最初最初にににに大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定でででで公公公公道道道道をををを走走走走っているというっているというっているというっているという実実実実績績績績をををを持持持持ってってってっておおおおりりりりますますますます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵方方方方法法法法もももも、、、、最初最初最初最初はははは合合合合金金金金をををを使使使使っておっておっておっておりりりりましたましたましたました。。。。でもでもでもでも、、、、これこれこれこれ、、、、重重重重いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。車車車車でもでもでもでも、、、、200キキキキロロロロ余余余余分分分分にににに重重重重りりりりをををを載載載載せてせてせてせて走走走走るとるとるとると、、、、当然当然当然当然燃燃燃燃費費費費もももも良良良良いわけなくていわけなくていわけなくていわけなくて、、、、加加加加速速速速もももも悪悪悪悪くなっくなっくなっくなってててて、、、、大大大大変変変変ですですですです。。。。今今今今はははは、、、、高高高高圧圧圧圧ガガガガスにスにスにスに切切切切りりりり換換換換えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの幾幾幾幾つつつつかかかか車車車車をををを紹介紹介紹介紹介いたしますけれどもいたしますけれどもいたしますけれどもいたしますけれども、、、、95 年年年年にカにカにカにカペペペペラカーラカーラカーラカーゴゴゴゴ。。。。これはこれはこれはこれは広広広広畑畑畑畑のののの新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵のののの製作製作製作製作所所所所でででで、、、、副生副生副生副生ガガガガスがスがスがスが、、、、水素水素水素水素ガガガガスがスがスがスが出出出出ますますますます。。。。そのそのそのその水素水素水素水素ガガガガスをスをスをスを使使使使ってってってって、、、、大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取ったったったった上上上上でででで、、、、工工工工場場場場構内構内構内構内とそのとそのとそのとその外部外部外部外部をををを 2 台台台台のカのカのカのカペペペペラカーラカーラカーラカーゴゴゴゴでででで 2 年年年年間間間間走走走走らせましたらせましたらせましたらせました。。。。そのそのそのその時時時時はははは、、、、吸吸吸吸蔵蔵蔵蔵合合合合金金金金でしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその後後後後もももも、、、、市内市内市内市内もももも若若若若干干干干走走走走りりりりましたがましたがましたがましたが、、、、こういうこういうこういうこういう車車車車ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、最初最初最初最初のののの FC-EV。。。。実実実実はははは、、、、最初最初最初最初はははは車車車車でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、ゴゴゴゴルフカートルフカートルフカートルフカートだだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、車車車車としてはこれがとしてはこれがとしてはこれがとしてはこれが最初最初最初最初ですですですです。。。。このこのこのこのデデデデミミミミオオオオでででで FC-EV、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車をををを 97 年年年年ににににつつつつくってくってくってくって、、、、このこのこのこの時時時時のののの燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池ははははマツマツマツマツダでダでダでダで内内内内製製製製しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、横横横横浜浜浜浜にににに研究研究研究研究所所所所があるがあるがあるがあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そこのそこのそこのそこの実実実実験験験験室室室室でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ膜膜膜膜をををを使使使使ってってってって、、、、こういうスタックをこういうスタックをこういうスタックをこういうスタックをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。これこれこれこれ 80枚枚枚枚あるあるあるあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、それがそれがそれがそれが 4列列列列あああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、320枚枚枚枚をををを、、、、4つつつつのスタックをのスタックをのスタックをのスタックを直直直直列列列列ににににつつつつないでないでないでないで、、、、25キキキキロワットロワットロワットロワット出出出出ししししたたたたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、デデデデミミミミオオオオをををを使使使使ってってってって。。。。まあまあまあまあ、、、、25 キキキキロワットあれロワットあれロワットあれロワットあればばばば、、、、町町町町中中中中でもでもでもでも十十十十分分分分走走走走りりりりますますますます。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをやりやりやりやりましたましたましたました。。。。 

  2001 年年年年にににに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる日日日日本本本本初初初初のののの大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取ったったったった燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車はプはプはプはプレレレレママママシーですシーですシーですシーです。。。。ババババラーラーラーラードドドド社社社社というというというという、、、、これはかなこれはかなこれはかなこれはかなりりりり世世世世界的界的界的界的にににに有有有有名名名名なななな、、、、ここをかなここをかなここをかなここをかなりりりり使使使使っているとこっているとこっているとこっているところろろろがががが多多多多いですけれいですけれいですけれいですけれどもどもどもども、、、、そのそのそのその燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池のスタックをのスタックをのスタックをのスタックを使使使使いましていましていましていまして、、、、メメメメタタタタノノノノールールールール改改改改質質質質ででででやりやりやりやりましたましたましたました。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、搭搭搭搭載載載載にににに、、、、吸吸吸吸蔵蔵蔵蔵合合合合金金金金もももも、、、、液液液液体体体体水素水素水素水素もももも、、、、高高高高圧圧圧圧タンクもあるとタンクもあるとタンクもあるとタンクもあると言言言言いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、メメメメタタタタノノノノールはールはールはールは水素水素水素水素をををを含含含含んんん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、、、、それをそれをそれをそれを改改改改質質質質しながらしながらしながらしながら水素水素水素水素をををを出出出出してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池でででで走走走走らせるらせるらせるらせるというというというという形形形形ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこのリリリリフォーフォーフォーフォーママママーというかーというかーというかーというか、、、、改改改改質質質質装装装装置置置置のののの実用化実用化実用化実用化にはまにはまにはまにはまだだだだ時間時間時間時間がかかがかかがかかがかかるというるというるというるという状況状況状況状況になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。 

  これはざっとこれはざっとこれはざっとこれはざっと、、、、模模模模式式式式的的的的にににに、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車とととと水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン車車車車をををを描描描描いておいておいておいておりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、水素水素水素水素エエエエンジンはンジンはンジンはンジンは非非非非常常常常にシンプルですにシンプルですにシンプルですにシンプルです。。。。水素水素水素水素のののの高高高高圧圧圧圧タンクをタンクをタンクをタンクを載載載載せてせてせてせて、、、、エンジンにエンジンにエンジンにエンジンに供供供供給給給給すれすれすれすればばばば、、、、ローローローロータタタタリリリリーエンジンのーエンジンのーエンジンのーエンジンの場場場場合合合合ははははほほほほととととんんんんどどどど問問問問題題題題なくなくなくなく走走走走りりりりますますますます。。。。またまたまたまた後後後後でででで言言言言いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ガソガソガソガソリリリリンでもンでもンでもンでも走走走走りりりりますますますます。。。。今今今今、、、、田田田田舎舎舎舎にににに行行行行ってもってもってもっても、、、、水素水素水素水素ステーションがないですからステーションがないですからステーションがないですからステーションがないですから、、、、都市都市都市都市部部部部ににににほほほほんんんん
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のわずかしかないですからのわずかしかないですからのわずかしかないですからのわずかしかないですから、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろではではではではガソガソガソガソリリリリンでンでンでンで走走走走れるというれるというれるというれるという車車車車になっていまになっていまになっていまになっていますすすす。。。。それはそれはそれはそれは後後後後でででで紹介紹介紹介紹介しますがしますがしますがしますが、、、、非非非非常常常常にシンプルですにシンプルですにシンプルですにシンプルです。。。。 

  一方一方一方一方、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池車車車車はははは、、、、いったいったいったいったんんんん水素水素水素水素からからからから、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池でででで電電電電気気気気にかえてにかえてにかえてにかえて、、、、モモモモーターでタイーターでタイーターでタイーターでタイヤヤヤヤをををを回回回回すすすす。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは一一一一部電部電部電部電池池池池をををを使使使使いながらいながらいながらいながら走走走走るということになるということになるということになるということになりりりりますますますます。。。。 

  燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池とととと水素水素水素水素エンジンのエンジンのエンジンのエンジンの比比比比較較較較をしてみたをしてみたをしてみたをしてみた表表表表ですですですです。。。。CO2 はははは当然当然当然当然どちらもどちらもどちらもどちらも出出出出ませませませませんんんん。。。。NOxはははは、、、、内内内内燃燃燃燃機機機機関関関関をををを燃燃燃燃ややややすとすとすとすと、、、、たとえたとえたとえたとえ水素水素水素水素でもでもでもでも高高高高温温温温でででで燃燃燃燃えますからえますからえますからえますから、、、、NOx がががが出出出出ますますますます。。。。出出出出ますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは後後後後でででで紹介紹介紹介紹介しますがしますがしますがしますが、、、、うまくすれうまくすれうまくすれうまくすればばばば出出出出ませませませませんんんん。。。。希希希希薄薄薄薄燃燃燃燃焼焼焼焼というというというという、、、、空気空気空気空気をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん入入入入れれれれてててて、、、、水素特水素特水素特水素特有有有有のののの希希希希薄薄薄薄燃燃燃燃焼焼焼焼をををを使使使使ってってってってややややるとるとるとると、、、、ほほほほぼぼぼぼゼロになゼロになゼロになゼロになりりりりますますますます。。。。エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー効率効率効率効率はははは、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池がががが高高高高いですいですいですいです。。。。ややややははははりりりり内内内内燃燃燃燃機機機機関関関関というのはというのはというのはというのは、、、、熱熱熱熱をををを捨捨捨捨てててててててて回回回回るサイクルなるサイクルなるサイクルなるサイクルなんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、熱熱熱熱をををを捨捨捨捨てるてるてるてる以以以以上上上上、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを捨捨捨捨てますのでてますのでてますのでてますので、、、、ややややははははりりりり燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか勝勝勝勝てませてませてませてませんんんん。。。。燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池ももちももちももちももちろんろんろんろん廃廃廃廃熱熱熱熱はあはあはあはありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、効率効率効率効率はははは燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池ののののほほほほうがうがうがうが高高高高いといといといと言言言言えますえますえますえます。。。。 

  ココココストはストはストはストは、、、、多多多多分分分分ワンワンワンワンオオオオーダーーダーーダーーダー。。。。ワンワンワンワンオオオオーダーというのはーダーというのはーダーというのはーダーというのは、、、、数数数数千千千千万万万万円円円円とととと数百万数百万数百万数百万円円円円というというというというオオオオーダーでーダーでーダーでーダーで違違違違うとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のロータのロータのロータのロータリリリリーエンジンにーエンジンにーエンジンにーエンジンに水素水素水素水素ををををぽぽぽぽっとっとっとっと入入入入れるれるれるれるだだだだけけけけだだだだとととと、、、、非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単なのでなのでなのでなので、、、、安安安安いですいですいですいです。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生産設産設産設産設備備備備もももも、、、、車車車車はもうはもうはもうはもう量量量量産産産産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、、、、そのままそのままそのままそのまま使使使使えますえますえますえます。。。。信信信信頼頼頼頼性性性性もももも、、、、量量量量産産産産しているしているしているしている実実実実績績績績のあるエンジンがのあるエンジンがのあるエンジンがのあるエンジンが使使使使えますえますえますえます。。。。一方一方一方一方、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池はははは、、、、車車車車にににに使使使使うううう場場場場合合合合、、、、ややややははははりりりり設設設設備備備備投投投投資資資資がががが必要必要必要必要ですしですしですしですし、、、、ココココストもストもストもストも高高高高くくくく、、、、あるいはスタックのあるいはスタックのあるいはスタックのあるいはスタックの信信信信頼頼頼頼性性性性もももも問問問問題題題題になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。あとあとあとあと、、、、水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、これはロータこれはロータこれはロータこれはロータリリリリーのーのーのーの 1 つつつつのののの特特特特徴徴徴徴でもあでもあでもあでもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、水素水素水素水素でもでもでもでもガソガソガソガソリリリリンでもンでもンでもンでも走走走走れますれますれますれます。。。。燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池はははは、、、、いくらいくらいくらいくら頑頑頑頑張張張張ってもってもってもっても、、、、ガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを改改改改質質質質してしてしてして水素水素水素水素のみにしないのみにしないのみにしないのみにしない限限限限りりりり、、、、ガソガソガソガソリリリリンそのままではちンそのままではちンそのままではちンそのままではちょょょょっとっとっとっと難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。とととということでいうことでいうことでいうことで、、、、我我我我々々々々はこういうはこういうはこういうはこういう理理理理由由由由からからからから、、、、水素水素水素水素エンジンはエンジンはエンジンはエンジンは非非非非常常常常にににに使使使使いいいいややややすいすいすいすい。。。。まずまずまずまず水素水素水素水素でででで走走走走るのならるのならるのならるのなら、、、、これがこれがこれがこれが手手手手っっっっ取取取取りりりり早早早早いといいますかいといいますかいといいますかいといいますか、、、、まずはまずはまずはまずは実用的実用的実用的実用的なななな方方方方法法法法であであであであろろろろうといううといううといううという理理理理由由由由でででで選択選択選択選択しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  じじじじゃゃゃゃ、、、、実際実際実際実際にににに水素水素水素水素をををを内内内内燃燃燃燃機機機機関関関関でででで燃燃燃燃ややややしまししまししまししましょょょょうとうとうとうと言言言言ったったったった場場場場合合合合にににに、、、、ガソガソガソガソリリリリンとンとンとンと比比比比べべべべてどうてどうてどうてどうなのかというのがこれですなのかというのがこれですなのかというのがこれですなのかというのがこれです。。。。注注注注目目目目してしてしてしてほほほほしいのはしいのはしいのはしいのは、、、、水素水素水素水素はすはすはすはすぐぐぐぐ火火火火ががががつつつついてしまういてしまういてしまういてしまうんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、こここここにこにこにこに点点点点火火火火エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと一一一一番下番下番下番下にににに書書書書いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、0.02 とととと 0.24、、、、10 倍倍倍倍以以以以上上上上違違違違いまいまいまいますからすからすからすから、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるガソガソガソガソリリリリンはンはンはンは点点点点火火火火プラグのスパークでプラグのスパークでプラグのスパークでプラグのスパークで着着着着火火火火しますけれどもしますけれどもしますけれどもしますけれども、、、、水素水素水素水素のののの場場場場合合合合ははははもうスパークするもうスパークするもうスパークするもうスパークする前前前前ににににボボボボンとンとンとンと燃燃燃燃えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう。。。。それはそれはそれはそれは非非非非常常常常にににに困困困困るるるるんんんんですですですです。。。。規規規規則則則則的的的的にににに着着着着火火火火してしてしてしてもらわないともらわないともらわないともらわないと、、、、エンジンのエンジンのエンジンのエンジンの場場場場合合合合はトルクがはトルクがはトルクがはトルクが変変変変動動動動してしてしてして困困困困るるるる、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題があがあがあがありりりりますますますます。。。。それそれそれそれとととと、、、、水素水素水素水素はははは非非非非常常常常ににににボボボボリリリリュュュュームをームをームをームを占占占占めるめるめるめるんんんんですですですです。。。。燃燃燃燃焼焼焼焼室室室室のののの中中中中にににに空気空気空気空気とととと燃燃燃燃料料料料をををを一一一一緒緒緒緒にににに入入入入れるれるれるれるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、燃燃燃燃料料料料のののの体積体積体積体積比比比比率率率率がががが高高高高いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、空気空気空気空気がががが入入入入らないというらないというらないというらないという問問問問題題題題があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。このこのこのこの 2つつつつのののの問問問問題題題題をををを解解解解消消消消するためするためするためするためにににに、、、、ロータロータロータロータリリリリーエンジンをーエンジンをーエンジンをーエンジンを選選選選びましたびましたびましたびました。。。。 そのそのそのその説説説説明明明明をををを少少少少しししし詳詳詳詳しくしますとしくしますとしくしますとしくしますと、、、、レレレレシプロエンジンのシプロエンジンのシプロエンジンのシプロエンジンの場場場場合合合合、、、、あまあまあまあまりりりり知識知識知識知識のないのないのないのない方方方方はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと難難難難しいかとしいかとしいかとしいか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吸吸吸吸気気気気弁弁弁弁、、、、排気排気排気排気弁弁弁弁があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、スパークプラグがここスパークプラグがここスパークプラグがここスパークプラグがここにあにあにあにありりりりましてましてましてまして、、、、吸吸吸吸気気気気からからからからぱぱぱぱっとっとっとっと水素水素水素水素がががが入入入入ってきますとってきますとってきますとってきますと、、、、点点点点火火火火プラグとかプラグとかプラグとかプラグとか排気排気排気排気弁弁弁弁はははは暖暖暖暖かいのかいのかいのかいのでででで、、、、スパークをスパークをスパークをスパークを打打打打つつつつ前前前前にににに、、、、ボボボボーンとーンとーンとーンと燃燃燃燃えてしまうえてしまうえてしまうえてしまうんんんんですですですです。。。。つつつつままままりりりり、、、、異常異常異常異常燃燃燃燃焼焼焼焼してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。ロータロータロータロータリリリリーエンジンのーエンジンのーエンジンのーエンジンの場場場場合合合合はははは、、、、後後後後でででで動動動動画画画画をおをおをおをお見見見見せしますけれどもせしますけれどもせしますけれどもせしますけれども、、、、ここでここでここでここで吸吸吸吸気気気気してしてしてして、、、、水素水素水素水素がここからがここからがここからがここから入入入入ってきてもってきてもってきてもってきても、、、、暖暖暖暖かいのはかいのはかいのはかいのは別別別別のののの場場場場所所所所ななななんんんんですですですです。。。。吸吸吸吸気気気気室室室室がががが、、、、高高高高温温温温のののの燃燃燃燃焼焼焼焼室室室室とととと分分分分かかかかれておれておれておれておりりりりますますますます。。。。ということでということでということでということで、、、、異常異常異常異常燃燃燃燃焼焼焼焼をををを起起起起こしませこしませこしませこしませんんんん。。。。またまたまたまた、、、、熱熱熱熱源源源源となるとなるとなるとなる排気排気排気排気弁弁弁弁がないがないがないがないというのもというのもというのもというのも特特特特徴徴徴徴になになになになりりりりますますますます。。。。 それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつはははは、、、、同同同同じじじじようなようなようなような図図図図ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの、、、、空気空気空気空気とととと燃燃燃燃料料料料がががが一一一一緒緒緒緒にまにまにまにまじじじじっっっってててて燃燃燃燃焼焼焼焼室室室室のののの中中中中にににに入入入入ってくるってくるってくるってくるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、水素水素水素水素のののの体積体積体積体積割割割割合合合合がががが非非非非常常常常にににに多多多多いいいい。。。。そのそのそのその場場場場合合合合はははは、、、、
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まずまずまずまず空気空気空気空気をををを入入入入れてれてれてれて、、、、後後後後でででで水素水素水素水素をををを噴噴噴噴くというくというくというくという、、、、直直直直接接接接噴射噴射噴射噴射、、、、直直直直噴噴噴噴水素水素水素水素エンジンというのがあるエンジンというのがあるエンジンというのがあるエンジンというのがあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても、、、、ここのここのここのここの頭頭頭頭のののの部部部部分分分分にににに噴射弁噴射弁噴射弁噴射弁ををををつつつつけるのはけるのはけるのはけるのは大大大大変変変変ですですですです。。。。ロータロータロータロータリリリリーーーーエンジンはエンジンはエンジンはエンジンは、、、、非非非非常常常常にににに広広広広いいいい頭頭頭頭といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうスそういうスそういうスそういうスペペペペースをースをースをースを持持持持っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、噴射弁噴射弁噴射弁噴射弁がががが非非非非常常常常ににににつつつつけけけけややややすいすいすいすい。。。。またまたまたまた、、、、行行行行程程程程がががが長長長長いといういといういといういという特特特特徴徴徴徴があがあがあがありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今日日日日はははは説説説説明明明明しませしませしませしませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、1 行行行行程程程程がががが長長長長いいいい。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、非非非非常常常常にににに水素水素水素水素もももも混混混混じりやじりやじりやじりやすいしすいしすいしすいし、、、、たたたたくさくさくさくさんんんんのののの水素水素水素水素もももも入入入入れられるというれられるというれられるというれられるという特特特特徴徴徴徴でででで選選選選びましたびましたびましたびました。。。。 これこれこれこれ、、、、ななななぜぜぜぜ直直直直噴噴噴噴なのかなのかなのかなのか、、、、もうもうもうもう説説説説明明明明してしまいましたけれどもしてしまいましたけれどもしてしまいましたけれどもしてしまいましたけれども、、、、水素水素水素水素のののの場場場場合合合合、、、、大体大体大体大体 3 割割割割をををを水素水素水素水素がががが占占占占めますのでめますのでめますのでめますので、、、、7割割割割のののの空気空気空気空気しかしかしかしか入入入入らないらないらないらない。。。。ガソガソガソガソリリリリンのンのンのンの場場場場合合合合はははは、、、、普普普普通通通通はもうはもうはもうはもうほほほほととととんんんんどどどど 1％％％％ですからですからですからですから、、、、98～～～～99％％％％はははは空気空気空気空気ななな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、、、、要要要要はははは、、、、空気空気空気空気がががが入入入入ったったったったほほほほうがうがうがうが出出出出力力力力がががが出出出出るるるるんんんんですですですです。。。。エンジンはエンジンはエンジンはエンジンは、、、、これはこれはこれはこれは基本基本基本基本原理原理原理原理なのでなのでなのでなので、、、、空気空気空気空気をいかにをいかにをいかにをいかに入入入入れれれれるかるかるかるか、、、、それによってそれによってそれによってそれによって燃燃燃燃えるえるえるえる燃燃燃燃料料料料のののの量量量量をををを決決決決めますからめますからめますからめますから、、、、パワーがパワーがパワーがパワーが決決決決まるまるまるまる。。。。だだだだからからからから、、、、ターターターターボボボボチチチチャャャャージージージージャャャャーというのはーというのはーというのはーというのは、、、、空空空空気気気気をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん押押押押しししし込込込込むむむむようにようにようにように過過過過給給給給しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、空気空気空気空気がががが入入入入らないとらないとらないとらないということはいうことはいうことはいうことは、、、、即即即即、、、、出出出出力力力力低低低低下下下下ににににつつつつながるということでながるということでながるということでながるということで、、、、まずはまずはまずはまずは空気空気空気空気をををを入入入入れておいてれておいてれておいてれておいて、、、、このこのこのこの吸吸吸吸気気気気弁弁弁弁がががが閉閉閉閉まったまったまったまった後後後後でででで水素水素水素水素をををを噴噴噴噴けけけけばばばば大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ななななんんんんですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで直直直直接接接接噴射噴射噴射噴射ということにということにということにということにななななりりりりますますますます。。。。 今今今今からロータからロータからロータからロータリリリリーのーのーのーの写真写真写真写真をおをおをおをお見見見見せしますがせしますがせしますがせしますが、、、、ここでここでここでここで燃燃燃燃料料料料をををを噴噴噴噴いているわけですいているわけですいているわけですいているわけです。。。。普普普普通通通通はははは、、、、ここにここにここにここにガソガソガソガソリリリリンのインジェクターがンのインジェクターがンのインジェクターがンのインジェクターがつつつついていましていていましていていましていていまして、、、、直直直直接接接接噴射噴射噴射噴射でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、このこのこのこの吸吸吸吸気気気気ポポポポートートートートにににに燃燃燃燃料料料料をををを噴噴噴噴きますきますきますきます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、空気空気空気空気ととととガソガソガソガソリリリリンがンがンがンが一一一一緒緒緒緒になったものがここにになったものがここにになったものがここにになったものがここに入入入入ってきてってきてってきてってきて燃燃燃燃ええええるるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、水素水素水素水素燃燃燃燃焼焼焼焼させるさせるさせるさせる場場場場合合合合はははは、、、、ここからここからここからここから噴噴噴噴くくくくガソガソガソガソリリリリンをとめるンをとめるンをとめるンをとめるんんんんですですですです。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると空気空気空気空気だだだだけけけけ入入入入ってきますってきますってきますってきます。。。。空気空気空気空気だだだだけけけけ入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、ここにここにここにここに水素水素水素水素をををを噴噴噴噴くとくとくとくと、、、、水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジンになになになになりりりりますますますます。。。。だだだだからからからから、、、、もうもうもうもう次次次次のサイクルからでものサイクルからでものサイクルからでものサイクルからでも、、、、ガソガソガソガソリリリリンンンン燃燃燃燃焼焼焼焼からからからから水素水素水素水素燃燃燃燃焼焼焼焼にににに切切切切りりりりかえかえかえかえることができるることができるることができるることができる。。。。これはこれはこれはこれは多多多多分分分分、、、、ロータロータロータロータリリリリーエンジンしかできないとーエンジンしかできないとーエンジンしかできないとーエンジンしかできないと思思思思いますいますいますいます。。。。 ちちちちょょょょっとここでっとここでっとここでっとここで、、、、ロータロータロータロータリリリリーエンジンがどーエンジンがどーエンジンがどーエンジンがどんんんんなものかというのをなものかというのをなものかというのをなものかというのを、、、、画画画画像像像像がががが悪悪悪悪いいいいんんんんですけですけですけですけどどどど、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご覧覧覧覧になってくになってくになってくになってくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（以以以以下下下下、、、、映像映像映像映像をををを見見見見ながらながらながらながら）））） これはこれはこれはこれは、、、、ローターがローターがローターがローターが 2 つつつつあるあるあるある、、、、ツツツツーローターですがーローターですがーローターですがーローターですが、、、、ハハハハウウウウジングがジングがジングがジングが入入入入ってってってって、、、、ボボボボルトでとルトでとルトでとルトでとめますめますめますめます。。。。これがこれがこれがこれが本体本体本体本体ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これにいこれにいこれにいこれにいろろろろいいいいろろろろ、、、、フライフライフライフライホホホホイールとかイールとかイールとかイールとか、、、、スターターとスターターとスターターとスターターとかかかか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ、、、、吸吸吸吸気気気気管管管管とかとかとかとか、、、、つつつつきますきますきますきますねねねね。。。。このこのこのこの中中中中でローターがでローターがでローターがでローターが回回回回っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。ここここここここからからからから吸吸吸吸気気気気、、、、今今今今入入入入ってきましたってきましたってきましたってきましたねねねね。。。。それでここでスパークしてそれでここでスパークしてそれでここでスパークしてそれでここでスパークして燃燃燃燃えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。ここからここからここからここから排排排排気気気気していくしていくしていくしていく。。。。これがロータこれがロータこれがロータこれがロータリリリリーエンジンですーエンジンですーエンジンですーエンジンです。。。。今今今今ののののガソガソガソガソリリリリンエンジンはンエンジンはンエンジンはンエンジンは、、、、これがインジェこれがインジェこれがインジェこれがインジェクターなクターなクターなクターなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、燃燃燃燃料料料料をををを噴噴噴噴いていますいていますいていますいていますねねねね。。。。あそこからあそこからあそこからあそこからガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを噴噴噴噴いていていていて、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに燃燃燃燃えていえていえていえているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。これはこれはこれはこれは今今今今ののののガソガソガソガソリリリリンでンでンでンで走走走走るロータるロータるロータるロータリリリリーエンジンですーエンジンですーエンジンですーエンジンです。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、、、、これローターがこれローターがこれローターがこれローターが 2 つつつつ、、、、奥奥奥奥にもうにもうにもうにもう一一一一つつつつ、、、、位位位位相相相相がががが反反反反対対対対のものがのものがのものがのものが入入入入っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、こういこういこういこういううううふふふふうになっておうになっておうになっておうになっておりりりりますますますます。。。。 まあまあまあまあ、、、、ロータロータロータロータリリリリーエンジンをーエンジンをーエンジンをーエンジンをごごごご覧覧覧覧になったになったになったになった方方方方はいないかなとはいないかなとはいないかなとはいないかなと思思思思いましていましていましていまして、、、、やりやりやりやりましたましたましたました。。。。 今度今度今度今度のののの映像映像映像映像はははは、、、、ガソガソガソガソリリリリンンンン燃燃燃燃焼焼焼焼とととと水素水素水素水素燃燃燃燃焼焼焼焼、、、、両両両両方方方方できますというのをできますというのをできますというのをできますというのを表表表表しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。ここここれもれもれもれも動動動動画画画画になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、最初最初最初最初にまずこれはにまずこれはにまずこれはにまずこれはガソガソガソガソリリリリンンンン、、、、ここからここからここからここから混混混混合合合合気気気気がががが入入入入ってきますってきますってきますってきます。。。。ガソガソガソガソリリリリンとンとンとンと空気空気空気空気とのとのとのとの混混混混合合合合気気気気。。。。ここでここでここでここで火火火火をををを打打打打ちますちますちますちます。。。。ここでここでここでここで燃燃燃燃えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。多多多多少少少少輝炎輝炎輝炎輝炎でででで赤赤赤赤いですけどいですけどいですけどいですけど、、、、ここかここかここかここからららら出出出出ていきますていきますていきますていきます。。。。次次次次はははは、、、、ガソガソガソガソリリリリンをとめてンをとめてンをとめてンをとめて、、、、空気空気空気空気だだだだけけけけ入入入入りりりりますますますます。。。。ここここここここでででで、、、、今今今今水素水素水素水素をををを噴噴噴噴きましたきましたきましたきました。。。。噴噴噴噴いていていていて、、、、ここからここからここからここから後後後後はははは同同同同じじじじですですですです。。。。ここにできているのはここにできているのはここにできているのはここにできているのは、、、、白白白白いいいいですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、水水水水蒸蒸蒸蒸気気気気ですですですです。。。。それでそれでそれでそれで出出出出ていきますていきますていきますていきます。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、、、、水素水素水素水素ととととガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる。。。。例例例例ええええばばばば走走走走っていてっていてっていてっていて水素水素水素水素がなくなったらがなくなったらがなくなったらがなくなったら、、、、水素水素水素水素のののの航航航航続続続続距距距距離離離離はははは短短短短いですしいですしいですしいですし、、、、タンクのタンクのタンクのタンクの
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燃燃燃燃料料料料のののの量量量量はははは少少少少ないですからないですからないですからないですから、、、、なくなるとなくなるとなくなるとなくなるとガソガソガソガソリリリリンにかわるということになっておンにかわるということになっておンにかわるということになっておンにかわるということになっておりりりりましてましてましてまして、、、、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた後後後後でででで出出出出るとるとるとる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、、、、燃燃燃燃ややややすとすとすとすと NOx がががが出出出出るるるるんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。燃燃燃燃焼焼焼焼させるとさせるとさせるとさせると、、、、水素水素水素水素でもでもでもでも NOx はははは出出出出まままますがすがすがすが、、、、窒窒窒窒素素素素酸酸酸酸化化化化物物物物ですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、λとととと言言言言ってってってって、、、、空気空気空気空気のののの過剰過剰過剰過剰割割割割合合合合をををを表表表表してしてしてしておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、2 というのはというのはというのはというのは、、、、2倍倍倍倍のののの空気空気空気空気がががが入入入入っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど燃燃燃燃焼焼焼焼させるのにさせるのにさせるのにさせるのに必要必要必要必要なななな空気空気空気空気がががが λ1 ですですですです。。。。λ2 というのはというのはというのはというのは、、、、そのそのそのその倍倍倍倍のののの空気空気空気空気がががが入入入入っているっているっているっている。。。。大体大体大体大体、、、、λ1.8ぐぐぐぐらいにしますらいにしますらいにしますらいにしますとととと、、、、ほほほほととととんんんんどどどど NOx はゼロになはゼロになはゼロになはゼロになりりりりますますますます。。。。急急急急激激激激にににに落落落落ちますちますちますちます。。。。トルクもトルクもトルクもトルクも、、、、当然当然当然当然ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、燃燃燃燃料料料料がががが減減減減りりりりますからますからますからますから、、、、落落落落ちるちるちるちるんんんんですですですです。。。。そこがそこがそこがそこが難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。 したがってしたがってしたがってしたがって、、、、水素水素水素水素をををを使使使使ったったったった場場場場合合合合ととととガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを使使使使ったったったった場場場場合合合合でででで、、、、パワーがパワーがパワーがパワーが落落落落ちますちますちますちます。。。。トルクトルクトルクトルクもももも半半半半分分分分近近近近くくくく落落落落ちていますちていますちていますちています。。。。210馬馬馬馬力力力力がががが 110馬馬馬馬力力力力になってしまいますになってしまいますになってしまいますになってしまいます。。。。トルクもトルクもトルクもトルクも 23kg-mぐぐぐぐららららいがいがいがいが 12kg-m。。。。航航航航続続続続距距距距離離離離もももも、、、、ガソガソガソガソリリリリンではンではンではンでは 598キキキキロロロロ以以以以上上上上走走走走りりりりますがますがますがますが、、、、70キキキキロロロロ。。。。これはタンクこれはタンクこれはタンクこれはタンクがががが非非非非常常常常にににに小小小小さいものですからさいものですからさいものですからさいものですから、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで。。。。ですからですからですからですから、、、、水素水素水素水素ステーションステーションステーションステーション、、、、そそそそんんんんなにななにななにななにないですからいですからいですからいですから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、高速道高速道高速道高速道路路路路をををを走走走走るるるる時時時時ははははガソガソガソガソリリリリンンンン、、、、都市都市都市都市部部部部のクのクのクのクリリリリーンさがーンさがーンさがーンさが必要必要必要必要なななな所所所所になになになになるとるとるとると、、、、都市都市都市都市部部部部ではではではでは水素水素水素水素、、、、というというというという使使使使いいいい方方方方もももも 1つつつつあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 これがこれがこれがこれが、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10 月月月月にににに大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取りりりりましたましたましたました RX-8 のののの HYDROGEN ロータロータロータロータリリリリーですーですーですーです。。。。ここここれでれでれでれで、、、、去去去去年年年年のののの暮暮暮暮れですかれですかれですかれですか、、、、広島広島広島広島のののの町町町町をををを駆駆駆駆けけけけりりりりましたけどましたけどましたけどましたけど、、、、MT になっていますになっていますになっていますになっています。。。。再再再再来来来来週週週週ののののモモモモーターショーではーターショーではーターショーではーターショーでは、、、、MT、、、、つつつつままままりりりりメメメメカのトランスミッションではカのトランスミッションではカのトランスミッションではカのトランスミッションでは走走走走りりりりにくいのでにくいのでにくいのでにくいので、、、、AT ににににしておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それでそれでそれでそれで試試試試乗乗乗乗できるようにできるようにできるようにできるように、、、、水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン自動自動自動自動車車車車としてはとしてはとしてはとしては 6 台台台台目目目目のののの車車車車ををををつつつつくくくくってってってって、、、、大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを取取取取ったったったったばばばばかかかかりりりりですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、オオオオートートートートママママテテテティィィィックでックでックでックで走走走走れますれますれますれます。。。。 あとあとあとあと、、、、このこのこのこの車車車車はははは、、、、一度一度一度一度エンジンエンジンエンジンエンジン停停停停止止止止してしてしてして、、、、ガソガソガソガソリリリリンとンとンとンと水素水素水素水素をををを切切切切りりりり替替替替えていたえていたえていたえていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、今度今度今度今度モモモモーターショーにーターショーにーターショーにーターショーに出出出出すすすす、、、、2005 年年年年にににに大大大大臣臣臣臣認定認定認定認定をををを得得得得たたたた、、、、新新新新しいしいしいしい RX-8 はははは、、、、走走走走行中行中行中行中にににに切切切切りりりり替替替替えられますえられますえられますえられます。。。。走走走走っているっているっているっている時時時時にににに、、、、ババババーンとーンとーンとーンと水素水素水素水素とかとかとかとかガソガソガソガソリリリリンにンにンにンに、、、、全全全全然然然然違違違違和和和和感感感感なくなくなくなく、、、、いいいいつつつつ切切切切りりりり替替替替えたかわからないようなえたかわからないようなえたかわからないようなえたかわからないような車車車車になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 そういうそういうそういうそういう水素水素水素水素・・・・ガソガソガソガソリリリリンンンン併併併併用用用用のののの、、、、dual-fuel system とととと我我我我々々々々はははは呼呼呼呼んんんんでいますけれどもでいますけれどもでいますけれどもでいますけれども、、、、それそれそれそれをををを使使使使うことによってうことによってうことによってうことによって、、、、水素水素水素水素インフラのあるインフラのあるインフラのあるインフラのある A 地地地地区区区区とととと B 地地地地区区区区のののの間間間間をををを移移移移動動動動できますできますできますできます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、航航航航続続続続距距距距離離離離がががが 100キキキキロロロロだだだだとするととするととするととすると、、、、水素水素水素水素だだだだけけけけだだだだったらったらったらったら、、、、ステーションからステーションからステーションからステーションから 50キキキキロロロロ以以以以上上上上はははは離離離離れれれれられないられないられないられないんんんんですですですです。。。。200キキキキロとしてもロとしてもロとしてもロとしても、、、、100キキキキロロロロ以以以以上上上上離離離離れることができないれることができないれることができないれることができない。。。。それとあとそれとあとそれとあとそれとあと、、、、走走走走っているっているっているっている時時時時のののの不不不不安感安感安感安感があがあがあがありりりりますますますますねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、ここここここここ A 地地地地区区区区をををを水素水素水素水素でででで走走走走ってってってって、、、、都市都市都市都市間間間間ははははガソガソガソガソリリリリンでンでンでンで走走走走行行行行することができますすることができますすることができますすることができます。。。。またまたまたまた、、、、水素水素水素水素インフラのあるインフラのあるインフラのあるインフラのある B 地地地地区区区区へへへへ行行行行くくくくとととと、、、、水素水素水素水素でででで走走走走るるるる。。。。そういうこともできるそういうこともできるそういうこともできるそういうこともできる。。。。ですからですからですからですから、、、、インフラがインフラがインフラがインフラが整備整備整備整備されるまでされるまでされるまでされるまで、、、、未未未未整備整備整備整備地域地域地域地域、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは未未未未整備整備整備整備なななな時時時時代代代代でのでのでのでの水素水素水素水素のののの活用活用活用活用はははは非非非非常常常常ににににやりややりややりややりやすいすいすいすい形形形形になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。 

  これがこれがこれがこれが断断断断面面面面ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ガソガソガソガソリリリリンタンクがここにあンタンクがここにあンタンクがここにあンタンクがここにありりりりますますますます。。。。ここにここにここにここに水素水素水素水素、、、、高高高高圧圧圧圧のののの、、、、350キキキキロのタンクがあロのタンクがあロのタンクがあロのタンクがありりりりますますますます。。。。74 リリリリッターですからッターですからッターですからッターですから、、、、ほほほほんんんんとうにわずかですとうにわずかですとうにわずかですとうにわずかです。。。。たたたただだだだ、、、、トランクトランクトランクトランクルームにルームにルームにルームに載載載載せないとせないとせないとせないと、、、、今載今載今載今載せるとこせるとこせるとこせるところろろろがないがないがないがない。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、これはスこれはスこれはスこれはスポポポポーーーーツツツツカーですからカーですからカーですからカーですから、、、、仕仕仕仕方方方方ないないないないんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。ここにロータここにロータここにロータここにロータリリリリーエンジンがあーエンジンがあーエンジンがあーエンジンがありりりりましてましてましてまして、、、、ここにここにここにここに水素水素水素水素とととと酸酸酸酸素素素素をををを切切切切りりりり替替替替えるものがあえるものがあえるものがあえるものがありりりりましてましてましてまして、、、、あとあとあとあと、、、、漏漏漏漏れたれたれたれた時時時時のののの水素検知水素検知水素検知水素検知セセセセンサーもンサーもンサーもンサーも付付付付いていますいていますいていますいています。。。。一一一一応応応応、、、、タタタタンクスンクスンクスンクスペペペペースはースはースはースは、、、、キキキキャャャャビビビビンとはンとはンとはンとは隔隔隔隔離離離離しているしているしているしている。。。。 

  これがそうですこれがそうですこれがそうですこれがそうですねねねね。。。。テストテストテストテスト車車車車ですからですからですからですから、、、、トランクがトランクがトランクがトランクが水素水素水素水素タンクでタンクでタンクでタンクで埋埋埋埋まってしまっていままってしまっていままってしまっていままってしまっていますけどすけどすけどすけど。。。。給給給給油油油油口口口口はははは、、、、従従従従来来来来のののの左左左左側側側側がががが、、、、そのままのそのままのそのままのそのままのガソガソガソガソリリリリンのンのンのンの給給給給油油油油口口口口。。。。右右右右側側側側にににに水素水素水素水素のののの給給給給油油油油口口口口をををを設設設設けておけておけておけておりりりりますますますます。。。。 

  これこれこれこれ、、、、インパネのインパネのインパネのインパネの、、、、ここでここでここでここで、、、、今今今今どっちでどっちでどっちでどっちで走走走走っているかがっているかがっているかがっているかが表示表示表示表示されていますされていますされていますされています。。。。切切切切りりりり替替替替ええええボボボボ
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タンがここにあタンがここにあタンがここにあタンがここにありりりりますますますます。。。。2秒秒秒秒間間間間ずっとずっとずっとずっと押押押押すとすとすとすと、、、、切切切切りりりり替替替替わわわわりりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと押押押押してしてしてしてぱぱぱぱっとっとっとっと切切切切りりりり替替替替わるとわるとわるとわると、、、、ミスでさわるミスでさわるミスでさわるミスでさわる場場場場合合合合があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうにセセセセットしてットしてットしてットしておおおおりりりりますますますます。。。。 

  モモモモーターショーがーターショーがーターショーがーターショーが 2003 年年年年、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10 月月月月にににに公公公公道道道道試試試試験験験験をををを開始開始開始開始しましてしましてしましてしまして、、、、ナンナンナンナンババババーをーをーをーを取取取取ってってってって、、、、私私私私もももも走走走走りりりりましたがましたがましたがましたが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ町町町町のののの中中中中をををを走走走走っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、2 月月月月にににに、、、、マツマツマツマツダのダのダのダの構内構内構内構内、、、、技技技技術研究術研究術研究術研究所所所所のののの横横横横のののの敷敷敷敷地地地地にににに、、、、こういうこういうこういうこういう水素水素水素水素ステーションをステーションをステーションをステーションをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました、、、、今今今今、、、、ここでここでここでここで注注注注ぎぎぎぎながながながながらららら走走走走っていますっていますっていますっています。。。。来来来来年年年年からからからからリリリリースースースース販売販売販売販売をするをするをするをする予予予予定定定定ですですですです。。。。当然当然当然当然、、、、ガソガソガソガソリリリリンでもンでもンでもンでも水素水素水素水素でもでもでもでも走走走走れれれれるということでるということでるということでるということで、、、、水素水素水素水素のないとこのないとこのないとこのないところろろろははははガソガソガソガソリリリリンでンでンでンで走走走走るしかないですけれどもるしかないですけれどもるしかないですけれどもるしかないですけれども、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ水素水素水素水素でででで走走走走ってってってって行行行行ってってってって、、、、実実実実績績績績をををを積積積積んんんんでいくということになでいくということになでいくということになでいくということになりりりりますますますます。。。。 

  カーカーカーカーメメメメーカーーカーーカーーカー、、、、国内国内国内国内ではあまではあまではあまではあまりりりり水素水素水素水素エンジンをエンジンをエンジンをエンジンをややややってなくてってなくてってなくてってなくて、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池がががが主主主主ですけどですけどですけどですけど、、、、海海海海外外外外ではではではでは BMW、、、、あるいはフォーあるいはフォーあるいはフォーあるいはフォードドドド、、、、GM でででで水素水素水素水素エンジンエンジンエンジンエンジン自動自動自動自動車車車車をををを開発開発開発開発していますしていますしていますしています。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、出出出出力力力力はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても落落落落ちるとちるとちるとちると言言言言いましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、どこもどこもどこもどこも 5.4リリリリッターッターッターッター、、、、V12 のエンジンのエンジンのエンジンのエンジン、、、、6.8リリリリッターッターッターッターV10 のスーパーチのスーパーチのスーパーチのスーパーチャャャャージージージージャャャャーのようなーのようなーのようなーのような大大大大きなエンジンですきなエンジンですきなエンジンですきなエンジンです。。。。これこれこれこれ、、、、過過過過給給給給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。。。。GM もしかもしかもしかもしかりりりりでででで、、、、6 リリリリッターのッターのッターのッターの V8、、、、スーパーチスーパーチスーパーチスーパーチャャャャージージージージャャャャーーーー。。。。ややややははははりりりり水素水素水素水素になるとになるとになるとになると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても目目目目一一一一杯杯杯杯パワーがパワーがパワーがパワーが出出出出せないというのがあってせないというのがあってせないというのがあってせないというのがあって、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形ででででややややっていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこのようにようにようにように、、、、国際的国際的国際的国際的にもにもにもにも水素水素水素水素自動自動自動自動車車車車、、、、水素水素水素水素エンジンをエンジンをエンジンをエンジンを使使使使ったったったった自動自動自動自動車車車車もももも、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん開発開発開発開発されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、我我我我々々々々がががが現現現現在在在在開発中開発中開発中開発中のののの水素水素水素水素ロータロータロータロータリリリリーエンジンーエンジンーエンジンーエンジン車車車車のことにのことにのことにのことに的的的的をををを絞絞絞絞りりりりましたましたましたましたのでのでのでので、、、、何何何何かかかか手手手手前前前前みそといいますかみそといいますかみそといいますかみそといいますか、、、、我我我我々々々々マツマツマツマツダダダダ側側側側のスタンスでのスタンスでのスタンスでのスタンスで話話話話したとこしたとこしたとこしたところろろろもあるかもわもあるかもわもあるかもわもあるかもわかかかかりりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これがこれがこれがこれが最最最最後後後後のスライのスライのスライのスライドドドドですですですです。。。。将将将将来来来来、、、、水素水素水素水素エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー社会社会社会社会ががががややややがてがてがてがて来来来来るるるる。。。。そのそのそのその時時時時にににに、、、、ややややははははりりりり難難難難しいですけどしいですけどしいですけどしいですけど、、、、風風風風力力力力、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス等等等等からからからから水素水素水素水素ををををつつつつくってくってくってくって、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一部副生部副生部副生部副生ガガガガスをスをスをスを使使使使ってってってって、、、、それでステーションでそれでステーションでそれでステーションでそれでステーションで車車車車がががが走走走走っていくというっていくというっていくというっていくという、、、、水素水素水素水素ををををつつつつくるにもくるにもくるにもくるにも、、、、自自自自然然然然、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババイイイイオマオマオマオマスエネルギーをスエネルギーをスエネルギーをスエネルギーを使使使使ってってってってややややるというるというるというるという、、、、本本本本当当当当のののの意意意意味味味味でのカでのカでのカでのカーーーーボボボボンフンフンフンフリリリリーなーなーなーな世世世世のののの中中中中になれになれになれになればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。大大大大変変変変興興興興味味味味深深深深いいいい、、、、そしてそしてそしてそして貴重貴重貴重貴重なおなおなおなお話話話話をちをちをちをちょょょょううううだだだだい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。。。。松岡所長松岡所長松岡所長松岡所長ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございざいざいざいましたましたましたました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  ではではではでは、、、、ここでここでここでここで 10 分分分分間間間間、、、、休憩休憩休憩休憩をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。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、、、、このこのこのこの後後後後のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッスカッスカッスカッションはションはションはションは、、、、3時時時時 18 分分分分からとさせていたからとさせていたからとさせていたからとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。そのそのそのその開始開始開始開始時時時時刻刻刻刻までにはまでにはまでにはまでには席席席席におにおにおにお戻戻戻戻りりりりくくくくだだだだささささいいいい。。。。これよこれよこれよこれよりりりり 10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

(休休休休    憩憩憩憩) 
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 パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。次次次次のプログラムにのプログラムにのプログラムにのプログラムに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。続続続続きましきましきましきましてはてはてはては、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションでスカッションでスカッションでスカッションでごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今日日日日のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションのテースカッションのテースカッションのテースカッションのテーママママはははは、、、、「「「「私私私私たちのチカラでたちのチカラでたちのチカラでたちのチカラで地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 竹林竹林竹林竹林（（（（ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速始始始始めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの力力力力でででで地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化をををを防防防防ごごごごうううう、、、、そういうそういうそういうそういう趣趣趣趣旨旨旨旨でのでのでのでのディディディディスカッションでスカッションでスカッションでスカッションでごごごございますざいますざいますざいます。。。。後後後後ほほほほどどどど皆皆皆皆様様様様方方方方からはからはからはからは質疑質疑質疑質疑をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、それでそれでそれでそれで最最最最後後後後はまはまはまはまとめというようなとめというようなとめというようなとめというような形形形形にしますにしますにしますにします。。。。 

  スタートにスタートにスタートにスタートに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、私私私私がががが四四四四、、、、五五五五分分分分ほほほほどおどおどおどお話話話話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、、、、それからそれからそれからそれから 4 人人人人のパネのパネのパネのパネラーのラーのラーのラーの方方方方からからからから、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな立立立立場場場場からからからから、、、、行行行行政政政政からからからから、、、、NPO のののの立立立立場場場場からからからから、、、、官官官官のののの側側側側からというからというからというからという形形形形ででででおおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきききき、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの間間間間でででで討討討討議議議議をするをするをするをする、、、、というようなというようなというようなというような形形形形でスタートしますでスタートしますでスタートしますでスタートします。。。。そういそういそういそういうことでうことでうことでうことで、、、、ききききょょょょうううう、、、、私私私私、、、、ココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めますめますめますめます、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムのラムのラムのラムの運運運運営営営営委員委員委員委員をををを務務務務めておめておめておめておりりりりますますますます竹林竹林竹林竹林ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。各自各自各自各自のののの紹介紹介紹介紹介、、、、私私私私のののの紹介紹介紹介紹介等等等等はははは、、、、時間時間時間時間ももももごごごございませざいませざいませざいませんんんんのでのでのでので、、、、省省省省略略略略させていたさせていたさせていたさせていただだだだくということにいたしたいとくということにいたしたいとくということにいたしたいとくということにいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。趣旨趣旨趣旨趣旨、、、、そそそそれれれれからきからきからきからきょょょょうおうおうおうお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだくくくく事事事事例例例例、、、、進進進進めめめめ方方方方がががが書書書書いていていていてごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、発言者発言者発言者発言者のののの紹介紹介紹介紹介含含含含めめめめ、、、、後後後後ほほほほどどどど書書書書きききき物物物物をををを見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  きっかけといたしましてきっかけといたしましてきっかけといたしましてきっかけといたしまして、、、、私私私私ののののほほほほうからのうからのうからのうからの話話話話はははは、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの影響影響影響影響というのはもうあまというのはもうあまというのはもうあまというのはもうあまりりりりししししゃゃゃゃべべべべることはないのですがることはないのですがることはないのですがることはないのですが、、、、このこのこのこの写真写真写真写真にににに出出出出ておておておておりりりりますようにますようにますようにますように、、、、南南南南米米米米のパタのパタのパタのパタゴゴゴゴニアのニアのニアのニアのウウウウプサラプサラプサラプサラ氷河氷河氷河氷河というのはというのはというのはというのは、、、、1928 年年年年はこういうはこういうはこういうはこういう状況状況状況状況であったであったであったであった。。。。それがそれがそれがそれが、、、、2004 年年年年にはもうにはもうにはもうにはもう湖湖湖湖になになになになっているというっているというっているというっているという状況状況状況状況があがあがあがありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは北北北北極極極極ののののほほほほうもうもうもうも同同同同じじじじででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。北北北北極極極極ではではではでは、、、、日日日日本本本本のののの面面面面積積積積のののの 3倍倍倍倍ものものものもの氷氷氷氷がこのがこのがこのがこの 20 年年年年間間間間でででで溶溶溶溶けてしまっているというけてしまっているというけてしまっているというけてしまっているということでことでことでことで、、、、北北北北極極極極熊熊熊熊のののの生生生生存存存存もももも危危危危ぶぶぶぶまれているというまれているというまれているというまれているという状況状況状況状況ににににごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もちもちもちもちろんろんろんろんカカカカザザザザフスタンのフスタンのフスタンのフスタンのほほほほうにうにうにうに行行行行きましてもきましてもきましてもきましても、、、、アラルアラルアラルアラル海海海海といったといったといったといった薄薄薄薄いいいい、、、、青青青青くくくく塗塗塗塗ったったったった湖湖湖湖がががが、、、、今現今現今現今現在在在在ではではではでは、、、、わずかわずかわずかわずか 40 年年年年ほほほほどでこれどでこれどでこれどでこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの面面面面積積積積にににに縮縮縮縮小小小小してしまってしてしまってしてしまってしてしまって、、、、船船船船がががが丘丘丘丘のののの上上上上にににに上上上上がっているというがっているというがっているというがっているという状況状況状況状況ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。最近最近最近最近はははは、、、、カトカトカトカトリリリリーナということでーナということでーナということでーナということで、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆ささささんんんんわかわかわかわかりりりりますようにますようにますようにますように、、、、カトカトカトカトリリリリーナにーナにーナにーナに続続続続いていていていてリリリリタがタがタがタが来来来来てててて、、、、大大大大変変変変なななな被被被被害害害害をををを受受受受けたというのけたというのけたというのけたというのはもうはもうはもうはもう皆皆皆皆ささささんごんごんごんご記記記記憶憶憶憶にににに新新新新しいとこしいとこしいとこしいところだろだろだろだとととと。。。。ここここんんんんなにもはっきなにもはっきなにもはっきなにもはっきりりりりととととハハハハリケリケリケリケーンのーンのーンのーンの目目目目がががが出出出出ていていていているということでるということでるということでるということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。わずかわずかわずかわずか 0.2 度温度度温度度温度度温度がががが上上上上がったがったがったがっただだだだけでけでけでけで、、、、驚驚驚驚異異異異的的的的ななななハハハハリケリケリケリケーンがーンがーンがーンが続続続続けてけてけてけてややややってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにうにうにうに言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のせいかどうかはっきのせいかどうかはっきのせいかどうかはっきのせいかどうかはっきりりりりはははは言言言言えませえませえませえませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、まあまあまあまあ大体大体大体大体そうそうそうそうだろだろだろだろうということになってきているといううということになってきているといううということになってきているといううということになってきているとい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。。。。 

  このこのこのこの上上上上のののの絵絵絵絵はははは、、、、国立環境研国立環境研国立環境研国立環境研のののの西西西西岡岡岡岡ささささんんんんがおがおがおがおつつつつくくくくりりりりになられてになられてになられてになられて、、、、環境環境環境環境省省省省もおもおもおもお使使使使いになっていになっていになっていになっているいるいるいる絵絵絵絵ですですですです。。。。温暖化効温暖化効温暖化効温暖化効果果果果ガガガガスススス、、、、このこのこのこの濃濃濃濃度度度度をををを安定安定安定安定化化化化するためにはするためにはするためにはするためには、、、、排排排排出出出出量量量量をいをいをいをいつつつつかはかはかはかは可能可能可能可能吸吸吸吸収収収収量量量量までまでまでまで減減減減らさなけれらさなけれらさなけれらさなければばばばならないならないならないならない。。。。ここにここにここにここに蛇蛇蛇蛇口口口口がかいてあがかいてあがかいてあがかいてありりりりますますますます。。。。おおおおふふふふろろろろがかいてあがかいてあがかいてあがかいてありりりりまままますすすす。。。。赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんがここにいますががここにいますががここにいますががここにいますが、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんんがががが溺溺溺溺れないようにれないようにれないようにれないように、、、、地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化化化化のせいでのせいでのせいでのせいで何何何何かかかか危危危危険険険険なことにならないようにということでなことにならないようにということでなことにならないようにということでなことにならないようにということで、、、、漫漫漫漫画画画画でかいてあるわけですでかいてあるわけですでかいてあるわけですでかいてあるわけです。。。。ヒヒヒヒトがトがトがトが出出出出すすすす炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスのスのスのスの量量量量がががが 1 年年年年間間間間にににに大体大体大体大体 6.3 ギギギギガガガガトンとトンとトンとトンと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。これのこれのこれのこれの 3.2 トントントントン分分分分がががが毎毎毎毎年年年年増増増増えていえていえていえてい
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っているっているっているっている。。。。あとあとあとあと 3.1 トントントントン分分分分というのはというのはというのはというのは自自自自然然然然がががが吸吸吸吸収収収収してくれているしてくれているしてくれているしてくれている。。。。ですからですからですからですから、、、、6.3 からからからから 3.1をををを引引引引いたいたいたいた 3.2、、、、これがどこれがどこれがどこれがどんんんんどどどどんんんんたまっていってたまっていってたまっていってたまっていって、、、、濃濃濃濃度度度度がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。産業産業産業産業革革革革命前命前命前命前はははは 280ppmだだだだったものがったものがったものがったものが、、、、今今今今はははは約約約約 374ppm。。。。2 度度度度上上上上がるとがるとがるとがると大大大大変変変変なことになるというなことになるというなことになるというなことになるというふふふふうにうにうにうに言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。ということでということでということでということで、、、、550ppmぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが、、、、2 度度度度にににに抑抑抑抑えるためのえるためのえるためのえるための地球地球地球地球濃濃濃濃度度度度。。。。これがどこれがどこれがどこれがどんんんんどどどどんんんん上上上上がっていくとがっていくとがっていくとがっていくと大大大大変危変危変危変危険険険険なことになるなことになるなことになるなことになる。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのそのレベレベレベレベルとルとルとルと速速速速さというのはさというのはさというのはさというのは、、、、ちちちちょょょょっとよっとよっとよっとよくわからないのですけれどもくわからないのですけれどもくわからないのですけれどもくわからないのですけれども、、、、大体大体大体大体まあまあまあまあ、、、、550ぐぐぐぐらいらいらいらいだろだろだろだろうとうとうとうと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

  このこのこのこのガガガガスをスをスをスを出出出出しているのはアしているのはアしているのはアしているのはアメメメメリリリリカであカであカであカでありりりり、、、、中国中国中国中国であであであでありりりり、、、、ロシアであロシアであロシアであロシアでありりりり、、、、日日日日本本本本であであであでありりりりとととと。。。。このこのこのこの 4 カカカカ国国国国がががが非非非非常常常常にににに多多多多いいいい。。。。インインインインドドドドもももも入入入入れてれてれてれて、、、、このこのこのこの 5 つつつつのののの国国国国でででで半半半半分分分分排排排排出出出出ているということでているということでているということでているということですすすす。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカ、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、日日日日本本本本、、、、EU 連合連合連合連合というというというという形形形形でででで数字数字数字数字がががが出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。世世世世界界界界平平平平均均均均ではではではでは約約約約 4トン・パー・トン・パー・トン・パー・トン・パー・デデデデーのーのーのーの 1 人人人人当当当当たたたたりりりりのののの排排排排出出出出量量量量になっていますになっていますになっていますになっています。。。。日日日日本本本本はそれのはそれのはそれのはそれの 2 倍倍倍倍強強強強というというというという形形形形ににににななななりりりり、、、、アアアアメメメメリリリリカはカはカはカは 5倍倍倍倍ということになっておということになっておということになっておということになっておりりりりますますますます。。。。 ここここんんんんなことをなことをなことをなことを頭頭頭頭にににに入入入入れていたれていたれていたれていただだだだいていていていて、、、、官官官官側側側側、、、、田原田原田原田原ささささんんんんからからからから、、、、自治体自治体自治体自治体のののの取取取取りりりり組組組組みというこみというこみというこみということでとでとでとで、、、、広島広島広島広島のおのおのおのお話話話話からからからから入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 田原課長田原課長田原課長田原課長 

  ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、私私私私、、、、広島市広島市広島市広島市役所役所役所役所環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長のののの田原田原田原田原とととと申申申申しますしますしますします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今日日日日はははは 10 分分分分というというというという時間時間時間時間ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、早早早早速速速速、、、、広島市広島市広島市広島市のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきまきまきまきますすすす。。。。 

  まずまずまずまず、、、、広島市広島市広島市広島市のののの現現現現状状状状ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。1990 年年年年、、、、これがこれがこれがこれが京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でもでもでもでも基基基基準準準準年年年年ということにということにということにということになっておなっておなっておなっておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、CO2 がががが 2002 年年年年時時時時点点点点でででで、、、、629.8万万万万トンでトンでトンでトンで、、、、基基基基準準準準年年年年にににに比比比比べべべべてててて 1.1％％％％減減減減少少少少しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。部門別部門別部門別部門別にににに見見見見ますとますとますとますと、、、、家庭家庭家庭家庭部門部門部門部門、、、、オオオオフフフフィィィィスとかスとかスとかスとか学学学学校校校校とかというとかというとかというとかという業業業業務部門務部門務部門務部門、、、、自自自自家家家家用用用用車車車車、、、、トラックなどのトラックなどのトラックなどのトラックなどの運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門、、、、工工工工場場場場などのなどのなどのなどの産業産業産業産業部門部門部門部門にににに分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。実実実実はははは、、、、基基基基準準準準年年年年からからからから比比比比べべべべましてましてましてまして、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門ののののほほほほうはうはうはうは自動自動自動自動車車車車のののの燃燃燃燃費費費費のののの向向向向上上上上ということでということでということでということで 7％％％％ほほほほどどどど下下下下がっておがっておがっておがっておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、産業産業産業産業部門部門部門部門もももも 17％％％％下下下下がっておがっておがっておがっておりりりりますますますます。。。。増増増増えているのがえているのがえているのがえているのが家庭家庭家庭家庭部門部門部門部門とととと業業業業務部門務部門務部門務部門ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、広島市広島市広島市広島市はははは、、、、市域内市域内市域内市域内にににに大大大大きなきなきなきな工工工工業団地業団地業団地業団地、、、、製鉄製鉄製鉄製鉄とかとかとかとかセセセセメメメメントントントント、、、、石油石油石油石油ココココンンンンビビビビナートはナートはナートはナートはごごごございませざいませざいませざいませんんんんのでのでのでので、、、、全全全全国的国的国的国的にはにはにはには産業産業産業産業部門部門部門部門がががが大体大体大体大体 40％％％％ぐぐぐぐららららいあいあいあいありりりりますがますがますがますが、、、、広広広広島市島市島市島市のののの場場場場合合合合はははは、、、、このこのこのこの 4 つつつつのののの部門部門部門部門がちがちがちがちょょょょうどうどうどうど 4 分分分分のののの 1 ぐぐぐぐらいずらいずらいずらいずつつつつになっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。広島市広島市広島市広島市のののの温暖化温暖化温暖化温暖化のののの対対対対策策策策ということでということでということでということで、、、、家庭家庭家庭家庭部門部門部門部門とととと業業業業務部門務部門務部門務部門ににににつつつついてどういういてどういういてどういういてどういう働働働働きかけをしていくきかけをしていくきかけをしていくきかけをしていくかというのがかというのがかというのがかというのが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次のスライのスライのスライのスライドドドドはははは、、、、広島市地球温暖化広島市地球温暖化広島市地球温暖化広島市地球温暖化対対対対策策策策地域推進地域推進地域推進地域推進計画計画計画計画ですですですです。。。。15 年年年年 5 月月月月ににににつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、国国国国のののの京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書ではではではでは、、、、日日日日本本本本はははは 6％％％％ほほほほどどどど 1990 年年年年からからからから減減減減らしていこうということですけれどもらしていこうということですけれどもらしていこうということですけれどもらしていこうということですけれども、、、、広島市広島市広島市広島市もももも、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ量量量量をををを計計計計算算算算しましてしましてしましてしまして、、、、2010 年年年年までにまでにまでにまでに、、、、1990 年度年度年度年度にににに比比比比べべべべてててて 6％％％％削削削削減減減減していしていしていしていこうというこうというこうというこうという目目目目標標標標をををを立立立立てておてておてておてておりりりりますますますます。。。。そのためそのためそのためそのためにはにはにはには、、、、ここにあここにあここにあここにありりりりますようにますようにますようにますように、、、、広島市広島市広島市広島市、、、、それそれそれそれからからからから市民市民市民市民、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、環境環境環境環境 NPO、、、、こういったこういったこういったこういった方方方方たちのたちのたちのたちの協力協力協力協力がががが必要必要必要必要であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、広島広島広島広島市地域温暖化市地域温暖化市地域温暖化市地域温暖化対対対対策策策策地域協議会地域協議会地域協議会地域協議会というのをというのをというのをというのを立立立立ちちちち上上上上げげげげておておておておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 15 年年年年 10 月月月月にににに立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたました。。。。このこのこのこの活動活動活動活動ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、またまたまたまた最最最最後後後後ののののほほほほうでうでうでうでごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  次次次次のスライのスライのスライのスライドドドドはははは、、、、9 月月月月のののの 22日日日日、、、、23日日日日でででで、、、、ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もおあもおあもおあもおありりりりかとかとかとかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、チチチチラシとかラシとかラシとかラシとかホホホホームームームームペペペページージージージ、、、、広報広報広報広報などでいなどでいなどでいなどでいろろろろいいいいろろろろ PR させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、ノノノノーーーーママママイカーイカーイカーイカーデデデデーーーー運運運運動動動動にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関関関関とかとかとかとか、、、、自動自動自動自動車車車車をををを賢賢賢賢くくくく利用利用利用利用しよしよしよしようということでうということでうということでうということで、、、、今今今今回回回回、、、、実施実施実施実施日日日日にはにはにはには、、、、ババババススススやややや路路路路面面面面電車電車電車電車のののの増便増便増便増便やややや臨臨臨臨時便時便時便時便のののの運運運運行行行行をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、
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それとそれとそれとそれと同同同同時時時時にににに、、、、ババババススススレレレレーンのーンのーンのーンの取取取取りりりり締締締締ままままりりりりもももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、1,800人人人人にににに上上上上りりりりますますますますモモモモニターをニターをニターをニターを募募募募集集集集しましてしましてしましてしまして、、、、そのそのそのその方方方方々々々々のアンのアンのアンのアンケケケケートとかもートとかもートとかもートとかもややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。結結結結果果果果ににににつつつついてはいてはいてはいては年年年年内内内内にににに公公公公表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、低公低公低公低公害害害害車車車車のののの普及促進普及促進普及促進普及促進ということでということでということでということで、、、、広島市広島市広島市広島市のののの公公公公用用用用車車車車でもでもでもでも低公低公低公低公害害害害車車車車をををを買買買買うよううよううよううようにいたしておにいたしておにいたしておにいたしておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、中中中中小小小小企業企業企業企業をををを対象対象対象対象としましたとしましたとしましたとしました融融融融資資資資制制制制度度度度ももももややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次がががが、、、、都市都市都市都市緑緑緑緑化化化化ににににつつつついてですいてですいてですいてです。。。。CO2 のののの吸吸吸吸収収収収源源源源ということもあということもあということもあということもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、都市都市都市都市にゆにゆにゆにゆととととりりりりとととと空間空間空間空間ということということということということ、、、、それからそれからそれからそれからヒヒヒヒートアイランートアイランートアイランートアイランドドドド現現現現象象象象というのがというのがというのがというのがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、そのそのそのその対対対対策策策策ということもということもということもということもごごごございますざいますざいますざいます。。。。広島市広島市広島市広島市としてはとしてはとしてはとしては、、、、市市市市長長長長がががが緑緑緑緑化施設化施設化施設化施設のののの整備整備整備整備計画計画計画計画をををを認定認定認定認定しますとしますとしますとしますと、、、、固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税のののの軽軽軽軽減減減減措措措措置置置置等等等等によるによるによるによる支支支支援援援援するするするする制制制制度度度度、、、、緑緑緑緑化化化化するするするする工工工工事事事事にににに対対対対してしてしてして補補補補助助助助制制制制度度度度をををを持持持持っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。広島市広島市広島市広島市役所役所役所役所のののの屋屋屋屋上上上上もももも緑緑緑緑化化化化をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその効効効効果果果果ににににつつつついていていていて公公公公表表表表していますがしていますがしていますがしていますが、、、、それはこそれはこそれはこそれはこのののの後後後後のみずえのみずえのみずえのみずえ緑緑緑緑地地地地ささささんんんんのののの発発発発表表表表でででで詳詳詳詳しくしくしくしくややややっていたっていたっていたっていただだだだけるとけるとけるとけると思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、吸吸吸吸収収収収源源源源対対対対策策策策ということでということでということでということで、、、、森林森林森林森林のののの造造造造林林林林、、、、育林育林育林育林、、、、それからもそれからもそれからもそれからもりりりりメメメメイトイトイトイト育育育育成成成成といといといということでうことでうことでうことで、、、、森林森林森林森林にににに関関関関するするするする知識知識知識知識とかとかとかとか、、、、林林林林業技術業技術業技術業技術のののの習習習習得得得得のためののためののためののための講講講講習習習習会会会会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、、、、先導先導先導先導的的的的ななななボボボボランテランテランテランティィィィアをアをアをアを育育育育成成成成しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、みどみどみどみどりりりりのののの里里里里親親親親制制制制度度度度があがあがあがありりりりますますますます。。。。子子子子供供供供たちたちたちたちへへへへのののの、、、、森林森林森林森林へへへへのののの親親親親近近近近感感感感をををを醸醸醸醸成成成成するとするとするとするということでいうことでいうことでいうことで、、、、自分自分自分自分でででで拾拾拾拾ったったったった種種種種のののの植植植植ええええつつつつけけけけ指指指指導導導導、、、、それからそれからそれからそれから里里里里親登親登親登親登録録録録をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、子子子子供供供供たちたちたちたちがががが苗苗苗苗木木木木のののの里里里里親親親親としてとしてとしてとして、、、、苗苗苗苗木木木木をををを家庭家庭家庭家庭でででで育育育育成成成成しししし、、、、再再再再びびびび山山山山へへへへ戻戻戻戻すまでのすまでのすまでのすまでの一連一連一連一連のののの作作作作業業業業をサをサをサをサポポポポートすートすートすートするるるる制制制制度度度度をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、「、「、「、「ゼロエミッションシテゼロエミッションシテゼロエミッションシテゼロエミッションシティィィィ広島広島広島広島をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」ということでということでということでということで、、、、ごごごごみのみのみのみの対対対対策策策策ですですですです。。。。まずまずまずまず 1 つつつつはははは、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参デデデデーーーー普及促進事業普及促進事業普及促進事業普及促進事業をををを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制というこというこというこということですけれどもとですけれどもとですけれどもとですけれども、、、、平平平平成成成成 14 年年年年 11 月月月月からからからから、、、、毎毎毎毎月月月月 1 日日日日をををを買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参デデデデーとしてーとしてーとしてーとして、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋のののの持持持持参参参参をををを広広広広くくくく PR をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、毎毎毎毎月月月月 1日日日日にはにはにはには店店店店頭頭頭頭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行行行行っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食のののの牛乳牛乳牛乳牛乳パックのパックのパックのパックのリリリリサイクルですけれどもサイクルですけれどもサイクルですけれどもサイクルですけれども、、、、児童児童児童児童会会会会、、、、生生生生徒徒徒徒会会会会をををを中中中中心心心心ととととしましてしましてしましてしまして、、、、児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの自主的自主的自主的自主的ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルへへへへのののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、市内市内市内市内のののの学学学学校校校校でででで、、、、給給給給食食食食にににに出出出出るるるる牛乳牛乳牛乳牛乳パックをパックをパックをパックをリリリリサイクルしていたサイクルしていたサイクルしていたサイクルしていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、家庭家庭家庭家庭用用用用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機理機理機理機あっせあっせあっせあっせんんんん事業事業事業事業ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化容容容容器器器器とかとかとかとか、、、、電電電電動動動動生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、購購購購入入入入希希希希望望望望者者者者にににに、、、、購購購購入入入入特特特特典典典典をををを付付付付したしたしたしたりりりり、、、、割割割割引引引引をしたをしたをしたをしたりりりりするするするする登登登登録録録録販売販売販売販売店店店店のののの紹介紹介紹介紹介といったといったといったといっ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ておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、同同同同じじじじくくくくごごごごみのみのみのみの関係関係関係関係ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実実実実はははは、、、、事業事業事業事業ごごごごみのみのみのみの指定袋指定袋指定袋指定袋制制制制度度度度というこというこというこということでとでとでとで、、、、このこのこのこの 10 月月月月 1日日日日からからからから、、、、会社会社会社会社などからなどからなどからなどから出出出出されるされるされるされる可可可可燃燃燃燃・・・・不燃不燃不燃不燃のののの事業事業事業事業系系系系ののののごごごごみにみにみにみにつつつつきましてきましてきましてきましてはははは、、、、まずまずまずまず袋袋袋袋をををを指定指定指定指定のののの取取取取扱扱扱扱店店店店からからからから事業事業事業事業所所所所がががが買買買買っていたっていたっていたっていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、そのそのそのその指定袋指定袋指定袋指定袋ででででごごごごみをみをみをみを出出出出ししししていたていたていたていただだだだくくくく形形形形にしておにしておにしておにしておりりりりますますますます。。。。そのそのそのその指定袋指定袋指定袋指定袋にはにはにはには、、、、処処処処分分分分手手手手数数数数料料料料がががが上上上上乗乗乗乗せされておせされておせされておせされておりりりりますますますます。。。。事事事事業者業者業者業者のののの方方方方はははは、、、、実実実実はははは今今今今までまでまでまで手手手手数数数数料料料料ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、清掃工清掃工清掃工清掃工場場場場でででで受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる時時時時にににに重重重重さでさでさでさで量量量量ってってってって支払支払支払支払っていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、、、、ごごごごみのみのみのみの収収収収集集集集委委委委託託託託のののの委委委委託託託託料料料料にににに一一一一緒緒緒緒にににに乗乗乗乗っていたということですっていたということですっていたということですっていたということです。。。。今今今今回回回回、、、、それをそれをそれをそれを分分分分けましてけましてけましてけまして、、、、ごごごごみみみみ袋袋袋袋のののの中中中中にににに乗乗乗乗せたことによせたことによせたことによせたことによりりりり、、、、事業事業事業事業所所所所のののの方方方方にににに排排排排出出出出者者者者責任責任責任責任をしっをしっをしっをしっかかかかりりりり感感感感じじじじていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、ごごごごみをみをみをみを減量減量減量減量するインするインするインするインセセセセンテンテンテンティィィィブとするブとするブとするブとする制制制制度度度度をををを 10 月月月月 1日日日日からからからからややややってってってっておおおおりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ここからがここからがここからがここからが、、、、最初最初最初最初にににに申申申申しましたしましたしましたしました協議会協議会協議会協議会でのでのでのでの活動活動活動活動ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。1つつつつ、、、、これはこれはこれはこれは省省省省エネエネエネエネ型型型型家家家家電電電電製品製品製品製品普及普及普及普及キキキキャャャャンンンンペペペペーンでーンでーンでーンで、、、、実実実実はははは、、、、今年今年今年今年のののの 7 月月月月からからからから 8 月月月月末末末末までまでまでまで、、、、広島市内広島市内広島市内広島市内のののの各各各各家家家家電電電電量販量販量販量販店店店店ささささんんんんののののごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、計計計計 25店舗店舗店舗店舗、、、、ほほほほととととんんんんどどどどごごごご協協協協力力力力いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。
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対象品対象品対象品対象品目目目目はははは、、、、エアエアエアエアココココンとンとンとンと冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫、、、、それからブラそれからブラそれからブラそれからブラウウウウンンンン管管管管テテテテレレレレビビビビですがですがですがですが、、、、省省省省エネラエネラエネラエネラベベベベリリリリングングングング制制制制度度度度、、、、E ママママークとークとークとークと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの表示表示表示表示をするのとをするのとをするのとをするのと、、、、もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、今今今今回回回回うちのうちのうちのうちの取取取取りりりり組組組組みとしまみとしまみとしまみとしましてしてしてして、、、、10年年年年間間間間のののの使使使使用用用用時時時時のののの電電電電気気気気料料料料金金金金をををを表示表示表示表示しましてしましてしましてしまして、、、、10 年年年年間間間間のののの電電電電気気気気料料料料金金金金をプラスしてをプラスしてをプラスしてをプラスして考考考考えてえてえてえて、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ省省省省エネエネエネエネ家家家家電電電電をををを買買買買っていたっていたっていたっていただだだだくくくく仕掛仕掛仕掛仕掛けをしておけをしておけをしておけをしておりりりりますますますます。。。。今年今年今年今年のののの結結結結果果果果ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、取取取取りりりりまとめまとめまとめまとめ次次次次第第第第、、、、またまたまたまた公公公公表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、同同同同じじじじくくくく協議会協議会協議会協議会のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで、、、、省省省省エネのエネのエネのエネの関係関係関係関係ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、広島温暖化広島温暖化広島温暖化広島温暖化ドドドドクタクタクタクターーーー事業事業事業事業ををををややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、家庭家庭家庭家庭で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使使使使用実用実用実用実態態態態をををを調調調調査査査査してしてしてして、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭にににに合合合合ったったったった省省省省エネのアエネのアエネのアエネのアドバドバドバドバイスをイスをイスをイスを行行行行うということでうということでうということでうということで、、、、平平平平成成成成 16 年年年年からからからからややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。今年今年今年今年はははは 160世世世世帯帯帯帯ぐぐぐぐらいらいらいらい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おいておいておいておりりりりますますますます。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、グラフでグラフでグラフでグラフで一一一一戸建戸建戸建戸建てのものをてのものをてのものをてのものを表示表示表示表示してしてしてしていますがいますがいますがいますが、、、、エネルギーとしてはエネルギーとしてはエネルギーとしてはエネルギーとしては、、、、1 月月月月、、、、寒寒寒寒いいいい時時時時がががが一一一一番番番番多多多多くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。電電電電気気気気のののの料料料料金金金金はははは、、、、ククククーラーがかなーラーがかなーラーがかなーラーがかなりりりりかかかかかかかかりりりりますがますがますがますが、、、、広島広島広島広島ではではではでは冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫がががが一一一一番番番番かかっているというかかっているというかかっているというかかっているという結結結結果果果果もももも出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。またこれもまたこれもまたこれもまたこれも、、、、比比比比較較較較してまとめましたらしてまとめましたらしてまとめましたらしてまとめましたら、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ発発発発表表表表していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。 

  またこれはまたこれはまたこれはまたこれは、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ市市市市役所役所役所役所へへへへ地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ににににつつつついていていていて話話話話にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと依依依依頼頼頼頼があっがあっがあっがあったたたた時時時時にににに最最最最後後後後にちにちにちにちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話をしているものですけどをしているものですけどをしているものですけどをしているものですけど、、、、自分自分自分自分ができることができることができることができること、「、「、「、「あなたができるあなたができるあなたができるあなたができることをことをことをことを行動行動行動行動にににに」」」」ということでということでということでということで、、、、最初最初最初最初にににに申申申申しましたしましたしましたしました、、、、家庭家庭家庭家庭といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、皆皆皆皆ささささんんんん一一一一人人人人一一一一人人人人のののの心心心心のののの問問問問題題題題をををを変変変変えていくというのがえていくというのがえていくというのがえていくというのが大事大事大事大事かなとかなとかなとかなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった活動活動活動活動をしているをしているをしているをしているとことことこところろろろででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  駆駆駆駆けけけけ足足足足ででででごごごございましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれども、、、、以以以以上上上上でででで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。広島市広島市広島市広島市のののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、行行行行政政政政側側側側からということでからということでからということでからということで。。。。次次次次はははは、、、、早田早田早田早田ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、NPO 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、、、、森森森森ののののババババイイイイオオオオママママスススス研究会研究会研究会研究会のののの、、、、森森森森ににににつつつついていていていて、、、、ペレペレペレペレットのットのットのットの生生生生産産産産ににににつつつついてということでいてということでいてということでいてということで、、、、早田早田早田早田ささささんんんんののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話があがあがあがありりりりますますますます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。私私私私、、、、森森森森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会のののの理理理理事事事事長長長長をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます早田早田早田早田とととと申申申申しましましましますすすす。。。。今今今今日日日日はははは庄庄庄庄原原原原からからからからややややってまいってまいってまいってまいりりりりましたましたましたました。。。。我我我我々々々々のののの活動活動活動活動のののの紹介紹介紹介紹介をここでさせていたをここでさせていたをここでさせていたをここでさせていただだだだくことくことくことくことになっているになっているになっているになっているんんんんですがですがですがですが、、、、10 分分分分というというというという非非非非常常常常にににに限限限限られたられたられたられた時間時間時間時間なのでなのでなのでなので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと早口早口早口早口になるかもになるかもになるかもになるかもしれませしれませしれませしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、今今今今日日日日はよはよはよはよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  「「「「NPO法人森法人森法人森法人森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」、「」、「」、「」、「－－－－使使使使いいいい捨捨捨捨てからてからてからてから資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会へへへへ－－－－」」」」というというというという副副副副題題題題でででで、、、、話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。今今今今ななななぜぜぜぜ森森森森ののののババババイイイイオマオマオマオマスなのかということなスなのかということなスなのかということなスなのかということなんんんんですですですですがががが、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの活動活動活動活動のののの原原原原点点点点というとこというとこというとこというところろろろになになになになりりりりますますますます。。。。順順順順番番番番にににに挙挙挙挙げげげげていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、今今今今のののの社社社社会的会的会的会的背背背背景景景景からからからから、、、、まずまずまずまず 1 番番番番目目目目にににに、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化とととと環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、まさしくきまさしくきまさしくきまさしくきょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママのののの主題主題主題主題ににににななななりりりりますますますます、、、、これをどうするかということがこれをどうするかということがこれをどうするかということがこれをどうするかということが今今今今我我我我々々々々にににに問問問問いかけられているいかけられているいかけられているいかけられている大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題になっになっになっになっていますていますていますています。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、特特特特にににに私私私私、、、、庄庄庄庄原原原原ですからですからですからですから、、、、森林森林森林森林とかとかとかとか里里里里山山山山がががが非非非非常常常常にににに身身身身近近近近にあにあにあにありりりりましてましてましてまして、、、、それがそれがそれがそれが今現今現今現今現状状状状どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。適適適適正正正正なななな間間間間伐伐伐伐もももも行行行行われずにわれずにわれずにわれずに、、、、山山山山がががが非非非非常常常常にににに荒荒荒荒れているれているれているれている。。。。最近最近最近最近のテのテのテのテレレレレビビビビニニニニュュュュースをースをースをースを見見見見ますとますとますとますと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると山山山山がががが崩崩崩崩れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう。。。。木木木木がうまくがうまくがうまくがうまく育育育育ってってってっていないというのがいないというのがいないというのがいないというのが大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因ですですですです。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、天天天天災災災災というよというよというよというよりりりり、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく人人人人災災災災であるとであるとであるとであるというようないうようないうようないうような状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている。。。。山山山山のののの保全保全保全保全・・・・整備整備整備整備のためにのためにのためにのために、、、、ななななぜぜぜぜうまくうまくうまくうまく山山山山のののの木木木木がががが切切切切られないられないられないられない
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のかのかのかのか、、、、適適適適正正正正なななな間間間間伐伐伐伐がががが行行行行われないのかわれないのかわれないのかわれないのか、、、、国産国産国産国産材材材材がががが使使使使われないのかわれないのかわれないのかわれないのか、、、、そこがまたそこがまたそこがまたそこがまた大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題でででであああありりりり原原原原因因因因にになっていますにになっていますにになっていますにになっています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、再生再生再生再生エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの利用利用利用利用というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは藤村藤村藤村藤村先先先先生生生生からからからから最初最初最初最初ににににごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料のののの枯渇枯渇枯渇枯渇のののの問問問問題題題題、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな資資資資源源源源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇というのがというのがというのがというのが今今今今もうもうもうもう目目目目にににに見見見見ええええているているているている。。。。資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは無無無無尽尽尽尽蔵蔵蔵蔵にはないということにはないということにはないということにはないということ。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、それにかわるエネルギーをどこからそれにかわるエネルギーをどこからそれにかわるエネルギーをどこからそれにかわるエネルギーをどこから持持持持ってくるかってくるかってくるかってくるか。。。。しかもしかもしかもしかも再生再生再生再生するエネルギーがするエネルギーがするエネルギーがするエネルギーが大大大大事事事事というのがというのがというのがというのが今今今今問問問問われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

  次次次次にににに、、、、地域地域地域地域にニにニにニにニュュュューーーービビビビジネスとジネスとジネスとジネスと雇雇雇雇用用用用をををを創出創出創出創出。。。。我我我我がががが国国国国、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと景景景景気気気気がよくなっているがよくなっているがよくなっているがよくなっているとかとかとかとか言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、田田田田舎舎舎舎ののののほほほほうにうにうにうに行行行行くとくとくとくと決決決決してそしてそしてそしてそんんんんなことはないなことはないなことはないなことはないんんんんですですですです。。。。特特特特にににに庄庄庄庄原原原原はははは、、、、人口人口人口人口のののの高高高高齢齢齢齢化化化化もももも進進進進んんんんでおでおでおでおりりりりますしますしますしますし、、、、何何何何とかとかとかとか地域地域地域地域をををを活活活活性性性性化化化化したいしたいしたいしたい、、、、そしてそしてそしてそして新新新新たなたなたなたな雇雇雇雇用用用用をををを生生生生みみみみたいたいたいたい。。。。できれできれできれできればばばばビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを生生生生みたいというようなみたいというようなみたいというようなみたいというような希希希希望望望望がががが今今今今たくさたくさたくさたくさんんんんあああありりりりますますますます。。。。こういうこういうこういうこういう社社社社会的会的会的会的なななな背背背背景景景景があるがあるがあるがある。。。。 

  それそれそれそれからからからから、、、、最最最最後後後後になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、何何何何よよよよりりりりもももも心心心心豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの創創創創造造造造。。。。我我我我々々々々、、、、物物物物質質質質的的的的なななな豊豊豊豊かさかさかさかさをををを追追追追求求求求したしたしたした 20世世世世紀紀紀紀のののの社会構社会構社会構社会構造造造造、、、、そこでそこでそこでそこで果果果果たしてたしてたしてたして我我我我々々々々はははは幸幸幸幸せになったのかどうかということせになったのかどうかということせになったのかどうかということせになったのかどうかということがががが問問問問いかけられておいかけられておいかけられておいかけられておりりりりますますますます。。。。むむむむししししろろろろこれからのこれからのこれからのこれからの 21世世世世紀紀紀紀はははは心心心心のののの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追追追追求求求求するするするする社会構社会構社会構社会構造造造造ななななりりりり暮暮暮暮らしのあらしのあらしのあらしのありりりり方方方方をををを考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないということがいけないということがいけないということがいけないということが今今今今求求求求められているのではなめられているのではなめられているのではなめられているのではないかいかいかいか。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような社会的社会的社会的社会的なななな背背背背景景景景からからからから、、、、我我我我々々々々、、、、NPO法人森法人森法人森法人森ののののババババイイイイオマオマオマオマスススス研究会研究会研究会研究会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 14 年年年年にににに立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたました。。。。目目目目標標標標はははは森森森森のののの資源資源資源資源でででで心心心心豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりをををを創創創創造造造造するするするする。。。。ままままさしくさしくさしくさしく資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりというものをというものをというものをというものを目指目指目指目指そうそうそうそう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、森森森森ののののババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスで地域地域地域地域にににに雇雇雇雇用用用用とニとニとニとニュュュューーーービビビビジネスをジネスをジネスをジネスを創出創出創出創出するするするする。。。。これはこれはこれはこれは地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にににに直直直直結結結結するするするする。。。。ということでということでということでということで、、、、我我我我々々々々、、、、こういうこういうこういうこういう研究会研究会研究会研究会ををををつつつつくくくくりりりりましてましてましてまして、、、、活動活動活動活動をををを始始始始めましためましためましためました。。。。 

  研究会研究会研究会研究会のののの活動活動活動活動ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、これがこれがこれがこれが今今今今日日日日のののの本題本題本題本題ななななんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 4 項項項項目目目目にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、スラスラスラスライイイイドドドドをおをおをおをお見見見見せしながらせしながらせしながらせしながら説説説説明明明明していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその 4項項項項目目目目というのはというのはというのはというのは、、、、1番番番番はははは、、、、ペレペレペレペレットットットット生生生生産産産産システムのシステムのシステムのシステムの導導導導入入入入ととととペレペレペレペレットストーブのットストーブのットストーブのットストーブの普及普及普及普及。。。。2番番番番がががが、、、、ペレペレペレペレットットットットややややチップチップチップチップ温温温温水水水水ボボボボイライライライラーのーのーのーの導導導導入入入入。。。。3 番番番番がががが、、、、NPO 法人法人法人法人がががが新新新新しいしいしいしいビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルとルとルとルと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、情情情情報報報報のののの収収収収集集集集・・・・交交交交換換換換とかとかとかとか発発発発信信信信、、、、市民市民市民市民へへへへのののの PR、、、、それからそれからそれからそれから 4番番番番がががが、、、、森森森森のののの手手手手入入入入れとれとれとれと活用活用活用活用、、、、さらにさらにさらにさらに 5番番番番がががが、、、、森林森林森林森林環環環環境境境境ととととババババイイイイオマオマオマオマスにスにスにスに関関関関するするするするココココンサルンサルンサルンサル事業事業事業事業というようなことというようなことというようなことというようなこと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最最最最後後後後にちにちにちにちょょょょっとっとっとっと触触触触れてれてれてれてあああありりりりますがますがますがますが、、、、平平平平和和和和公公公公園園園園のののの平平平平和和和和のののの灯灯灯灯火火火火をををを園園園園内内内内ののののババババイイイイオマオマオマオマスでというスでというスでというスでという、、、、こういうこういうこういうこういう目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげまままましてしてしてして、、、、現現現現在在在在活動活動活動活動しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これをこれをこれをこれを順順順順をををを追追追追ってってってって徐徐徐徐々々々々にににに説説説説明明明明をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスエネルスエネルスエネルスエネルギーギーギーギー循環型循環型循環型循環型のののの地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりをををを目指目指目指目指してということでしてということでしてということでしてということで、、、、先先先先ほほほほどどどど触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだきましたようきましたようきましたようきましたようにににに、、、、今今今今ななななぜぜぜぜ間間間間伐伐伐伐がががが行行行行われないのかわれないのかわれないのかわれないのか、、、、ななななぜぜぜぜ山山山山がががが荒荒荒荒れていれていれていれているのかということにるのかということにるのかということにるのかということに関関関関してしてしてして、、、、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、、、、間間間間伐伐伐伐をするをするをするをする、、、、山山山山のののの手手手手入入入入れをするれをするれをするれをする、、、、そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと現現現現状状状状ではではではでは赤赤赤赤字字字字がががが出出出出てしまいまてしまいまてしまいまてしまいますすすす。。。。間間間間伐伐伐伐材材材材ををををババババイイイイオマオマオマオマスとしてスとしてスとしてスとして使使使使おうとおうとおうとおうと思思思思ってもってもってもっても、、、、今今今今使使使使いいいい道道道道がないがないがないがないんんんんですですですです。。。。結結結結局局局局、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆるるるるごごごごみとしてみとしてみとしてみとして、、、、林林林林地地地地のののの中中中中にににに放放放放置置置置されたされたされたされたりりりり、、、、そのままそのままそのままそのまま土場土場土場土場にににに置置置置かれたかれたかれたかれたりりりりしておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それそれそれそれをうまくをうまくをうまくをうまく使使使使えないかえないかえないかえないか、、、、うまくうまくうまくうまく我我我我々々々々のののの生生生生活活活活にににに利用利用利用利用できないかできないかできないかできないか、、、、それができれそれができれそれができれそれができればばばば、、、、そこからはそこからはそこからはそこからは収益収益収益収益がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく地域循環型地域循環型地域循環型地域循環型のののの地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりがががが可能可能可能可能になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。 そのためにはどうすれそのためにはどうすれそのためにはどうすれそのためにはどうすればばばばいいかということでいいかということでいいかということでいいかということで、、、、昔昔昔昔のまきのまきのまきのまきやややや炭炭炭炭のののの生生生生活活活活にににに戻戻戻戻りりりりなさいとなさいとなさいとなさいと言言言言わわわわれてもれてもれてもれても、、、、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難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで我我我我々々々々がががが考考考考えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、今今今今あるあるあるある、、、、実際実際実際実際にににに使使使使えるえるえるえる技術技術技術技術、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発のののの段階段階段階段階ではないではないではないではない、、、、実実実実証証証証レベレベレベレベルでもないルでもないルでもないルでもない、、、、実際実際実際実際にににに技術技術技術技術としてとしてとしてとして確確確確立立立立していしていしていしているものでるものでるものでるもので我我我我々々々々がががが利用利用利用利用できるものはないかということでできるものはないかということでできるものはないかということでできるものはないかということで、、、、ペレペレペレペレットストーブのットストーブのットストーブのットストーブの活用活用活用活用をををを考考考考えまえまえまえま
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したしたしたした。。。。林林林林地地地地のののの残材残材残材残材、、、、それからそれからそれからそれから製製製製材材材材所所所所のののの廃廃廃廃材材材材、、、、街街街街路樹路樹路樹路樹のののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝、、、、これらはこれらはこれらはこれらは今今今今ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして、、、、そそそそれこそれこそれこそれこそ化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ってってってって焼却処焼却処焼却処焼却処分分分分されていますされていますされていますされています。。。。これらはこれらはこれらはこれらは見見見見方方方方によるとによるとによるとによると貴重貴重貴重貴重なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー資源資源資源資源でもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれを木木木木くずにしてくずにしてくずにしてくずにして圧縮圧縮圧縮圧縮してしてしてして固固固固めたのがめたのがめたのがめたのがペレペレペレペレットなットなットなットなんんんんですですですです。。。。このこのこのこのペレペレペレペレットはットはットはットは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど鯉鯉鯉鯉のエサのようにのエサのようにのエサのようにのエサのように粒粒粒粒々々々々ですからですからですからですから、、、、ハハハハンンンンドリドリドリドリングがングがングがングが非非非非常常常常にににに容容容容易易易易になになになになりりりりますますますます。。。。まきまきまきまきやややや炭炭炭炭とととと違違違違いましていましていましていまして、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいが非非非非常常常常にににに易易易易しいしいしいしい。。。。それこそそれこそそれこそそれこそ灯灯灯灯油油油油とととと同同同同じじじじようなようなようなような取取取取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいができるできるできるできる。。。。となとなとなとなりりりりますとますとますとますと、、、、このこのこのこのペレペレペレペレットストーブもットストーブもットストーブもットストーブも灯灯灯灯油油油油ストーブとストーブとストーブとストーブとほほほほぼぼぼぼ変変変変わらないわらないわらないわらないハハハハンンンンドリドリドリドリングになるということでングになるということでングになるということでングになるということで、、、、これにこれにこれにこれに着目着目着目着目しましてしましてしましてしまして、、、、活動活動活動活動をををを続続続続けましたけましたけましたけました。。。。 

  これがこれがこれがこれが実際実際実際実際ののののペレペレペレペレットストーブですットストーブですットストーブですットストーブです。。。。さまざまなタイプがあさまざまなタイプがあさまざまなタイプがあさまざまなタイプがありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、ペレペレペレペレットスットスットスットストーブのトーブのトーブのトーブの利点利点利点利点といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、木木木木のののの燃燃燃燃えるえるえるえる炎炎炎炎がががが見見見見えるえるえるえる。。。。安安安安ららららぎぎぎぎ感感感感がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、石油石油石油石油がががが燃燃燃燃えるえるえるえる嫌嫌嫌嫌なななな臭臭臭臭いがいがいがいが全全全全くしませくしませくしませくしませんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、硫硫硫硫黄黄黄黄酸酸酸酸化化化化物物物物、、、、窒窒窒窒素素素素酸酸酸酸化化化化物物物物といったようといったようといったようといったようなものもなものもなものもなものも出出出出にくいにくいにくいにくい。。。。非非非非常常常常にににに環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料にににに替替替替わわわわりりりりこのこのこのこのババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを燃燃燃燃ややややすということはすということはすということはすということは、、、、地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止にににに直直直直結結結結しますしますしますします。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量のののの削削削削減減減減ににににつつつつながるということでながるということでながるということでながるということで、、、、これからのストーブであこれからのストーブであこれからのストーブであこれからのストーブであろろろろうとうとうとうと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。地域地域地域地域ののののババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをス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、、、、中中中中近近近近東東東東からからからから石油石油石油石油をををを持持持持ってってってって来来来来てててて燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして使使使使うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、裏裏裏裏山山山山からからからから取取取取りりりり出出出出したエネルギーでしたエネルギーでしたエネルギーでしたエネルギーで暖暖暖暖がとれるということにながとれるということにながとれるということにながとれるということになりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういうココココンンンンセセセセプトでプトでプトでプトで我我我我々々々々はこはこはこはこののののペレペレペレペレットストーブのットストーブのットストーブのットストーブの普及普及普及普及、、、、啓発啓発啓発啓発といったようなものをといったようなものをといったようなものをといったようなものを続続続続けておけておけておけておりりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその 1例例例例としましてとしましてとしましてとしまして、、、、これはこれはこれはこれは三三三三次次次次ののののベベベベッッッッケケケケンンンンビビビビールールールール、、、、地地地地ビビビビールのールのールのールのレレレレストランなストランなストランなストランなんんんんですがですがですがですが、、、、ここにここにここにここに毎毎毎毎年年年年入入入入れておれておれておれておりりりりますますますます。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、集集集集客客客客力力力力、、、、いわゆるおいわゆるおいわゆるおいわゆるお客客客客ささささんんんんがたくさがたくさがたくさがたくさんんんん増増増増えまえまえまえましたしたしたした。。。。ストーブのストーブのストーブのストーブの暖暖暖暖かみをかみをかみをかみを見見見見ながらながらながらながらビビビビールをールをールをールを飲飲飲飲むむむむ。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういうベベベベッッッッケケケケンンンンビビビビールのールのールのールのようにようにようにように人人人人がががが集集集集まるようなとこまるようなとこまるようなとこまるようなところろろろにはにはにはには非非非非常常常常にににに向向向向いているストーブであるといているストーブであるといているストーブであるといているストーブであると言言言言えますえますえますえます。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、小小小小学学学学校校校校のののの教教教教室室室室。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど石油石油石油石油のののの嫌嫌嫌嫌なななな臭臭臭臭いがしないとかいがしないとかいがしないとかいがしないとか、、、、窒窒窒窒素素素素酸酸酸酸化化化化物物物物、、、、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ませませませませんんんんのでのでのでので、、、、非非非非常常常常にににに教教教教室室室室のののの環境環境環境環境にもにもにもにも良良良良いいいい。。。。またまたまたまた、、、、喫茶喫茶喫茶喫茶店店店店にもにもにもにも使使使使えますえますえますえます。。。。ペレペレペレペレットスットスットスットストーブをトーブをトーブをトーブを、、、、県県県県北部北部北部北部をををを中中中中心心心心にどにどにどにどんんんんどどどどんんんん普及普及普及普及させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、我我我我々々々々自自自自身身身身がががが、、、、広島県産広島県産広島県産広島県産ののののペレペレペレペレットストーブをットストーブをットストーブをットストーブをつつつつくくくくろろろろううううじじじじゃゃゃゃないかないかないかないかということでということでということでということで、、、、県県県県のののの商工商工商工商工労労労労働働働働部部部部、、、、それからそれからそれからそれから市民団体市民団体市民団体市民団体というのはというのはというのはというのは我我我我々々々々のののの NPO 、、、、そしてそしてそしてそして開発開発開発開発企業企業企業企業、、、、これはこれはこれはこれは日日日日鋼鋼鋼鋼設設設設計計計計ささささんんんんでででで、、、、打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ会議会議会議会議をををを何何何何度度度度もしましてもしましてもしましてもしまして、、、、このようなこのようなこのようなこのような広島型広島型広島型広島型ののののペペペペレレレレットストーブをットストーブをットストーブをットストーブをつつつつくったくったくったくった。。。。これはこれはこれはこれは今今今今、、、、同同同同仁仁仁仁病院病院病院病院、、、、介介介介護護護護施設等施設等施設等施設等にににに入入入入ってってってって、、、、非非非非常常常常にににに安安安安ららららぎぎぎぎ感感感感があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、好評好評好評好評をををを得得得得ておておておておりりりりますますますます。。。。 

  ストーブはストーブはストーブはストーブは、、、、3 年年年年前前前前にににに、、、、我我我我々々々々はははは啓発啓発啓発啓発目目目目的的的的でででで 4台台台台入入入入れたれたれたれたんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一昨昨昨昨年年年年はははは二二二二十十十十数数数数台台台台、、、、県県県県北北北北部部部部にににに導導導導入入入入されましたされましたされましたされました。。。。そしてそしてそしてそして昨昨昨昨年年年年がががが 80台台台台、、、、急速急速急速急速なななな勢勢勢勢いでいでいでいで伸伸伸伸びておびておびておびておりりりりますますますます。。。。ストーブストーブストーブストーブ 1台台台台にににに
1.5 トンのトンのトンのトンのペレペレペレペレットをットをットをット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、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ今今今今 100 トントントントン近近近近くのくのくのくの需需需需要要要要がががが出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりましたましたましたました。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ我我我我々々々々はははは自分自分自分自分たちでたちでたちでたちでペレペレペレペレットをットをットをットを作作作作ろろろろううううじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか、、、、またまたまたまた、、、、作作作作ったったったったペペペペレレレレットがうまくットがうまくットがうまくットがうまく流流流流れるシステムもれるシステムもれるシステムもれるシステムも整備整備整備整備しようしようしようしようじじじじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、庄庄庄庄原原原原にににに庄庄庄庄原原原原ペレペレペレペレッッッットトトト生生生生産産産産・・・・販売販売販売販売組組組組合合合合をををを 9 月月月月 14日日日日にににに設立設立設立設立しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、こういうこういうこういうこういう林林林林地地地地のののの残材残材残材残材、、、、今今今今ははははごごごごみとみとみとみとしてしてしてして放放放放置置置置されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、貴重貴重貴重貴重ななななペレペレペレペレットのットのットのットの原原原原料料料料になになになになりりりりますますますます。。。。すでにすでにすでにすでに、、、、我我我我々々々々はははは実際実際実際実際こういこういこういこういうううう小小小小型型型型ののののペレペレペレペレタイタイタイタイザザザザーでーでーでーでペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますがますがますがますが、、、、さらにさらにさらにさらに大型化大型化大型化大型化しようというとこしようというとこしようというとこしようというところろろろのののの動動動動きをきをきをきを現現現現在在在在してしてしてしておおおおりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、あとあとあとあと、、、、我我我我々々々々のののの活動活動活動活動としてはとしてはとしてはとしては、、、、非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なとこなとこなとこなところろろろでででで、、、、このこのこのこのババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを使使使使うううう意意意意味味味味のののの啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今年今年今年今年のののの 6 月月月月ににににババババイイイイオマオマオマオマスフォーラムスフォーラムスフォーラムスフォーラム広島広島広島広島というというというという題題題題でででで、、、、広島市内広島市内広島市内広島市内でフォーラムをでフォーラムをでフォーラムをでフォーラムを開開開開きましたきましたきましたきました。。。。スタッフをスタッフをスタッフをスタッフを含含含含めましてめましてめましてめまして 300 名名名名以以以以上上上上のののの方方方方がががが来来来来られましたられましたられましたられました。。。。このこのこのこの方方方方はははは泊泊泊泊みゆきさみゆきさみゆきさみゆきさんんんん、、、、東東東東京京京京でででで活活活活躍躍躍躍されているされているされているされているババババイイイイオマオマオマオマスススス関係関係関係関係のののの方方方方ななななんんんんですがですがですがですが、、、、広島広島広島広島でこでこでこでこんんんんなななな



 72

にににに人人人人がががが集集集集まるとはまるとはまるとはまるとは驚驚驚驚きましたということできましたということできましたということできましたということで、、、、広島広島広島広島のののの人人人人たちのたちのたちのたちの意識意識意識意識はははは非非非非常常常常にににに高高高高いですいですいですいですねねねねといといといというううう感感感感想想想想をををを持持持持たれていましたたれていましたたれていましたたれていました。。。。そのそのそのその時時時時にににに、、、、我我我我々々々々はははは同同同同時時時時にこういうにこういうにこういうにこういう機機機機器器器器、、、、ストーブのストーブのストーブのストーブの燃燃燃燃焼焼焼焼展展展展示示示示ももももややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、定定定定期期期期的的的的にににに、、、、庄庄庄庄原原原原のののの簡簡簡簡保保保保のののの森森森森をををを借借借借りりりりましてましてましてまして、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、子子子子供供供供たちたちたちたちやややや一一一一般般般般市民市民市民市民をををを集集集集めましてめましてめましてめまして、、、、間間間間伐伐伐伐のののの仕仕仕仕方方方方、、、、森森森森のののの手手手手入入入入れのれのれのれの仕仕仕仕方方方方、、、、それからそれからそれからそれから木木木木にネーミングプにネーミングプにネーミングプにネーミングプレレレレートをートをートをートをつつつつけけけけたたたたりりりり、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな勉勉勉勉強強強強ももももややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。毎毎毎毎年年年年秋秋秋秋になになになになりりりりますとますとますとますと、、、、里里里里山山山山のののの秋祭秋祭秋祭秋祭りりりりとのタイトとのタイトとのタイトとのタイトルでルでルでルで、、、、現地現地現地現地でこういうでこういうでこういうでこういう祭祭祭祭りりりり、、、、野野野野外外外外ココココンサートンサートンサートンサート等等等等をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの平平平平和和和和のののの灯灯灯灯火火火火、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく広島広島広島広島のののの平平平平和和和和公公公公園園園園のののの象象象象徴徴徴徴でもあでもあでもあでもありりりりますがますがますがますが、、、、今今今今プロパプロパプロパプロパンンンンガガガガスでスでスでスで燃燃燃燃ややややしておしておしておしておりりりりますがますがますがますが、、、、これをこれをこれをこれを園園園園内内内内からからからから生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくるババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスで何何何何とかとかとかとか灯灯灯灯火火火火をををを点点点点けていたけていたけていたけていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえて活動活動活動活動しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。県立大県立大県立大県立大のののの教授教授教授教授でもあでもあでもあでもありりりり、、、、NPO のののの理理理理事事事事長長長長ささささんんんんであるであるであるである早田早田早田早田ささささんんんんかかかからのおらのおらのおらのお話話話話ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、緑緑緑緑のののの関係関係関係関係ということでということでということでということで、、、、正正正正本本本本ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、企業企業企業企業のののの立立立立場場場場をををを含含含含めてめてめてめて、、、、みずえみずえみずえみずえ緑緑緑緑地地地地のののの正正正正本本本本ささささんんんんからからからから、、、、緑緑緑緑のののの効用効用効用効用というようなことでおというようなことでおというようなことでおというようなことでお話話話話があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。ひひひひととととつつつつよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 正正正正本本本本代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 

  正正正正本本本本ですですですです。。。。私私私私はははは、、、、みずえみずえみずえみずえ緑緑緑緑地地地地というというというという造造造造園園園園会社会社会社会社をををを経営経営経営経営しておしておしておしておりりりりますがますがますがますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、緑緑緑緑をををを取取取取りりりり扱扱扱扱うからすうからすうからすうからすべべべべていいていいていいていいんだんだんだんだというというというという立立立立場場場場でもなくてでもなくてでもなくてでもなくて、、、、緑緑緑緑のののの中中中中でもでもでもでも、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように使使使使ってってってっていくかいくかいくかいくか、、、、それをどういうそれをどういうそれをどういうそれをどういうふふふふうにうにうにうに皆皆皆皆ささささんんんんにににに公公公公表表表表していくかしていくかしていくかしていくか、、、、それがそれがそれがそれが有効有効有効有効にににに使使使使われているかをわれているかをわれているかをわれているかを発発発発信信信信するということをするということをするということをするということを近近近近年年年年心心心心がけてがけてがけてがけて動動動動いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。個個個個人人人人的的的的にはにはにはには、、、、つつつついいいい数数数数年年年年前前前前まではまではまではまでは、、、、ククククーラーをがーラーをがーラーをがーラーをがんんんんががががんつんつんつんつけてけてけてけて、、、、私私私私がクーラーをがクーラーをがクーラーをがクーラーを何何何何度度度度かかかか下下下下げげげげるとるとるとると、、、、女女女女房房房房がががが何何何何度度度度かかかか上上上上げげげげるるるる、、、、子子子子供供供供がががが上上上上げげげげるということでるということでるということでるということで、、、、攻攻攻攻防防防防戦戦戦戦をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、最近最近最近最近はははは、、、、そういったそういったそういったそういった、、、、本本本本当当当当にににに個個個個人人人人レベレベレベレベルでもそういうルでもそういうルでもそういうルでもそういう部部部部分分分分にににに気気気気をををを使使使使わないとわないとわないとわないと、、、、ということでということでということでということで、、、、温度温度温度温度差差差差がなくなってきてまいがなくなってきてまいがなくなってきてまいがなくなってきてまいりりりりましたましたましたました。。。。 

  植植植植物物物物にににに携携携携わるわるわるわる仕仕仕仕事事事事にはにはにはには、、、、幾幾幾幾つつつつかそういうかそういうかそういうかそういう業界業界業界業界ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。もともともともともともともともと弥弥弥弥生生生生時時時時代代代代からあっからあっからあっからあったたたた農農農農業業業業、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる農農農農耕耕耕耕、、、、次次次次にににに林林林林業業業業、、、、造造造造園園園園とととと花花花花きというようなきというようなきというようなきというような部部部部分分分分ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、近近近近年年年年とととといってもいってもいってもいっても随随随随分分分分古古古古いいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういったそういったそういったそういった業界業界業界業界ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。特特特特にににに農農農農業業業業・・・・林林林林業業業業というというというというのはのはのはのは、、、、衣衣衣衣食食食食住住住住というというというという基本的基本的基本的基本的にににに人人人人とのとのとのとの関関関関わわわわりりりりのののの生生生生活活活活のののの中中中中であることとであることとであることとであることと同同同同時時時時にににに、、、、今今今今のののの造造造造園園園園、、、、花花花花きききき、、、、おおおお花花花花のののの分野分野分野分野ですですですですねねねね、、、、それはそれはそれはそれは人人人人とのかかわとのかかわとのかかわとのかかわりりりりではではではでは文文文文化化化化のののの創創創創造造造造とかとかとかとか、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろでででで関関関関わわわわりりりりをををを持持持持ってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにうにうにうに言言言言えますえますえますえます。。。。それをそれをそれをそれを今今今今、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの分野分野分野分野がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの目目目目的的的的だだだだけでなくてけでなくてけでなくてけでなくて、、、、それをそれをそれをそれを総総総総合合合合してしてしてして環境環境環境環境ということにということにということにということにつつつついていていていて大大大大きくきくきくきく関関関関わわわわりりりりをををを持持持持ってってってって考考考考えていかえていかえていかえていかないといけないないといけないないといけないないといけない時時時時代代代代になってきているかとになってきているかとになってきているかとになってきているかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  緑緑緑緑のののの効用効用効用効用ににににつつつついていていていて、、、、2つつつつにににに分分分分けておけておけておけてお話話話話ししますししますししますしします。。。。植植植植物物物物自自自自身身身身ののののふふふふだんだんだんだんのののの活動活動活動活動のののの中中中中でもたらさでもたらさでもたらさでもたらされるものとれるものとれるものとれるものと、、、、植植植植物物物物があることによってもたらされるがあることによってもたらされるがあることによってもたらされるがあることによってもたらされる効効効効果果果果ということでということでということでということで分分分分けたけたけたけた時時時時にににに、、、、まずまずまずまず 1番番番番目目目目はははは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから何何何何回回回回もももも出出出出ているようにているようにているようにているように、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの削削削削減減減減。。。。あとあとあとあと養養養養分分分分のののの吸吸吸吸収収収収、、、、水水水水分分分分のののの保保保保持持持持、、、、水水水水源源源源涵涵涵涵養養養養機機機機能能能能というというというという言言言言いいいい方方方方もしますがもしますがもしますがもしますが、、、、あとあとあとあと有有有有害害害害物物物物質質質質のののの吸吸吸吸収収収収などもなどもなどもなども今言今言今言今言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。地地地地表部表部表部表部のののの温度温度温度温度低低低低減減減減効効効効果果果果、、、、これはこれはこれはこれは葉葉葉葉からからからから出出出出るるるる蒸蒸蒸蒸散散散散にににに対対対対するするするする、、、、植植植植物物物物がががが行行行行うううう活動活動活動活動でででで行行行行わわわわれるものれるものれるものれるもの。。。。一方一方一方一方、、、、植植植植物物物物をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、そのそのそのその効効効効果果果果ををををややややるものでるものでるものでるもので、、、、地地地地表表表表面面面面のののの温度温度温度温度低低低低減減減減効効効効果果果果、、、、これこれこれこれ
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はははは陰陰陰陰ををををつつつつくるとかくるとかくるとかくるとか、、、、照照照照りりりり返返返返しのしのしのしの抑制抑制抑制抑制とかとかとかとか、、、、そういったことでもたらされるそういったことでもたらされるそういったことでもたらされるそういったことでもたらされる効効効効果果果果ですですですです。。。。被被被被覆覆覆覆することによってすることによってすることによってすることによって、、、、例例例例ええええばばばば芝芝芝芝ひひひひととととつつつつとってもそうですとってもそうですとってもそうですとってもそうです、、、、雑雑雑雑草草草草でもそうですでもそうですでもそうですでもそうです、、、、砂砂砂砂塵塵塵塵をををを防止防止防止防止すすすするるるる。。。。土砂土砂土砂土砂のののの流流流流亡亡亡亡のののの抑制抑制抑制抑制があがあがあがあげげげげられますられますられますられます。。。。先先先先ほほほほどどどど出出出出たたたた生生生生活活活活とのとのとのとの関関関関わわわわりりりり、、、、衣衣衣衣食食食食住住住住、、、、医療医療医療医療、、、、癒癒癒癒しししし、、、、楽楽楽楽しみというしみというしみというしみという利用利用利用利用。。。。あとあとあとあと、、、、景観景観景観景観とととと文文文文化化化化のののの創創創創造造造造、、、、道道道道路路路路やややや公公公公園園園園でのでのでのでの機機機機能能能能、、、、それをそれをそれをそれを目印目印目印目印にしましにしましにしましにしましょょょょうとかうとかうとかうとか、、、、そういったことのいそういったことのいそういったことのいそういったことの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果果果果たしているということがあたしているということがあたしているということがあたしているということがありりりりますますますます。。。。 

  私私私私どもどもどもども、、、、造造造造園園園園といったとこといったとこといったとこといったところろろろをとらえたをとらえたをとらえたをとらえた時時時時にににに、、、、景観景観景観景観とととと文文文文化化化化ということでということでということでということで、、、、日日日日本本本本庭庭庭庭園園園園、、、、現現現現代代代代公公公公園園園園もももも、、、、洋洋洋洋風風風風庭庭庭庭園園園園もももも含含含含めてめてめてめて、、、、そういったそういったそういったそういった歴史歴史歴史歴史をををを経経経経ることによってることによってることによってることによって価値価値価値価値をををを生生生生みみみみ出出出出していくしていくしていくしていく、、、、またまたまたまた利用利用利用利用されることによってされることによってされることによってされることによって人人人人にににに喜喜喜喜びをびをびをびを生生生生みみみみ出出出出せるものとしてせるものとしてせるものとしてせるものとして発発発発信信信信をををを代代代代々々々々培培培培ってまいってまいってまいってまいりりりりまままましたしたしたした。。。。 

  それがそれがそれがそれが、、、、今度今度今度今度はははは機機機機能能能能であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、都市都市都市都市空間空間空間空間においてはそういうものをプラスアルフにおいてはそういうものをプラスアルフにおいてはそういうものをプラスアルフにおいてはそういうものをプラスアルファァァァししししてててて持持持持ってくるようになってくるようになってくるようになってくるようになりりりりましたましたましたました。。。。さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた環境環境環境環境というというというという面面面面でででで、、、、屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ののののりりりり面面面面をををを木木木木本本本本類類類類、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる木木木木でででで復復復復元元元元していこうとしていこうとしていこうとしていこうと。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今まではまではまではまでは吹吹吹吹ききききつつつつけでけでけでけで、、、、芝芝芝芝草草草草等等等等々々々々ををををややややっていたものもっていたものもっていたものもっていたものも、、、、山山山山にににに返返返返していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで、、、、今度今度今度今度はははは環境環境環境環境をををを総総総総合的合的合的合的にににに考考考考えてえてえてえて緑緑緑緑化化化化をしをしをしをしていくというていくというていくというていくという時時時時代代代代にににに移移移移ってきておってきておってきておってきておりりりりますますますます。。。。 

  そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ににににつつつついていいていいていいて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がががが出出出出るるるる中中中中でででで、、、、氷氷氷氷がががが溶溶溶溶けますよとかけますよとかけますよとかけますよとか、、、、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があるがあるがあるがあるんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々のののの中中中中でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか現実現実現実現実味味味味をををを帯帯帯帯びてこないというのがびてこないというのがびてこないというのがびてこないというのが一一一一番番番番今今今今課課課課題題題題だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。このこのこのこの間間間間、、、、9 月月月月 22日日日日、、、、今今今今日日日日もちもちもちもちょょょょっとっとっとっと暑暑暑暑いなといなといなといなと思思思思ったったったった時時時時にににに、、、、県県県県庁庁庁庁のののの中中中中のののの幾幾幾幾つつつつかかかか温度温度温度温度をををを測測測測ってみましたってみましたってみましたってみました。。。。アスフアスフアスフアスファァァァルトのルトのルトのルトの表表表表面面面面、、、、日日日日がががが当当当当たっているたっているたっているたっている時時時時、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 1時時時時、、、、これがこれがこれがこれが 46.8 度度度度であであであでありりりりますますますます。。。。ここのちここのちここのちここのちょょょょっとっとっとっと日日日日陰陰陰陰のとこのとこのとこのところろろろをををを測測測測ってみましたらってみましたらってみましたらってみましたら、、、、
30.2 度度度度。。。。車車車車体体体体のののの表表表表面面面面、、、、54 度度度度。。。。今度今度今度今度はははは車車車車のののの中中中中、、、、58.2 度度度度というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、これはもうわかこれはもうわかこれはもうわかこれはもうわかりりりり切切切切っっっったたたた話話話話でででで、、、、私私私私はいはいはいはいつつつつもももも温度温度温度温度計計計計をををを持持持持ってってってって歩歩歩歩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、、、、ちちちちょょょょううううどどどど曇曇曇曇りりりりがががが午午午午前前前前中続中続中続中続いていいていいていいていたたたた日日日日照照照照のののの少少少少ないないないない日日日日だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいらいらいらい温度温度温度温度のののの差差差差がががが陰陰陰陰とととと日日日日向向向向でででで違違違違ってくるというこってくるというこってくるというこってくるということでとでとでとで、、、、植植植植物物物物がががが被被被被覆覆覆覆することがいかにすることがいかにすることがいかにすることがいかに重要重要重要重要かということをかということをかということをかということを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。。。。 

  今今今今のののの植植植植物物物物をををを用用用用いたいたいたいたヒヒヒヒートアイランートアイランートアイランートアイランドドドド現現現現象象象象にににに有効有効有効有効なななな緑緑緑緑化化化化ということでということでということでということで、、、、1番番番番はははは、、、、緑緑緑緑量量量量のののの増増増増大大大大というかというかというかというか、、、、緑緑緑緑がががが、、、、植植植植物物物物がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるということがあるということがあるということがあるということが重要重要重要重要ななななんんんんですがですがですがですが、、、、都市都市都市都市空間空間空間空間においてはにおいてはにおいてはにおいては必必必必ずしもずしもずしもずしも場場場場所所所所がとれないとかがとれないとかがとれないとかがとれないとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな制制制制約約約約条件条件条件条件でそれがでそれがでそれがでそれが果果果果たせないということですたせないということですたせないということですたせないということです。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、最最最最小小小小限限限限のののの有効有効有効有効なななな手手手手段段段段ということでということでということでということで、、、、構構構構造造造造物物物物をををを被被被被覆覆覆覆するするするする。。。。今今今今、、、、照照照照りりりり返返返返しをしをしをしをするものをするものをするものをするものを抑制抑制抑制抑制するするするするということでということでということでということで、、、、屋屋屋屋上上上上、、、、壁壁壁壁面面面面緑緑緑緑化化化化、、、、先先先先ほほほほどどどど広島市広島市広島市広島市ささささんんんんからもおからもおからもおからもお話話話話があっがあっがあっがあったようにたようにたようにたように、、、、そういうそういうそういうそうい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政政政政もももも進進進進めておられますめておられますめておられますめておられます。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、今今今今まであったまであったまであったまであった街街街街路樹路樹路樹路樹であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、特特特特にににに今今今今日日日日はははは街街街街路樹路樹路樹路樹ににににつつつついておいておいておいてお話話話話ししますがししますがししますがししますが、、、、構構構構造造造造物物物物のののの上上上上にそういったにそういったにそういったにそういった緑緑緑緑陰陰陰陰ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく、、、、被被被被覆覆覆覆するというするというするというするという効効効効果果果果ということでということでということでということで、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆるるるる照照照照りりりり返返返返しするしするしするしする暑暑暑暑いものをいものをいものをいものを陰陰陰陰らせていくことをらせていくことをらせていくことをらせていくことを重要重要重要重要視視視視していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその中中中中でででで、、、、屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化というものもというものもというものもというものも、、、、特特特特殊殊殊殊空間空間空間空間緑緑緑緑化化化化というというというというふふふふうなうなうなうな総総総総称称称称をしますをしますをしますをします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、屋屋屋屋上上上上とかとかとかとか、、、、壁壁壁壁面面面面とかとかとかとか、、、、高高高高架架架架下下下下とかとかとかとか、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる道道道道路路路路のののの普普普普通通通通のののの地盤地盤地盤地盤でないでないでないでない部部部部分分分分、、、、そうそうそうそういったとこいったとこいったとこいったところろろろのののの緑緑緑緑化化化化をををを特特特特殊殊殊殊空間空間空間空間といいますといいますといいますといいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで代表代表代表代表的的的的にににに屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化。。。。これはこれはこれはこれは、、、、晴晴晴晴海海海海ののののほほほほうなうなうなうなんんんんですがですがですがですが、、、、集集集集合合合合住宅住宅住宅住宅のののの中中中中庭庭庭庭自体自体自体自体、、、、これはこれはこれはこれは全部全部全部全部中中中中空空空空にににに浮浮浮浮いているいているいているいている部部部部分分分分ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ここここういうういうういうういう公公公公園園園園自体自体自体自体もももも大大大大胆胆胆胆にににに緑緑緑緑化化化化をしていこうをしていこうをしていこうをしていこう。。。。これはこれはこれはこれは六六六六本本本本木木木木ヒヒヒヒルズですがルズですがルズですがルズですが、、、、こういうこういうこういうこういう田田田田んんんんぼぼぼぼななななんんんんかもかもかもかも屋屋屋屋上上上上にににに見見見見えますえますえますえます。。。。そのそのそのその屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化ををををややややることでることでることでることで、、、、免震免震免震免震構構構構造造造造としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその重重重重量量量量をををを上上上上にににに持持持持たせてたせてたせてたせて、、、、建建建建築自体築自体築自体築自体をををを――――――――まあまあまあまあ、、、、大体大体大体大体はははは免震免震免震免震構構構構造造造造ののののビビビビルルルル下下下下部部部部ででででややややるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、上上上上でででで持持持持たせたせたせたせるようにるようにるようにるように、、、、いわゆるタワーいわゆるタワーいわゆるタワーいわゆるタワー式式式式、、、、水水水水タンクをタンクをタンクをタンクを置置置置くのとくのとくのとくのと同同同同じじじじようなようなようなような作作作作用用用用ででででややややるようなるようなるようなるようなやりやりやりやり方方方方もももも、、、、
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屋屋屋屋上上上上緑緑緑緑化化化化でででで用用用用いられていますいられていますいられていますいられています。。。。 

  これはこれはこれはこれは先先先先日日日日のののの愛愛愛愛地球地球地球地球博博博博ということでということでということでということで、、、、呼呼呼呼吸吸吸吸するするするする壁壁壁壁、、、、ババババイイイイオオオオラングということでラングということでラングということでラングということで紹介紹介紹介紹介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、、、、これはこれはこれはこれは修景修景修景修景をををを兼兼兼兼ねねねねたたたた、、、、コケコケコケコケのののの壁壁壁壁とかとかとかとか、、、、これはプラダというこれはプラダというこれはプラダというこれはプラダというビビビビルですルですルですルです。。。。こうこうこうこういういういういう仮仮仮仮設設設設のものにもこういったのものにもこういったのものにもこういったのものにもこういった緑緑緑緑化化化化をしていくということもをしていくということもをしていくということもをしていくということも増増増増えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化のののの効効効効果果果果ということでということでということでということで 2 つつつつ挙挙挙挙げげげげておておておておりりりりますがますがますがますが、、、、同日同日同日同日、、、、同同同同時間時間時間時間にににに測測測測ったったったった時時時時にににに、、、、緑緑緑緑化化化化したしたしたした上上上上とととと下下下下、、、、緑緑緑緑化化化化していないとこしていないとこしていないとこしていないところろろろとそのとそのとそのとその下下下下とのとのとのとの温度温度温度温度差差差差がががが約約約約 11 度度度度からからからから 8 度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの差差差差があがあがあがあったったったった、、、、屋屋屋屋上上上上のタイルのタイルのタイルのタイル部部部部分分分分とそうでないとそうでないとそうでないとそうでない部部部部分分分分、、、、ここはここはここはここは灰灰灰灰色色色色なのでなのでなのでなので、、、、温度温度温度温度がががが上上上上ががががりりりりにくいにくいにくいにくい条件条件条件条件があったがあったがあったがあったんんんんですがですがですがですが、、、、こういうこういうこういうこういう効効効効果果果果がががが出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、広島市広島市広島市広島市ささささんんんんでもでもでもでも温度温度温度温度差差差差がががが、、、、タイタイタイタイルルルル表表表表面面面面がががが 57 度度度度のののの時時時時点点点点のののの時時時時にににに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる緑緑緑緑化化化化したしたしたした下下下下はははは 30 度度度度、、、、27 度度度度のののの差差差差がががが出出出出ていてていてていてていて、、、、被被被被覆覆覆覆すすすすることでのることでのることでのることでの温度温度温度温度低低低低減減減減効効効効果果果果がががが表表表表れていますれていますれていますれています。。。。 

  屋屋屋屋上緑上緑上緑上緑化化化化をすれをすれをすれをすればばばば温度温度温度温度がががが下下下下がるということがるということがるということがるということだだだだけをみるとけをみるとけをみるとけをみると、、、、非非非非常常常常ににににつつつつらいものがあらいものがあらいものがあらいものがありりりりましましましましてててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、他他他他のものでものものでものものでものものでも代代代代用用用用ができるということになったができるということになったができるということになったができるということになった時時時時にににに、、、、とってとってとってとって代代代代わられるわられるわられるわられる。。。。たたたただだだだ、、、、緑緑緑緑というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、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があってがあってがあってがあって、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで人人人人とのとのとのとの関関関関わわわわりりりりをををを持持持持っていけるものっていけるものっていけるものっていけるものだだだだということでということでということでということで、、、、そういったそういったそういったそういった制制制制限限限限があってもがあってもがあってもがあっても、、、、どうどうどうどういういういういうふふふふうなうなうなうな使使使使いいいい方方方方をするかということがもっとをするかということがもっとをするかということがもっとをするかということがもっと重要重要重要重要なのではないかということがなのではないかということがなのではないかということがなのではないかということがごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  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屋屋屋屋上上上上とかとかとかとか壁壁壁壁面面面面にににに次次次次いでいでいでいで街街街街路樹路樹路樹路樹、、、、こちらがテこちらがテこちらがテこちらがテレレレレビビビビによくによくによくによく出出出出るるるる青青青青山山山山通通通通りりりりののののけけけけややややきききき並並並並木木木木ですですですです。。。。ほほほほととととんんんんどもうどもうどもうどもう、、、、道道道道路路路路をををを覆覆覆覆ってしまっているってしまっているってしまっているってしまっている状状状状態態態態ですですですですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、照照照照りりりり返返返返しというのはしというのはしというのはしというのは非非非非常常常常にににに抑制抑制抑制抑制されたされたされたされた、、、、緑緑緑緑のトンネルというようなのトンネルというようなのトンネルというようなのトンネルというような形形形形のののの 1つつつつですですですです。。。。ここはここはここはここは、、、、城城城城南南南南通通通通りりりり、、、、セセセセンダンのンダンのンダンのンダンの木木木木というというというという、、、、非非非非常常常常にににに張張張張りりりり出出出出ししししややややすいすいすいすい木木木木でででで覆覆覆覆われているとこわれているとこわれているとこわれているところろろろででででごごごございざいざいざいますますますます。。。。これはこれはこれはこれは 100 メメメメートルートルートルートル道道道道路路路路、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおのとおのとおのとおりりりりですですですです。。。。こういったこういったこういったこういった、、、、緑緑緑緑量量量量があるというのがあるというのがあるというのがあるというのはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか実現実現実現実現しにくしにくしにくしにくいといういといういといういという中中中中でででで、、、、こういうこういうこういうこういう多様多様多様多様性性性性があることでがあることでがあることでがあることで、、、、修景修景修景修景的的的的なななな効効効効果果果果もももも高高高高くくくくなってくるというなってくるというなってくるというなってくるという場場場場所所所所づくづくづくづくりりりりというのもというのもというのもというのも樹樹樹樹木木木木によってによってによってによって達達達達成成成成されるされるされるされる。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、制制制制限限限限ということをということをということをということを言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、こういったこういったこういったこういった電電電電線線線線があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、植植植植桝桝桝桝がががが根根根根がががが大大大大ききききくなれないのにくなれないのにくなれないのにくなれないのに、、、、上上上上をををを大大大大きくするということできくするということできくするということできくするということで、、、、台台台台風風風風のののの時時時時にこけるとかにこけるとかにこけるとかにこけるとか、、、、そういったそういったそういったそういったリリリリススススクもクもクもクも当然背当然背当然背当然背負負負負うううう。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でのでのでのでの管理管理管理管理とかとかとかとか、、、、植植植植えるえるえるえる場場場場所所所所とかとかとかとか、、、、考考考考ええええ方方方方をををを整整整整理理理理していかないしていかないしていかないしていかないといけないということですといけないということですといけないということですといけないということです。。。。 

  これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっとっとっとっと町町町町中中中中でででで見見見見かけてかけてかけてかけて、、、、いたくいたくいたくいたく感感感感動動動動してしてしてして写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、陸陸陸陸橋橋橋橋のののの下下下下にににに、、、、土土土土ををををボボボボンとンとンとンと置置置置いていていていて、、、、花花花花をををを植植植植えておられるえておられるえておられるえておられる方方方方がいたがいたがいたがいた。。。。ここここんんんんななななココココンクンクンクンクリリリリートでートでートでートで本本本本当当当当にににに何何何何もももも生生生生ええええないとこないとこないとこないところろろろでもでもでもでも、、、、求求求求めているめているめているめている人人人人というのはたくさというのはたくさというのはたくさというのはたくさんんんんおられるわけですおられるわけですおられるわけですおられるわけです。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと撮撮撮撮ってみってみってみってみたのですがたのですがたのですがたのですが。。。。 

  そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、今今今今ずらずらとおずらずらとおずらずらとおずらずらとお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、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる街街街街路路路路 1 つつつつとってもとってもとってもとっても、、、、いかにいかにいかにいかに被被被被覆覆覆覆できるようなできるようなできるようなできるような形形形形ををををつつつつくってあくってあくってあくってあげげげげるかるかるかるか、、、、またまたまたまた技術的技術的技術的技術的にはどういうにはどういうにはどういうにはどういうふふふふうにしたらいいかとうにしたらいいかとうにしたらいいかとうにしたらいいかということをいうことをいうことをいうことを、、、、たたたただだだだ単単単単にそれがあるということにそれがあるということにそれがあるということにそれがあるということだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形もこもこもこもこだだだだわってわってわってわって、、、、広島広島広島広島ななななりりりりのののの美美美美しいしいしいしい町町町町づくづくづくづくりりりりをしていけれをしていけれをしていけれをしていければばばばということをということをということをということをごごごご紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、話話話話をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。緑緑緑緑のののの効効効効用用用用ということでということでということでということで、、、、正正正正本本本本ささささんんんんからからからから。。。。 

  最最最最後後後後になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、保田様保田様保田様保田様ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、NPO のののの立立立立場場場場からからからから、、、、廃食廃食廃食廃食用用用用油油油油のののの利用利用利用利用ということということということということでででで、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化にににに貢献貢献貢献貢献ということでおということでおということでおということでお話話話話がいたがいたがいたがいただだだだけるかとけるかとけるかとけるかと思思思思いますいますいますいます。。。。保田保田保田保田ささささんんんん、、、、よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
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 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。私私私私のののの名前名前名前名前、、、、見見見見ちちちちゃゃゃゃんんんんさいさいさいさい。。。。阿呆阿呆阿呆阿呆のののの「「「「保保保保」」」」にににに田田田田んんんんぼぼぼぼのののの「「「「田田田田」」」」いうていうていうていうて書書書書いてあるけーのいてあるけーのいてあるけーのいてあるけーの。。。。ほほほほっからどっからっからどっからっからどっからっからどっから来来来来たかたかたかたか。。。。ククククママママザザザザササササ分分分分けてけてけてけて、、、、北北北北広島広島広島広島町町町町のののの大大大大朝朝朝朝ゆうとこゆうとこゆうとこゆうとこからからからから参参参参りりりりましたましたましたました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、私私私私はパはパはパはパソソソソココココンンンン、、、、ようようようよう使使使使わわわわんんんん、、、、正正正正本本本本ささささんんんん、、、、よよよよろろろろしくしくしくしく頼頼頼頼みますけみますけみますけみますけんんんん。。。。     ほほほほんんんんででででねねねね、、、、私私私私ははははねねねね、、、、尋尋尋尋常常常常小小小小学学学学校校校校しかしかしかしか出出出出ちちちちゃゃゃゃおらおらおらおらんんんんしのしのしのしの、、、、つつつつづづづづりりりり方方方方教教教教室室室室はははは下下下下手手手手だだだだしししし、、、、方言方言方言方言はははは丸出丸出丸出丸出しのしのしのしの、、、、ろろろろくなくなくなくな男男男男じじじじゃゃゃゃないがないがないがないが、、、、県県県県ににににゃゃゃゃ、、、、こがーなこがーなこがーなこがーな（（（（このようなこのようなこのようなこのような））））者者者者をようをようをようをよう雇雇雇雇いいいいんんんんさっさっさっさったたたた思思思思うてのうてのうてのうての、、、、まあまあまあまあ、、、、申申申申しわけないがしわけないがしわけないがしわけないが、、、、こらえちこらえちこらえちこらえちゃゃゃゃんんんんさいさいさいさい（（（（勘弁勘弁勘弁勘弁してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい）。）。）。）。 

  実実実実はははは、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、大大大大朝朝朝朝がががが、、、、ほほほほんんんんままままねねねね、、、、大大大大変変変変なななな状況状況状況状況……………………。（。（。（。（正正正正本本本本ささささんんんん、、、、ややややってくれるってくれるってくれるってくれる？？？？時間時間時間時間かかるかかるかかるかかる。）。）。）。）あのあのあのあのねねねね、、、、地球温地球温地球温地球温暖化暖化暖化暖化じじじじゃゃゃゃねねねね、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの話話話話をせいをせいをせいをせい言言言言うたうたうたうた時時時時ににににねねねね、、、、10101010分分分分どもどもどもども（（（（程程程程））））ででででししししゃゃゃゃべべべべるゆうるゆうるゆうるゆう問問問問題題題題じじじじゃゃゃゃなあなあなあなあ（（（（ないないないない）。）。）。）。これこれこれこれ、、、、前前前前にもにもにもにも役所役所役所役所からからからから予予予予算算算算ががががつつつつくいうてくいうてくいうてくいうて、、、、予予予予算算算算ををををばばばばらまきたいらまきたいらまきたいらまきたいんんんんかとわしはかとわしはかとわしはかとわしは文文文文句句句句言言言言うたうたうたうた。。。。それがそれがそれがそれが、、、、1 年年年年やややや 2 年年年年でででで、、、、地球温地球温地球温地球温暖化暖化暖化暖化がががが防止防止防止防止できるならできるならできるならできるなら、、、、だだだだれもれもれもれも苦苦苦苦労労労労ししししゃゃゃゃーせーせーせーせんんんん言言言言うたしのうたしのうたしのうたしの、、、、言言言言うたうたうたうたんんんんよよよよ。。。。長長長長年年年年かけてかけてかけてかけてややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃどがーするどがーするどがーするどがーする（（（（どうどうどうどうするするするする）。（）。（）。（）。（おおおおおおおお、（、（、（、（画画画画面面面面がががが））））出出出出たたたた、、、、出出出出たたたた。。。。まあまあまあまあ、、、、正正正正本本本本ささささんんんん、、、、よよよよろろろろししししゅゅゅゅうううう頼頼頼頼みますみますみますみます。）。）。）。） 

  あのあのあのあのねねねね、「、「、「、「甦甦甦甦れれれれ！！！！大大大大朝朝朝朝」。「」。「」。「」。「“菜菜菜菜のののの花花花花”からからからから『『『『資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会』』』』のののの実現実現実現実現をををを」、」、」、」、私私私私たちがたちがたちがたちが動動動動かしかしかしかしたのがたのがたのがたのが 2000 年年年年ですですですです。。。。こがーなことをこがーなことをこがーなことをこがーなことをやりやりやりやり出出出出したのはしたのはしたのはしたのはねねねね、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分がががが育育育育ててもらったててもらったててもらったててもらった郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛。。。。土土土土地地地地にににに愛愛愛愛着着着着がなけがなけがなけがなけりりりりゃゃゃゃ、、、、ここここんんんんなことできなことできなことできなことできややややせせせせんんんん。。。。それとそれとそれとそれと、、、、そのとこそのとこそのとこそのところろろろのののの危危危危機感機感機感機感。。。。今今今今大大大大変変変変、、、、早田早田早田早田先先先先生生生生言言言言われたがわれたがわれたがわれたが、、、、田田田田舎舎舎舎ははははねねねね、、、、景景景景気気気気ええどこええどこええどこええどころじろじろじろじゃゃゃゃないないないない、、、、悪悪悪悪うなるうなるうなるうなるばばばばっかっかっかっかりりりり。。。。そそそそういうういうういうういう危危危危機感機感機感機感もももも持持持持たにたにたにたにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん。。。。それとそれとそれとそれとねねねね、、、、老老老老いてはいてはいてはいては子子子子にににに従従従従えいうことがあるえいうことがあるえいうことがあるえいうことがある。。。。これこれこれこれ、、、、昔昔昔昔のののの年年年年寄寄寄寄りりりりたちがたちがたちがたちが言言言言うてうてうてうて、、、、老老老老いてはいてはいてはいては子子子子にににに従従従従ええええ。。。。老老老老いてはいてはいてはいては子子子子にににに従従従従えいうことはえいうことはえいうことはえいうことは、、、、若若若若者者者者がががが安安安安心心心心ししししてててて暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域にならににならににならににならにゃゃゃゃだだだだめめめめだだだだいうていうていうていうて、、、、ここここんんんんななななばばばばかなことをかなことをかなことをかなことを言言言言うてうてうてうてややややったったったったんんんんであであであでありりりりますますますます。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、人口人口人口人口。。。。ここがここがここがここが 2000 年年年年でででで、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど始始始始めためためためた時時時時がががが 3,786 人人人人おったおったおったおったんんんんですですですです。。。。現現現現在在在在、、、、9月月月月 1日日日日現現現現在在在在でででで 3,339人人人人とととと、、、、ほほほほんんんんとととと、、、、過過過過疎疎疎疎のののの進行進行進行進行もももも著著著著しいしいしいしい現現現現状状状状ですですですです。。。。イイイイノノノノシシシシシシシシややややらクらクらクらクママママのののの数数数数かかかかぞぞぞぞえたえたえたえたほほほほうがうがうがうが多多多多いかもしれいかもしれいかもしれいかもしれんんんんよのーよのーよのーよのー。。。。 

  今今今今、、、、人口人口人口人口言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、急速急速急速急速にににに進進進進むむむむ人口人口人口人口減少減少減少減少にににに伴伴伴伴うううう少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化。。。。これはこれはこれはこれは大大大大朝朝朝朝だだだだけのけのけのけの問問問問題題題題じじじじゃゃゃゃなーわいのーなーわいのーなーわいのーなーわいのー。。。。広島県広島県広島県広島県全全全全体体体体。。。。国国国国もももも同同同同じじじじことことことこと。。。。ここらをここらをここらをここらをややややっっっっぱぱぱぱりりりりみみみみんんんんなななな、、、、どがーなどがーなどがーなどがーな時時時時代代代代になるになるになるになるんだんだんだんだいうことをちいたーいうことをちいたーいうことをちいたーいうことをちいたー（（（（少少少少しはしはしはしは））））先先先先をををを読読読読まなけれまなけれまなけれまなければばばばいけいけいけいけんんんんよのーよのーよのーよのー。。。。それとそれとそれとそれとねねねね、、、、大大大大朝朝朝朝ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業、、、、これこれこれこれ農農農農業業業業ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。農農農農業業業業政策政策政策政策のののの減減減減反反反反問問問問題題題題、、、、34 年年年年前前前前にににに始始始始ままままりりりりましましましましたのたのたのたの。。。。これこれこれこれ、、、、今今今今振振振振りりりり返返返返ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、日日日日本本本本というというというという家家家家のののの柱柱柱柱をををを 1 本本本本抜抜抜抜いたいたいたいたんんんんよよよよ、、、、北北北北海道海道海道海道ののののほほほほうでうでうでうで。。。。これがこれがこれがこれが、、、、今今今今振振振振りりりり返返返返ってみれってみれってみれってみればばばば大大大大黒柱黒柱黒柱黒柱をををを抜抜抜抜いとったいうていとったいうていとったいうていとったいうて大事大事大事大事になになになになりりりりよるということよるということよるということよるということ。。。。それそれそれそれからからからから、、、、そがーなことをするけーそがーなことをするけーそがーなことをするけーそがーなことをするけー、、、、町町町町民民民民所所所所得得得得がががが、、、、懐懐懐懐はははは寒寒寒寒うなるうなるうなるうなる。。。。寒寒寒寒うなったらうなったらうなったらうなったら店屋店屋店屋店屋のののの商商商商売売売売ななななりりりりゃゃゃゃーせーせーせーせんんんん。。。。商商商商売売売売ががががだんだんだんだんだんだんだんだん撤撤撤撤退退退退するするするする。。。。商商商商店店店店街街街街ははははココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーのーのーのーの場場場場でもあでもあでもあでもありりりり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな生生生生活活活活のののの知知知知恵恵恵恵をををを売売売売るとこるとこるとこるところろろろでもあったわけでもあったわけでもあったわけでもあったわけ。。。。そこがそこがそこがそこが、、、、店屋店屋店屋店屋がなーよなったらがなーよなったらがなーよなったらがなーよなったら（（（（なくなったらなくなったらなくなったらなくなったら）、）、）、）、そこはそこはそこはそこは、、、、将将将将来来来来ねねねね、、、、ますますますますますますますます人人人人がおらがおらがおらがおらんんんんようなるようなるようなるようなる。。。。人人人人がおらがおらがおらがおらんんんんようなるようなるようなるようなるだだだだけならええけならええけならええけならええんだんだんだんだがががが、、、、心心心心のののの過過過過疎疎疎疎化化化化、、、、本本本本当当当当ねねねね、、、、後後後後言言言言うがうがうがうが、、、、ほほほほんんんんまままま、、、、心心心心のののの過過過過疎疎疎疎化化化化がががが大大大大変変変変なことにななことにななことにななことになりりりりよるよるよるよる。。。。私私私私もももも、、、、商商商商工工工工会会会会のののの理理理理事事事事にににに入入入入っとってっとってっとってっとって、、、、何何何何とかしようとかしようとかしようとかしようやややや。。。。このままこのままこのままこのままじじじじゃゃゃゃややややれれれれんんんんでででで（（（（どうにもならないどうにもならないどうにもならないどうにもならない）、）、）、）、何何何何かしよかしよかしよかしよ。。。。何何何何かしようとかしようとかしようとかしようと言言言言うてもうてもうてもうても何何何何もわからもわからもわからもわからんんんん。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその当時当時当時当時のののの状状状状態態態態。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、私私私私がががが、、、、全全全全国国国国ににににリリリリサーチサーチサーチサーチ旅旅旅旅行行行行歩歩歩歩いていていていて、、、、菜菜菜菜のののの花花花花プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの出出出出会会会会いがあっていがあっていがあっていがあって、、、、ほほほほんんんんでででで、、、、減減減減反反反反いうていうていうていうて、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼがががが大大大大変変変変……………………遊遊遊遊んんんんどるどるどるどる。。。。ここをここをここをここを菜菜菜菜のののの花花花花畑畑畑畑、、、、食食食食のののの問問問問題言題言題言題言うとったうとったうとったうとったんんんんじじじじゃゃゃゃ胃胃胃胃袋袋袋袋はははは減減減減るるるる、、、、だだだだめめめめだだだだ言言言言うてうてうてうて。。。。胃胃胃胃袋袋袋袋、、、、だんだんだんだんだんだんだんだんなーようなるなーようなるなーようなるなーようなる（（（（なくなるなくなるなくなるなくなる）。）。）。）。米米米米売売売売りりりりゃゃゃゃせせせせんんんんようになるようになるようになるようになる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、どこがどこがどこがどこが大事大事大事大事かかかか言言言言うたらうたらうたらうたら、、、、そこをそこをそこをそこを食食食食のののの生生生生産現産現産現産現場場場場でなしにでなしにでなしにでなしに、、、、エネルエネルエネルエネル
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ギーのギーのギーのギーの生生生生産現産現産現産現場場場場にににに変変変変えようえようえようえようやややや。。。。菜菜菜菜のののの花花花花畑畑畑畑をををを菜菜菜菜のののの花花花花油油油油田田田田化化化化。。。。今今今今、、、、原原原原油油油油がようけがようけがようけがようけ（（（（大大大大変変変変））））上上上上ががががってきてってきてってきてってきて、、、、今今今今 BDF、、、、注注注注文文文文がががが集集集集まったまったまったまった……………………。。。。わしらわしらわしらわしら、、、、どがどがどがどがんんんんしようかしようかしようかしようか思思思思いよるいよるいよるいよるんだんだんだんだがのがのがのがの。。。。そそそそれとれとれとれと、、、、地域内地域内地域内地域内でででで、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油、、、、これでこれでこれでこれで燃燃燃燃料料料料ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それからそれからそれからそれからババババスススス動動動動かしかしかしかしたたたたりりりり、、、、トラクタートラクタートラクタートラクター動動動動かしたかしたかしたかしたりりりり、、、、発発発発電機電機電機電機をををを動動動動かしたかしたかしたかしたりりりりしてしてしてして使使使使ややややあええあええあええあええ言言言言ううううんんんん。。。。ほほほほんんんんでででで、、、、結結結結局局局局、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全通通通通じじじじててててのののの町町町町づくづくづくづくりりりり、、、、それでそれでそれでそれで資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの構築構築構築構築、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対対対対策策策策、、、、注注注注目目目目されるされるされるされる農農農農村村村村へへへへというよというよというよというようなことでうなことでうなことでうなことで、、、、ばばばばかかかかげげげげなことをなことをなことをなことをやりやりやりやりおったおったおったおった。。。。 

  菜菜菜菜のののの花花花花エエエエココココプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの循環循環循環循環フローフローフローフロー。。。。これこれこれこれ、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼへへへへ菜菜菜菜のののの花花花花、、、、蒔蒔蒔蒔くくくくじじじじゃゃゃゃーないーないーないーない。。。。それそれそれそれからからからから、、、、種種種種をとってをとってをとってをとって、、、、油油油油をををを絞絞絞絞ってってってって、、、、油油油油かすはかすはかすはかすは今度今度今度今度はははは肥肥肥肥料料料料になったになったになったになったりりりり、、、、これがええこれがええこれがええこれがええ有有有有機機機機堆堆堆堆肥肥肥肥にににになるなるなるなるんんんんよよよよ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今度今度今度今度、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを買買買買うちうちうちうちゃゃゃゃんんんんさいってさいってさいってさいって、、、、みみみみんんんんなしてなしてなしてなして買買買買うてもうてもうてもうてもろろろろうてうてうてうて、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食にはにはにはには買買買買うてもらえうてもらえうてもらえうてもらえんんんんかったかったかったかった。。。。予予予予算算算算がないいうてがないいうてがないいうてがないいうて。。。。それからそれからそれからそれから、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら揚揚揚揚げげげげてもらうてもらうてもらうてもらう。。。。ここでここでここでここで、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油があらあのうがあらあのうがあらあのうがあらあのう、、、、これをこれをこれをこれを回回回回収収収収しようとしようとしようとしようと。。。。ここここここここへへへへ、、、、今度今度今度今度、、、、精精精精製製製製してしてしてして、、、、それからそれからそれからそれから今度今度今度今度、、、、トラクタートラクタートラクタートラクター、、、、自動自動自動自動車車車車……………………。。。。ここがここがここがここが今今今今のののの地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止、、、、これにこれにこれにこれにつつつつながるながるながるながるんんんんですですですです。。。。結結結結局局局局、、、、CO2 はははは出出出出せどもせどもせどもせども、、、、菜菜菜菜のののの花花花花畑畑畑畑をををを植植植植えることによってえることによってえることによってえることによって吸吸吸吸収収収収しますわなしますわなしますわなしますわな。。。。竹林竹林竹林竹林ささささんんんん、、、、今言今言今言今言うちうちうちうちゃゃゃゃんんんんさったよのうさったよのうさったよのうさったよのう（（（（言言言言っておられたですっておられたですっておられたですっておられたですねねねね）。）。）。）。 

  それでそれでそれでそれで、、、、このこのこのこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すいうことはすいうことはすいうことはすいうことは、、、、これこれこれこれ、、、、時間時間時間時間がががが大大大大変変変変なのなのなのなの。。。。汗汗汗汗をかかにをかかにをかかにをかかにゃゃゃゃーーーーいけいけいけいけんんんんのよのよのよのよ、、、、みみみみんんんんなですなですなですなです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してしてしてして、、、、おおおお互互互互いがいがいがいが思思思思いいいいやりやりやりやりのののの心心心心をををを持持持持つつつつことがことがことがことが大事大事大事大事。。。。 

  次次次次がががが、、、、これこれこれこれ、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの回回回回収収収収風風風風景景景景。。。。これがこれがこれがこれがねねねね、、、、私私私私がががが、「、「、「、「おいおいおいおい、、、、ああああんんんんたたたた、、、、台台台台所所所所でででで生生生生ごごごごみでみでみでみで捨捨捨捨てるのてるのてるのてるの何何何何がががが一一一一番番番番困困困困るるるるんんんん？？？？」」」」言言言言うたらうたらうたらうたら、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油ややややいうこというこというこということだだだだ。「。「。「。「ああああんんんんたたたた、、、、どがいしよるどがいしよるどがいしよるどがいしよるねねねねんんんん」」」」とととと。。。。聞聞聞聞くとくとくとくと、「、「、「、「私私私私はははは朝朝朝朝早早早早うううう起起起起きてきてきてきて、、、、川川川川へへへへ流流流流すすすすんじんじんじんじゃゃゃゃ。。。。畑畑畑畑にににに埋埋埋埋めるめるめるめるんじんじんじんじゃゃゃゃ、、、、燃燃燃燃ややややすすすすんじんじんじんじゃゃゃゃ」」」」とととと。。。。    都会都会都会都会のののの人人人人じじじじゃゃゃゃ、、、、何何何何かかかか下下下下水水水水にににに流流流流すすすすかかかか、、、、テンプルでテンプルでテンプルでテンプルで固固固固めてめてめてめて出出出出すすすす。。。。     廃食油廃食油廃食油廃食油回回回回収収収収、、、、県県県県がががが「「「「待待待待ったったったった」。」。」。」。これこれこれこれ、、、、循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進循環型社会推進室室室室にににに、、、、呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれて大大大大説説説説教教教教食食食食うてのううてのううてのううてのう。。。。まあまあまあまあ、、、、困困困困ったったったったんんんん。。。。3 月月月月 8日日日日、、、、ようようようよう忘忘忘忘れれれれんんんんねねねねんんんん。。。。3 月月月月 12日日日日かかかか、、、、走走走走っていきよったらっていきよったらっていきよったらっていきよったらねねねね、、、、まあまあまあまあ、、、、早早早早いこといこといこといことややややってもらいましたってもらいましたってもらいましたってもらいました。。。。1週週週週間間間間でででで許許許許可可可可をもをもをもをもろろろろうてうてうてうて、、、、これはええこれはええこれはええこれはええ財財財財産産産産ももももろろろろうたうたうたうた言言言言ううううんんんんよよよよ。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油のののの回回回回収収収収量量量量推推推推移移移移。。。。これがこれがこれがこれが、、、、個個個個別指定別指定別指定別指定書書書書。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油がががが集集集集まってきたまってきたまってきたまってきた。。。。これこれこれこれだだだだけけけけごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化もなっとるもなっとるもなっとるもなっとる。。。。 

  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、、、、このプラントこのプラントこのプラントこのプラントだだだだけはどがあしてもおけはどがあしてもおけはどがあしてもおけはどがあしてもお金金金金がががが要要要要るるるるんんんんよよよよ。。。。これをこれをこれをこれを町町町町民民民民のののの、、、、わわわわずかずかずかずか 3,000 人人人人しかおらしかおらしかおらしかおらんんんん町町町町民民民民にににに、、、、一一一一口口口口 3,000 円円円円でででで、、、、菜菜菜菜のののの花花花花応応応応援援援援団団団団をををを頼頼頼頼んだんだんだんだ。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら、、、、230万万万万いたいたいたいただだだだいたいたいたいた。。。。200人人人人ののののメメメメンンンンババババーがーがーがーが集集集集まったまったまったまった時時時時、、、、広島県広島県広島県広島県のののの共共共共同同同同募募募募金金金金会会会会にににに 200万万万万円円円円いたいたいたいただだだだいたいたいたいた。。。。それからそれからそれからそれから、、、、大大大大朝朝朝朝町町町町からからからから NPO法人法人法人法人にににに認証認証認証認証されたらされたらされたらされたら 200万万万万ややややるるるる言言言言うてうてうてうて、、、、やんやんやんやんさったさったさったさった（（（（言言言言われてわれてわれてわれてもらもらもらもらったったったった）。）。）。）。まあまあまあまあ、、、、あああありりりりがたいことよがたいことよがたいことよがたいことよ、、、、これできれいにプラントこれできれいにプラントこれできれいにプラントこれできれいにプラント代代代代がたがたがたがただだだだになってになってになってになって、、、、借借借借金金金金せせせせんんんんここここつつつつ済済済済んだんだんだんだ。。。。そのそのそのその燃燃燃燃料料料料をもってをもってをもってをもって循環循環循環循環ババババスをスをスをスを走走走走らせたらせたらせたらせたりりりり、、、、トラクターをトラクターをトラクターをトラクターを動動動動かしとるとかしとるとかしとるとかしとると。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ここでここでここでここで、、、、今度今度今度今度、、、、軽軽軽軽油引油引油引油引取取取取税税税税。。。。ここここりりりりゃゃゃゃーーーーねねねね、、、、私私私私もももも県県県県のののの軽軽軽軽油引油引油引油引取取取取税税税税のののの課課課課にににに言言言言うとるうとるうとるうとるんだんだんだんだがががが、、、、蔵蔵蔵蔵出出出出しししし税税税税をををを考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいいうことをさいいうことをさいいうことをさいいうことを言言言言うとるうとるうとるうとる。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、BDF のののの販売量販売量販売量販売量ですがですがですがですが、、、、これもこれもこれもこれも年年年年々々々々増増増増えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。それとそれとそれとそれとねねねね、、、、こがーなこがーなこがーなこがーなばばばばかかかかなことしちなことしちなことしちなことしちゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんのよのよのよのよ。。。。みみみみんんんんなななな    ししししんんんんささささんんんんなななな言言言言うてうてうてうてんんんんよよよよ。。。。ししししんんんんささささんんんんなななな言言言言うてもうてもうてもうても、、、、せにせにせにせにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんのののの。。。。このこのこのこの身身身身銭銭銭銭をををを切切切切ってもってもってもっても、、、、結結結結局局局局ややややらにらにらにらにゃゃゃゃならならならならんんんんですですですです。。。。今今今今のののの資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会をををを形成形成形成形成すすすするにはるにはるにはるには、、、、今今今今みたいにみたいにみたいにみたいに、、、、我我我我（（（（自分自分自分自分））））さえよけさえよけさえよけさえよけりりりりゃゃゃゃええいうよることええいうよることええいうよることええいうよることじじじじゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん（（（（いけないいけないいけないいけない）。）。）。）。これはこれはこれはこれはねねねね、、、、５５５５年年年年間間間間ややややったけどったけどったけどったけど、、、、ようわかるようわかるようわかるようわかる。。。。ほほほほいでいでいでいで、、、、私利私私利私私利私私利私欲欲欲欲のののの走走走走りりりりよるよるよるよる。。。。これはこれはこれはこれはねねねね、、、、ももももうううう行行行行政政政政もももも、、、、国国国国ももももだだだだしししし、、、、県県県県ももももだだだだしししし、、、、市市市市ももももだだだだしのしのしのしの。。。。それからそれからそれからそれから、、、、各企業各企業各企業各企業、、、、我我我我がががが懐懐懐懐にににに入入入入れることれることれることれることばばばばっかっかっかっかりりりり。。。。こがなことしちこがなことしちこがなことしちこがなことしちゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、若若若若者者者者のののの犯罪犯罪犯罪犯罪がががが増増増増えるえるえるえる。。。。これこれこれこれ、、、、今今今今のののの若若若若者者者者のののの犯犯犯犯
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罪罪罪罪のののの増増増増加加加加。。。。これのこれのこれのこれの背背背背景景景景はははは皆皆皆皆おおおお金金金金。。。。おおおお金金金金はははは、、、、生生生生活費活費活費活費のおのおのおのお金金金金ではなくではなくではなくではなく、、、、遊遊遊遊ぶぶぶぶ金金金金欲欲欲欲しさにしさにしさにしさに犯罪犯罪犯罪犯罪ししししとるとるとるとる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、昔昔昔昔経経経経験験験験したしたしたした家家家家族族族族のきずなのきずなのきずなのきずな、、、、地域地域地域地域のきずなのきずなのきずなのきずな。。。。感謝感謝感謝感謝のののの心心心心。。。。今今今今、、、、これをこれをこれをこれを、、、、詳詳詳詳ししししいいいい話話話話、、、、ししししたいたいたいたいんんんんがががが、、、、時間時間時間時間がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、せせせせんんんん。。。。     ほほほほんんんんでででで、、、、今今今今、、、、感謝感謝感謝感謝のののの心心心心、、、、全全全全くないくないくないくない、、、、物物物物事事事事にににに対対対対してしてしてして。。。。ほほほほんんんんででででねねねね、、、、今今今今、、、、こがなこがなこがなこがな天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを集集集集めてめてめてめて、、、、今今今今さらこさらこさらこさらこんんんんなことしなことしなことしなことしんんんんささささんんんんなななな言言言言うてうてうてうて。。。。あがなあがなあがなあがな人人人人ばばばばっかっかっかっかりりりり。。。。これはこれはこれはこれは「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」いういういういう言葉言葉言葉言葉がががが出出出出りりりりゃゃゃゃ、、、、自自自自然然然然にににに体体体体がががが動動動動くくくく。。。。そこそこそこそこへへへへみみみみんんんんなななな努努努努力力力力せにせにせにせにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん。。。。それとそれとそれとそれと、「、「、「、「アアアアリリリリととととキキキキリリリリギギギギリリリリスススス」」」」にににに学学学学べべべべ。。。。今今今今のののの、、、、年年年年寄寄寄寄りりりりにしてもにしてもにしてもにしても、、、、ゲゲゲゲートートートートボボボボールールールールじじじじゃゃゃゃ、、、、グラングラングラングランドドドドボボボボールールールールじじじじゃゃゃゃ、、、、遊遊遊遊ぶぶぶぶことことことことばばばばっかっかっかっかりりりり教教教教えてえてえてえて、、、、あれをちいとあれをちいとあれをちいとあれをちいと控控控控えちえちえちえちゃゃゃゃんんんんさいよさいよさいよさいよ。。。。１１１１時間時間時間時間ほほほほどみどみどみどみんんんんなななな手手手手伝伝伝伝いしてみいしてみいしてみいしてみんんんんさいさいさいさい、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ大大大大きなきなきなきな仕仕仕仕事事事事ができるかができるかができるかができるか。。。。そこをようそこをようそこをようそこをよう考考考考ええええんんんんさいいうことよさいいうことよさいいうことよさいいうことよ。。。。     これこれこれこれ、、、、イイイイソソソソップップップップ物物物物語語語語にににに出出出出るるるるじじじじゃゃゃゃないないないない。。。。わしはわしはわしはわしは子子子子供供供供のののの時時時時、、、、習習習習いよったいよったいよったいよった。。。。いっそいっそいっそいっそ今今今今教教教教えちえちえちえちゃゃゃゃーないーないーないーない。。。。こがなこともこがなこともこがなこともこがなことも知知知知らないけらないけらないけらないけんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、できることからできることからできることからできることから行動行動行動行動にににに移移移移すすすす。。。。できもせできもせできもせできもせんんんんことをことをことをことをぺぺぺぺららららぺぺぺぺらしらしらしらしゃゃゃゃべべべべっておってもっておってもっておってもっておってもだだだだめめめめ。。。。できることからできることからできることからできることから１１１１つつつつ１１１１つやりつやりつやりつやりゃゃゃゃ、、、、確確確確実実実実にににに前前前前へへへへ行行行行くくくく。。。。それでそれでそれでそれで、、、、目目目目先先先先のののの欲欲欲欲じじじじゃゃゃゃのうてのうてのうてのうて、、、、孫孫孫孫子子子子がががが安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりをせにをせにをせにをせにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんののののよよよよ。。。。これでこれでこれでこれで、、、、私私私私はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは、、、、世世世世直直直直しであるとしであるとしであるとしであると、、、、大大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷敷敷敷敷いていていていて、、、、大大大大ぼぼぼぼらららら吹吹吹吹けるけるけるける。。。。終終終終わわわわりりりりますますますます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。広島広島広島広島弁弁弁弁ななななんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私にはわかにはわかにはわかにはわかりりりりにくいにくいにくいにくいとことことこところろろろももももごごごございまざいまざいまざいましたがしたがしたがしたが、、、、大大大大変変変変迫迫迫迫力力力力のあるのあるのあるのある、、、、しかししかししかししかし、、、、最最最最後後後後のののの「「「「世世世世直直直直しししし」」」」というようなというようなというようなというような言葉言葉言葉言葉がががが出出出出てまいったとてまいったとてまいったとてまいった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りりり地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは世世世世直直直直しのしのしのしの 1つだつだつだつだとととと、、、、私私私私もそうもそうもそうもそう思思思思いますいますいますいます。。。。     ここからちここからちここからちここからちょょょょっとっとっとっと、、、、時間時間時間時間をををを二二二二、、、、三三三三十十十十分分分分使使使使いましていましていましていまして、、、、4人人人人のののの方方方方々々々々でででで少少少少しししし討討討討議議議議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いいいますますますます。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をををを防止防止防止防止するにはどうするかということでするにはどうするかということでするにはどうするかということでするにはどうするかということで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からからからから、、、、自治体自治体自治体自治体側側側側からはからはからはからは行行行行政政政政のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、少少少少しかたいおしかたいおしかたいおしかたいお話話話話だだだだったかもしれませったかもしれませったかもしれませったかもしれませんんんん、、、、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 NPOのおのおのおのお二二二二方方方方、、、、それからそれからそれからそれから企業企業企業企業のののの立立立立場場場場ということでということでということでということで、、、、緑緑緑緑、、、、木木木木、、、、それからそれからそれからそれから菜菜菜菜のののの花花花花ということでということでということでということで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの話話話話がががが大分大分大分大分出出出出ましたましたましたました。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれにちれにちれにちれにちょょょょっとっとっとっと立立立立場場場場がががが違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな考考考考ええええ方方方方やややや少少少少しししし質質質質問問問問もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそんんんんなようなことをなようなことをなようなことをなようなことを含含含含めてめてめてめて、、、、4名名名名のののの方方方方々々々々それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれにごごごご質質質質問問問問ななななりりりり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、少少少少しししし言言言言いいいい足足足足りりりりなかったなということがあなかったなということがあなかったなということがあなかったなということがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、おおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだけけけけれれれればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。大体大体大体大体それをそれをそれをそれを 35 分分分分ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後はははは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様方方方方からからからからごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けてけてけてけて、、、、またまたまたまた少少少少ししししやりやりやりやりととととりりりりをしたいというをしたいというをしたいというをしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ひひひひととととつつつつよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、いかがでいかがでいかがでいかがでごごごございましざいましざいましざいましょょょょうかうかうかうか。。。。四四四四方方方方、、、、どなたからでもどなたからでもどなたからでもどなたからでも結結結結構構構構ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。まあまあまあまあ、、、、私私私私といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、行行行行政政政政とととと NPO ななななりりりり、、、、企業企業企業企業ななななりりりり、、、、こういったとここういったとここういったとここういったところろろろはどういうはどういうはどういうはどういう連連連連携携携携をとっをとっをとっをとっていったらいいのていったらいいのていったらいいのていったらいいのだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。少少少少しししし保田様保田様保田様保田様ののののほほほほうからもうからもうからもうからも今今今今おおおお話話話話ががががごごごございましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれどもざいましたけれども、、、、連連連連携携携携ププププレレレレーみたいなことがーみたいなことがーみたいなことがーみたいなことが、、、、学学学学をををを含含含含めてめてめてめて、、、、大大大大変変変変重要重要重要重要ななななんじんじんじんじゃゃゃ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。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思いいいいだだだだけでけでけでけで走走走走ってもってもってもっても、、、、ややややははははりりりりどこかでどこかでどこかでどこかでつつつつまずいちまずいちまずいちまずいちゃゃゃゃうううう可能可能可能可能性性性性があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺かかかかららららひひひひととととつつつつおおおお話話話話をををを進進進進めていためていためていためていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。どうでどうでどうでどうでごごごございましざいましざいましざいましょょょょうかうかうかうか。。。。どなたからでどなたからでどなたからでどなたからでもももも、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  私私私私ののののほほほほうからうからうからうから。。。。私私私私たちたちたちたち、、、、NPO をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、そのそのそのその前前前前のののの準備準備準備準備もあもあもあもありりりりましてましてましてまして、、、、およそおよそおよそおよそ 4年年年年になるになるになるになるんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその活動活動活動活動のののの過程過程過程過程でででで、、、、NPO とととと企業企業企業企業、、、、それからそれからそれからそれから行行行行政政政政とのとのとのとの関関関関わわわわりりりりににににつつつついていいていいていいてい
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ろろろろいいいいろろろろ印印印印象象象象、、、、感感感感想想想想があがあがあがありりりりますますますます。。。。まずまずまずまず一一一一番番番番良良良良いというとこいというとこいというとこいというところろろろではではではでは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお見見見見せしましたせしましたせしましたせしました、、、、広島型広島型広島型広島型ののののペレペレペレペレットストーブをットストーブをットストーブをットストーブを開発開発開発開発しようとしようとしようとしようと言言言言ったったったった時時時時にににに、、、、これらがこれらがこれらがこれらが連連連連携携携携することによってですることによってですることによってですることによってできたわけですきたわけですきたわけですきたわけです。。。。私私私私たちたちたちたち NPO がストーブをがストーブをがストーブをがストーブを開発開発開発開発しようといったってしようといったってしようといったってしようといったって、、、、到底到底到底到底無無無無理理理理なななな話話話話ですですですです。。。。ややややははははりりりりこれはこれはこれはこれは、、、、企業企業企業企業のののの技術技術技術技術とととと経済力経済力経済力経済力があってがあってがあってがあって初初初初めてできることでめてできることでめてできることでめてできることで、、、、それでそれでそれでそれで両両両両者者者者ででででややややったったったったんんんんでででですすすす。。。。 

  もしもしもしもし企業企業企業企業だだだだけでけでけでけでややややっていたらどうなったかとっていたらどうなったかとっていたらどうなったかとっていたらどうなったかと言言言言いますといますといますといますと、、、、製品製品製品製品をををを開発開発開発開発してもおそらくしてもおそらくしてもおそらくしてもおそらく企企企企業業業業のののの宣宣宣宣伝伝伝伝ということになということになということになということになりりりりますとますとますとますと、、、、ママママススススココココミはミはミはミはほほほほととととんんんんどどどど取取取取材材材材してこないしてこないしてこないしてこない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、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、開発開発開発開発したしたしたした広島型広島型広島型広島型ペレペレペレペレットストーブをットストーブをットストーブをットストーブを県県県県庁庁庁庁のロのロのロのロビビビビーにーにーにーに置置置置かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいていていていて、、、、デデデデモモモモをずっとしていたをずっとしていたをずっとしていたをずっとしていたんんんんですがですがですがですが、、、、そういうこともまずそういうこともまずそういうこともまずそういうこともまず県県県県庁庁庁庁サイサイサイサイドドドドがががが許許許許すはずがないとすはずがないとすはずがないとすはずがないと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。これがこれがこれがこれが NPO、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる市民団体市民団体市民団体市民団体とととと一一一一緒緒緒緒にくっにくっにくっにくっつつつつくことによってくことによってくことによってくことによって、、、、公公公公共性共性共性共性をををを持持持持ってきまってきまってきまってきますすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これはおそらくこれはおそらくこれはおそらくこれはおそらく企業企業企業企業にとってはにとってはにとってはにとっては非非非非常常常常にににに大大大大きなプラスきなプラスきなプラスきなプラス効効効効果果果果だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。企業企業企業企業のののの溝溝溝溝口口口口社社社社長長長長がががが言言言言っておられたっておられたっておられたっておられたんんんんですがですがですがですが、、、、ニニニニュュュュースになってースになってースになってースになって、、、、日日日日鋼鋼鋼鋼設設設設計計計計というというというという会社会社会社会社のののの名名名名前前前前がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると、、、、会社会社会社会社のののの社社社社員員員員ののののモモモモチチチチベベベベーションがーションがーションがーションが非非非非常常常常にににに上上上上がるということをがるということをがるということをがるということを言言言言っておられっておられっておられっておられましたましたましたました。。。。  そそそそのののの一方一方一方一方でででで、、、、我我我我々々々々にとにとにとにとりりりりましてはましてはましてはましては、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが欲欲欲欲しかったしかったしかったしかった道道道道具具具具がががが手手手手にににに入入入入るるるる。。。。これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの活動活動活動活動にとってはにとってはにとってはにとっては非非非非常常常常にににに大大大大きなプラスでしたきなプラスでしたきなプラスでしたきなプラスでした。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、行行行行政政政政のののの関関関関わわわわりりりり合合合合いといいますといといいますといといいますといといいますと、、、、ややややははははりりりり NPO といいましてもといいましてもといいましてもといいましても、、、、すすすすぐぐぐぐ、、、、最初最初最初最初からからからから「「「「ああああ、、、、そうですかそうですかそうですかそうですか」」」」というというというというふふふふうにはなかなかいきませうにはなかなかいきませうにはなかなかいきませうにはなかなかいきませんんんん。。。。一方一方一方一方、、、、このこのこのこのごごごご時時時時世世世世、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、国国国国をををを含含含含めめめめ、、、、大大大大変変変変なななな借借借借金金金金をををを抱抱抱抱えているえているえているえている状況状況状況状況でででで、、、、全部全部全部全部行行行行政政政政がががが町町町町づくづくづくづくりりりりをををを指指指指導導導導しなさいしなさいしなさいしなさい、、、、それをそれをそれをそれをやりやりやりやりなさいとなさいとなさいとなさいと言言言言ってもってもってもっても、、、、到底到底到底到底これはこれはこれはこれは無無無無理理理理だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、NPO ははははほほほほととととんんんんどどどど手手手手弁弁弁弁当当当当でででで、、、、しかもしかもしかもしかも皆皆皆皆ささささんんんん、、、、好好好好きできできできでややややっていますっていますっていますっています。。。。そういったそういったそういったそういった背背背背景景景景からからからから行行行行政政政政サイサイサイサイドドドドがががが NPO をいかにをいかにをいかにをいかにうまくうまくうまくうまく使使使使うかうかうかうか、、、、これはこれはこれはこれは行行行行政政政政のこれからのあのこれからのあのこれからのあのこれからのありりりり方方方方だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの NPO をををを地域地域地域地域でででで育育育育てててててててて、、、、それをうまくそれをうまくそれをうまくそれをうまく使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。是是是是非非非非こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを行行行行政政政政のののの方方方方々々々々ににににややややっていっていたっていっていたっていっていたっていっていただだだだけたけたけたけたらというらというらというらというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。今今今今のことでのことでのことでのことで何何何何かあかあかあかありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  あのあのあのあのねねねね、、、、早田早田早田早田先先先先生生生生、、、、NPO いうのはいうのはいうのはいうのは、、、、金金金金がないのうがないのうがないのうがないのう。。。。それでそれでそれでそれでねねねね、、、、結結結結局局局局、、、、NPO はははは、、、、このこのこのこのババババイイイイオマオマオマオマスいうのはスいうのはスいうのはスいうのは、、、、最初最初最初最初、、、、先先先先生生生生、、、、言言言言いいいいんんんんさったよのうさったよのうさったよのうさったよのう。。。。そのそのそのその幅幅幅幅広広広広うあるのをどうにかしてうあるのをどうにかしてうあるのをどうにかしてうあるのをどうにかして集集集集めにめにめにめにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん。。。。そのそのそのその集集集集めるとこでめるとこでめるとこでめるとこでねねねね 庄庄庄庄原原原原でもでもでもでも木木木木をををを集集集集めるのめるのめるのめるの大大大大変変変変でででで、、、、そこをそこをそこをそこをねねねね、、、、どうどうどうどうややややってってってってややややるかいうことはるかいうことはるかいうことはるかいうことは、、、、住住住住民一民一民一民一人人人人一一一一人人人人、、、、これがこれがこれがこれがねねねね、、、、いかにいかにいかにいかに力合力合力合力合わせにわせにわせにわせにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんかいうことかいうことかいうことかいうこと。。。。私私私私はははは、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油のののの回回回回収収収収、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの回回回回収収収収のうのうのうのう、、、、これもこれもこれもこれもねねねね、、、、今一今一今一今一々々々々我我我我々々々々がががが、、、、NPO法人法人法人法人がががが取取取取りりりりにににに行行行行きよるかいうときよるかいうときよるかいうときよるかいうと（（（（行行行行っているかといっているかといっているかといっているかというとうとうとうと）、）、）、）、そうそうそうそうじじじじゃゃゃゃないないないない。。。。住住住住民民民民のののの人人人人、、、、これがこれがこれがこれがねねねね、「、「、「、「おいおいおいおい、、、、ああああんんんんたたたた、、、、あっこまであっこまであっこまであっこまで便便便便がなーかいがなーかいがなーかいがなーかい。。。。あっこまでわしあっこまでわしあっこまでわしあっこまでわし、、、、送送送送っとくけっとくけっとくけっとくけ。。。。次次次次はあはあはあはあんんんんたたたた、、、、だだだだれれれれぞぞぞぞ便便便便があがあがあがありりりりゃゃゃゃ、、、、あっからあっこあっからあっこあっからあっこあっからあっこへへへへ持持持持ってってってって行行行行ってってってって」」」」言言言言うううう。。。。こういうこういうこういうこういう地域地域地域地域システムシステムシステムシステム。。。。これをこれをこれをこれをつつつつくらにくらにくらにくらにゃゃゃゃええことなええことなええことなええことなりりりりゃゃゃゃせせせせんんんん。。。。 

  ききききょょょょうううう、、、、ここでここでここでここで、、、、市民市民市民市民、、、、NPO、、、、行行行行政政政政がががが出出出出てきたてきたてきたてきたんだんだんだんだがががが、、、、このパワーがこのパワーがこのパワーがこのパワーが大事大事大事大事ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。行行行行政政政政のののの人人人人、、、、あのあのあのあの箱箱箱箱ものにおるものにおるものにおるものにおる時時時時にはにはにはには行行行行政政政政ママママンかもしらンかもしらンかもしらンかもしらんんんんがががが、、、、地域地域地域地域にににに帰帰帰帰ったらったらったらったら一一一一住住住住民民民民だだだだあのあのあのあの。。。。一一一一人人人人ののののリリリリーダーとしてーダーとしてーダーとしてーダーとして、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっちっちっちっちゃゃゃゃんんんんせーのせーのせーのせーの（（（（ややややってくってくってくってくだだだださいさいさいさい）、）、）、）、NPO もももも育育育育つつつつしししし、、、、行行行行政政政政もももも、、、、金金金金もえっともえっともえっともえっと使使使使わわわわんんんんこうにこうにこうにこうに、、、、地域地域地域地域がおがおがおがお互互互互いにいにいにいにねねねね、、、、思思思思いいいいややややるるるる心心心心生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス
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のののの展開展開展開展開、、、、うまいこといかあのうまいこといかあのうまいこといかあのうまいこといかあの。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスニッスニッスニッスニッポポポポンンンン言言言言うてうてうてうて、、、、こうこうこうこうげげげげえなえなえなえな（（（（このようなこのようなこのようなこのような））））言言言言葉葉葉葉がががが出出出出てるてるてるてるげげげげのののの、、、、いかにいかにいかにいかに集集集集めてめてめてめて、、、、作作作作ってってってって、、、、出口出口出口出口ををををつつつつくるかくるかくるかくるかだだだだけけけけ。。。。使使使使わなにわなにわなにわなにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんかかかかだだだだけけけけ。。。。天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを持持持持ってってってって行行行行ってってってって、、、、ＢＤＢＤＢＤＢＤＦＦＦＦにするとにするとにするとにすると、、、、税税税税金金金金取取取取るるるる言言言言うてうてうてうて、、、、足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るのるのるのるのはははは行行行行政政政政だだだだ言言言言うとるうとるうとるうとるんんんんよよよよ。。。。銭銭銭銭をををを取取取取ることることることることばばばばっかっかっかっかりりりり考考考考ええええんんんんささささんんんんなてなてなてなて言言言言ううううんんんんよよよよ。。。。いいいいやややや銭銭銭銭をををを取取取取ってもええけってもええけってもええけってもええけ、、、、必必必必ずずずずキキキキックックックックババババックしてくれえックしてくれえックしてくれえックしてくれえ言言言言ううううんんんんよよよよ。。。。それをそれをそれをそれを取取取取ることることることることばばばばっかっかっかっかりりりり。。。。 

 竹林竹林竹林竹林     大大大大変変変変迫迫迫迫力力力力のあるのあるのあるのある、、、、おもしおもしおもしおもしろろろろいといといといと言言言言ってはってはってはっては大大大大変変変変語語語語弊弊弊弊ががががごごごございますけれどもざいますけれどもざいますけれどもざいますけれども、、、、みみみみんんんんなななな心心心心にににに感感感感ずるとこずるとこずるとこずるところろろろがあるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃ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。。。。企業企業企業企業にににに立立立立場場場場からはどういうようなからはどういうようなからはどういうようなからはどういうような NPO ないしないしないしないしはははは行行行行政政政政とのとのとのとの組組組組みみみみ方方方方みたいなものがあるみたいなものがあるみたいなものがあるみたいなものがあるんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。連連連連携携携携ががががややややははははりりりり大事大事大事大事だだだだしししし、、、、今今今今のののの保田様保田様保田様保田様からのおからのおからのおからのお話話話話のようにのようにのようにのように、、、、みみみみんんんんなのなのなのなの力力力力がががが一一一一つつつつずずずずつつつつ……………………。。。。 

 正正正正本本本本代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。今今今今、、、、保田保田保田保田ささささんんんんからおからおからおからお話話話話があったがあったがあったがあった中中中中でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる箱箱箱箱にににに入入入入っているっているっているっている時時時時とととと外外外外にににに出出出出たたたた時時時時のののの立立立立場場場場というのをというのをというのをというのを、、、、まあまあまあまあ、、、、私私私私もももも、、、、今今今今はははは会社会社会社会社名名名名でででで出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、そのそのそのその利利利利益益益益というもののというもののというもののというものの中中中中でででで企業活動企業活動企業活動企業活動をしていくをしていくをしていくをしていくんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一歩歩歩歩外外外外にににに出出出出たたたた時時時時にはにはにはには、、、、今今今今のようなのようなのようなのようなボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動のののの中中中中でででで環境環境環境環境教育教育教育教育にににに関関関関わるようなことをわるようなことをわるようなことをわるようなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。子子子子供供供供たちをたちをたちをたちを集集集集めてはめてはめてはめては、、、、カカカカヌヌヌヌーーーー教教教教室室室室ををををややややったったったったりりりりとかとかとかとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる学学学学校校校校にににに行行行行けけけけばばばば、、、、土土土土いいいいじりじりじりじりをするをするをするをする、、、、弱弱弱弱っているっているっているっている木木木木をみをみをみをみんんんんなでなでなでなで直直直直していしていしていしていこうとかこうとかこうとかこうとか、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる連連連連携携携携とはとはとはとは言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、そのそのそのその人人人人、、、、人人人人がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうにうにうにうに動動動動いているかというのがいているかというのがいているかというのがいているかというのが一一一一番番番番大事大事大事大事だだだだとととと環境活動環境活動環境活動環境活動をしながらをしながらをしながらをしながら思思思思っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。このこのこのこの人人人人はははは行行行行政政政政ママママンンンン、、、、このこのこのこの人人人人はははは企業企業企業企業人人人人、、、、このこのこのこの人人人人ははははボボボボランテランテランテランティィィィアをアをアをアを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっていっていっていっているるるる人人人人というというというという仕仕仕仕分分分分けけけけ自体自体自体自体がもうがもうがもうがもう何何何何かナンかナンかナンかナンセセセセンスなンスなンスなンスな時時時時代代代代にににに入入入入ってきているってきているってきているってきているんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そこをそこをそこをそこを、、、、何何何何かそういうかそういうかそういうかそういうふふふふうなうなうなうな絵絵絵絵にににに描描描描いたいたいたいた時時時時にににに、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに丸丸丸丸にしてしまうにしてしまうにしてしまうにしてしまうんんんんですですですですねねねね、、、、それでネットワークというそれでネットワークというそれでネットワークというそれでネットワークというふふふふうにうにうにうに。。。。だだだだからからからから、、、、それをもっとそれをもっとそれをもっとそれをもっと持持持持ちちちち寄寄寄寄ったようなったようなったようなったような形形形形というのがというのがというのがというのが新新新新たにこれからできていかないといけないたにこれからできていかないといけないたにこれからできていかないといけないたにこれからできていかないといけない。。。。 

  そのそのそのその中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの、、、、NPO とかとかとかとか市民活動市民活動市民活動市民活動というのはおというのはおというのはおというのはお金金金金がないがないがないがないんんんんですですですですねねねね。。。。私私私私らもらもらもらもややややってってってっていていていていてつつつつくづくくづくくづくくづく思思思思いますいますいますいます。。。。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くのにくのにくのにくのに、、、、文文文文章章章章をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命書書書書いていていていて、、、、そっちのそっちのそっちのそっちのほほほほうにうにうにうに労労労労力力力力がががが要要要要ってってってって、、、、結結結結局局局局事事事事務局務局務局務局のののの人人人人がががが行動行動行動行動するということがなかなかおするということがなかなかおするということがなかなかおするということがなかなかおろろろろそかになってしまうそかになってしまうそかになってしまうそかになってしまうんんんんですですですですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう隘隘隘隘路路路路があってがあってがあってがあって、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを、、、、もっともっともっともっと活動活動活動活動をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、純粋純粋純粋純粋にににに動動動動けることにけることにけることにけることに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方のののの整整整整理理理理とかというのはとかというのはとかというのはとかというのは、、、、これからゼロエミッションにこれからゼロエミッションにこれからゼロエミッションにこれからゼロエミッションにつつつついてもいてもいてもいても、、、、温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、地地地地道道道道なななな活動活動活動活動のののの積積積積みみみみ上上上上げげげげということでということでということでということで、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが必要必要必要必要になるになるになるになるのかなとのかなとのかなとのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。ネットワークとかネットワークとかネットワークとかネットワークとか、、、、提提提提携携携携、、、、連連連連携携携携というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな、、、、格格格格好好好好いいいいいいいい言葉言葉言葉言葉ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際ややややるのはるのはるのはるのは相相相相当難当難当難当難しいしいしいしいだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。保田保田保田保田ささささんんんんもさっきもさっきもさっきもさっきおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられたしられたしられたしられたし、、、、正正正正本本本本ささささんんんんもももも、、、、早田早田早田早田ささささんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃられたられたられたられた。。。。行行行行政政政政側側側側からはからはからはからは、、、、そういうもそういうもそういうもそういうものにのにのにのに対対対対してしてしてして何何何何かかかか支支支支援援援援ななななりりりり、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、3対対対対 1 でででで非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いいいい立立立立場場場場ですがですがですがですが、、、、家庭家庭家庭家庭人人人人というかというかというかというか、、、、組組組組織織織織をををを離離離離れたれたれたれた時時時時のことものことものことものことも含含含含めてめてめてめて、、、、何何何何かかかか思思思思うとこうとこうとこうところろろろががががごごごございましたらざいましたらざいましたらざいましたら。。。。 

 田原課長田原課長田原課長田原課長 
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  私私私私もももも今今今今、、、、行行行行政政政政としてとしてとしてとして出出出出ていますのでていますのでていますのでていますので、、、、一一一一応応応応行行行行政政政政としてのとしてのとしてのとしての発言発言発言発言ということになということになということになということになりりりりますがますがますがますが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの NPO、、、、早田早田早田早田ささささんんんんであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、保田保田保田保田ささささんんんんのののの話話話話をををを聞聞聞聞きましてきましてきましてきまして、、、、私私私私もももも NPO のののの方方方方といといといといろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話しすることがしすることがしすることがしすることが多多多多いですがいですがいですがいですが、、、、ややややははははりりりり NPO のののの時時時時代代代代かなというのをかなというのをかなというのをかなというのを最近最近最近最近はははは非非非非常常常常にににに感感感感じじじじてててておおおおりりりりますますますます。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても行行行行政政政政というのはというのはというのはというのは税税税税金金金金をををを使使使使うといううといううといううという性性性性格格格格ががががごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、それとそれとそれとそれと年度年度年度年度間間間間のののの予予予予算算算算にににに縛縛縛縛られるというようなこともあられるというようなこともあられるというようなこともあられるというようなこともありりりりますのでますのでますのでますので、、、、機機機機動的動的動的動的でないですでないですでないですでないですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、「、「、「、「ここここれがいいれがいいれがいいれがいいじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか、、、、やろやろやろやろううううやややや」」」」とととと NPO のののの方方方方がががが言言言言われてわれてわれてわれて、、、、行行行行政政政政ののののほほほほうはうはうはうは、、、、それをそれをそれをそれをややややるといるといるといるというううう意意意意思思思思決決決決定定定定までまでまでまで少少少少しししし時間時間時間時間がかかるというがかかるというがかかるというがかかるという欠欠欠欠点点点点があがあがあがあろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその点点点点、、、、NPO のののの方方方方ははははすすすすぐぐぐぐできるといいますかできるといいますかできるといいますかできるといいますか、、、、行動力行動力行動力行動力というというというという部部部部分分分分ではではではでは非非非非常常常常にににに行行行行政政政政もももも学学学学ばばばばなくちなくちなくちなくちゃゃゃゃいけないなといけないなといけないなといけないなといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  そうはそうはそうはそうは言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、活動費活動費活動費活動費がないというとこがないというとこがないというとこがないというところろろろはははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとこるとこるとこるところだろだろだろだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。保田保田保田保田ささささんんんんののののほほほほうはうはうはうは、、、、あっとあっとあっとあっと言言言言うううう間間間間にににに 600 万集万集万集万集められてめられてめられてめられて、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい手手手手腕腕腕腕だだだだなとちなとちなとちなとちょょょょっっっっとととと感感感感激激激激いたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれどもいたしましたけれども。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、保田保田保田保田ささささんんんんのおのおのおのお話話話話でででで 1 つつつつ私私私私がががが思思思思いましたのがいましたのがいましたのがいましたのが、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを出出出出してくれるのがしてくれるのがしてくれるのがしてくれるのが一一一一人人人人ひひひひととととりりりりななななんだんだんだんだよということがよということがよということがよということがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、私私私私もももも、、、、帰帰帰帰ったらったらったらったらごごごごみをみをみをみを出出出出すすすす係係係係ででででごごごございますざいますざいますざいますけれどもけれどもけれどもけれども……………………。（。（。（。（笑笑笑笑））））今広島市今広島市今広島市今広島市はははは分分分分別別別別をををを 8種種種種類類類類にににに分分分分けてけてけてけて出出出出してもらっていますしてもらっていますしてもらっていますしてもらっています。。。。INE OASAみたいなみたいなみたいなみたいな取取取取りりりり組組組組みをしようとしたみをしようとしたみをしようとしたみをしようとした時時時時にににに、、、、1人人人人でもでもでもでも悪悪悪悪いことをしちいことをしちいことをしちいことをしちゃゃゃゃうとうとうとうと、、、、全部全部全部全部ががががだだだだめになっめになっめになっめになってしまうてしまうてしまうてしまうんんんん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、、、、ややややははははりりりりこういうこういうこういうこういう温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策のののの事業事業事業事業ををををややややろろろろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに決決決決めたらめたらめたらめたら、、、、みみみみんんんんながルールにながルールにながルールにながルールに従従従従ってってってって、、、、みみみみんんんんなななな協力協力協力協力していかないとできないとこしていかないとできないとこしていかないとできないとこしていかないとできないところろろろがあるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、ややややははははりりりり NPO とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう団体団体団体団体のののの活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、進進進進めるめるめるめる中中中中心心心心だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、行行行行政政政政のようなのようなのようなのような、、、、大大大大きくきくきくきく網網網網をかけていくをかけていくをかけていくをかけていく、「、「、「、「このこのこのこの町町町町にににに住住住住んんんんででででいるいるいるいるんだんだんだんだからからからから、、、、ああああんんんんたたたた、、、、こうしなさいこうしなさいこうしなさいこうしなさい」」」」じじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、「、「、「、「こうこうこうこうやろやろやろやろうようようようよ」」」」とととと言言言言うううう人人人人がががが集集集集まったまったまったまった部部部部分分分分をををを中中中中心心心心にににに進進進進んんんんでいくというのがこれからのでいくというのがこれからのでいくというのがこれからのでいくというのがこれからの方向方向方向方向性性性性かなというかなというかなというかなというふふふふうにはうにはうにはうには思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ききききょょょょうのうのうのう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でででで、、、、究極究極究極究極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、、、、それでそれでそれでそれでババババイイイイオマオマオマオマスススス活用活用活用活用というというというという話話話話があったかとがあったかとがあったかとがあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、自自自自然然然然エネルギーをそこにエネルギーをそこにエネルギーをそこにエネルギーをそこにどうどうどうどう加加加加えていくかということもえていくかということもえていくかということもえていくかということも、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ということではということではということではということでは非非非非常常常常にににに大大大大切切切切だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの活用活用活用活用ということということということということ、、、、それからそれからそれからそれから自自自自然然然然エネルギーもエネルギーもエネルギーもエネルギーも活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを行行行行いいいい、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対対対対策策策策をををを行行行行うということうということうということうというこ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。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの場場場場合合合合ですですですですとととと、、、、入入入入りりりりとととと出出出出とととと言言言言いましいましいましいましょょょょうかうかうかうか、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども話話話話があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、どうどうどうどうややややってってってって原原原原材材材材料料料料をををを集集集集めるめるめるめるかかかか、、、、非非非非常常常常にににに薄薄薄薄くくくく、、、、広広広広くあるものくあるものくあるものくあるもの、、、、それからそれからそれからそれから山山山山からからからから林林林林地地地地残材残材残材残材ななななりりりり間間間間伐伐伐伐材材材材をおをおをおをおろろろろすにしてもすにしてもすにしてもすにしても、、、、非非非非常常常常にににに労労労労力力力力もももも要要要要るるるる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、家庭家庭家庭家庭からからからから生生生生ごごごごみをみをみをみを上手上手上手上手にににに集集集集めれめれめれめればばばば、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵ををををやりやりやりやり、、、、そそそそれがれがれがれが先先先先ほほほほどのロータどのロータどのロータどのロータリリリリーエンジンのーエンジンのーエンジンのーエンジンの水素水素水素水素のののの燃燃燃燃料料料料にもにもにもにも変変変変わるわるわるわる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、家庭家庭家庭家庭からからからから生生生生ごごごごみをみをみをみを集集集集めるというようなことめるというようなことめるというようなことめるというようなこと、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にににに大大大大変変変変なことになるとなことになるとなことになるとなことになると思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう入入入入りりりり口口口口のののの問問問問題題題題、、、、真真真真んんんん中中中中のののの技術技術技術技術のののの問問問問題題題題、、、、最最最最後後後後のののの、、、、出出出出来来来来上上上上がったがったがったがった製品製品製品製品をどうまたをどうまたをどうまたをどうまた買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけるけるけるけるかというかというかというかという新新新新しいしいしいしいビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルルルル、、、、つつつつままままりりりりおおおお金金金金のののの問問問問題題題題ですよですよですよですよねねねね。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの問問問問題題題題もあるのではもあるのではもあるのではもあるので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。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のことにのことにのことにのことにつつつついていていていて、、、、集集集集めめめめ方方方方、、、、それからそれからそれからそれからビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルみたいなもルみたいなもルみたいなもルみたいなものののの、、、、おおおお金金金金にもにもにもにも関係関係関係関係しますがしますがしますがしますが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のことでのことでのことでのことで何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見があったがあったがあったがあったらららら、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 
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  それそれそれそれじじじじゃゃゃゃ、、、、またまたまたまた私私私私ののののほほほほうからうからうからうから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと先先先先鞭鞭鞭鞭をををを切切切切らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをちみをちみをちみをちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。今現今現今現今現在在在在、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを出出出出しているしているしているしている、、、、ししししかもかもかもかも出出出出すのがどすのがどすのがどすのがどんんんんどどどどんんんん増増増増えているとこえているとこえているとこえているところろろろはどこかはどこかはどこかはどこか。。。。大体大体大体大体、、、、企業企業企業企業ささささんんんんはははは非非非非常常常常にににに企業企業企業企業努努努努力力力力されされされされていましてていましてていましてていまして、、、、横横横横ばばばばいかいかいかいか、、、、むむむむししししろろろろ減減減減っているっているっているっているんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん出出出出ているのはているのはているのはているのはむむむむししししろろろろ我我我我々々々々のののの家庭家庭家庭家庭からからからから非非非非常常常常にたくさにたくさにたくさにたくさんんんん出出出出ているているているている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生生生生協協協協ひひひひろろろろしまさしまさしまさしまさんんんんのののの調調調調査結査結査結査結果果果果をををを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと驚驚驚驚いたいたいたいた次次次次第第第第ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、一一一一番番番番不不不不摂摂摂摂生生生生をしてをしてをしてをしているのがいるのがいるのがいるのが実実実実はははは我我我我々々々々であるとであるとであるとであると。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、家庭家庭家庭家庭からからからから出出出出るもののるもののるもののるものの中中中中でででで一一一一番番番番 CO2 をををを出出出出すのがすのがすのがすのが、、、、実実実実はははは暖暖暖暖房房房房とかとかとかとか、、、、それそれそれそれからあとからあとからあとからあと給湯給湯給湯給湯用用用用のエネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとして CO2 をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん出出出出しているということがあしているということがあしているということがあしているということがありりりりますますますます。。。。    我我我我々々々々はまずはまずはまずはまず、、、、林林林林地地地地残材残材残材残材にしにしにしにしろろろろ、、、、製製製製材材材材廃廃廃廃材材材材、、、、特特特特にににに製製製製材材材材廃廃廃廃材材材材というのはというのはというのはというのは今産業今産業今産業今産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ですからですからですからですから、、、、これをうまくこれをうまくこれをうまくこれをうまくペレペレペレペレットにかえましてットにかえましてットにかえましてットにかえまして、、、、暖暖暖暖房房房房であれであれであれであればばばばペレペレペレペレットストーブットストーブットストーブットストーブ、、、、それからそれからそれからそれから給湯給湯給湯給湯用用用用のののの家庭家庭家庭家庭用用用用ののののボボボボイラーイラーイラーイラー、、、、実実実実はこれがないはこれがないはこれがないはこれがないんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、これがないということからこれがないということからこれがないということからこれがないということから、、、、今今今今、、、、広広広広島県島県島県島県のののの企業企業企業企業ささささんんんん、、、、それからそれからそれからそれから我我我我々々々々、、、、それからそれからそれからそれから県県県県庁庁庁庁のののの方方方方、、、、一一一一緒緒緒緒になになになになりりりりましてましてましてまして、、、、実実実実はははは家庭家庭家庭家庭用用用用のののの給給給給湯湯湯湯ボボボボイラーイラーイラーイラーをををを開発開発開発開発しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。おそらくこのおそらくこのおそらくこのおそらくこの年度年度年度年度末末末末ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには実実実実物物物物がががが見見見見られるのではなられるのではなられるのではなられるのではないかいかいかいか。。。。それができますとそれができますとそれができますとそれができますと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる暖暖暖暖房房房房・・・・給湯給湯給湯給湯用用用用ののののペレペレペレペレットットットットボボボボイラーができますイラーができますイラーができますイラーができます。。。。最近最近最近最近、、、、オオオオールールールール電電電電化化化化ハハハハウウウウスというのがすスというのがすスというのがすスというのがすごごごごくくくく注注注注目目目目されてされてされてされて、、、、ははははややややっていますけれどっていますけれどっていますけれどっていますけれど、、、、電電電電気気気気というのはというのはというのはというのは化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料をををを使使使使っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、ゆくゆくまたこれがいゆくゆくまたこれがいゆくゆくまたこれがいゆくゆくまたこれがいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題になるになるになるになる可能可能可能可能性性性性もあもあもあもありりりりますますますます。。。。我我我我々々々々はははは、、、、オオオオールールールールペレペレペレペレットットットットハハハハウウウウスというのをスというのをスというのをスというのをぜひぜひぜひぜひつつつつくってみたいとくってみたいとくってみたいとくってみたいと。。。。我我我我々々々々はははは、、、、そういうそういうそういうそういう木木木木ののののエネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを立立立立てられるてられるてられるてられる、、、、ぜひぜひぜひぜひそういうそういうそういうそういうモデモデモデモデルをこのルをこのルをこのルをこの庄庄庄庄原原原原をはをはをはをはじじじじめめめめ広島県広島県広島県広島県ででででつつつつくくくくってみたいというってみたいというってみたいというってみたいというふふふふうにうにうにうに今今今今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ここころろろろですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、それがそれがそれがそれが入入入入りりりり口口口口、、、、真真真真んんんん中中中中――――――――真真真真んんんん中中中中ははははペレペレペレペレットですけれどもットですけれどもットですけれどもットですけれども――――――――出口出口出口出口はははは、、、、そういうそういうそういうそういう家庭家庭家庭家庭用用用用のののの給湯給湯給湯給湯用用用用ボボボボイラーとかスイラーとかスイラーとかスイラーとかストーブということになるかとトーブということになるかとトーブということになるかとトーブということになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林     そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ペレペレペレペレットのットのットのットの販売販売販売販売というのもというのもというのもというのも非非非非常常常常にににに新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルをルをルをルをつつつつくくくくらないとらないとらないとらないと……………………。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、今年今年今年今年のののの 9 月月月月にににに、、、、ペレペレペレペレットのットのットのットの生生生生産産産産・・・・販売販売販売販売組組組組合合合合をををを庄庄庄庄原原原原にににに立立立立ちちちち上上上上げげげげまままましたしたしたした。。。。これがこれがこれがこれが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく次年度次年度次年度次年度になるとになるとになるとになると思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、動動動動きききき始始始始めますめますめますめます。。。。実際実際実際実際、、、、既既既既にににに広島広島広島広島県県県県をををを中中中中心心心心にににに 100 トントントントン近近近近いいいいペレペレペレペレットのットのットのットの需需需需要要要要があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、これにこれにこれにこれに供供供供給給給給するするするする形形形形でででで今今今今流流流流通通通通シスシスシスシステムをテムをテムをテムをつつつつくくくくりつつりつつりつつりつつあるとこあるとこあるとこあるところろろろですですですです。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  おおおお金金金金はははは少少少少しししし回回回回っていくということでいいっていくということでいいっていくということでいいっていくということでいいんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  いいいいややややああああ……………………。。。。先先先先ほほほほどからどからどからどから出出出出ていますようにていますようにていますようにていますように、、、、NPO というのはというのはというのはというのは本本本本当当当当におにおにおにお金金金金がないといいまがないといいまがないといいまがないといいますかすかすかすか、、、、何何何何とかこれとかこれとかこれとかこれ、、、、是是是是非非非非ななななんんんんとかしていたとかしていたとかしていたとかしていただだだだきたいなというのがきたいなというのがきたいなというのがきたいなというのが願願願願いないないないなんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  もうけちもうけちもうけちもうけちゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん……………………。。。。 



 82

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  もうけることはできませもうけることはできませもうけることはできませもうけることはできませんんんんけどけどけどけど……………………。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを使使使使うとうとうとうと、、、、おおおお金金金金がなかなかうまくがなかなかうまくがなかなかうまくがなかなかうまく回回回回らないというらないというらないというらないという話話話話があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりり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モデモデモデモデルをルをルをルをつつつつくらなきくらなきくらなきくらなきゃゃゃゃいけないですいけないですいけないですいけないですしししし、、、、本本本本来来来来はははは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物にににに近近近近いものいものいものいもの――――――――であであであでありりりりますよますよますよますよねねねね、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、原原原原料料料料はははは。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを取取取取りりりり扱扱扱扱うわけですからうわけですからうわけですからうわけですから、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかややややっっっっぱぱぱぱりりりりアイアイアイアイデデデデアアアア、、、、知知知知恵恵恵恵がががが要要要要ることることることることだだだだとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、これからのこれからのこれからのこれからの団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代がががが社会社会社会社会をををを卒卒卒卒業業業業したしたしたした、、、、そのそのそのその方方方方々々々々のののの力力力力もももも使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、保田保田保田保田ささささんんんんもももも、、、、先先先先ほほほほどどどど、「、「、「、「10人人人人のののの」」」」というようなというようなというようなというような言葉言葉言葉言葉があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そそそそんんんんなようなとこなようなとこなようなとこなようなところろろろでででで、、、、何何何何かおもしかおもしかおもしかおもしろろろろいいいいアイアイアイアイデデデデアはアはアはアはごごごございませざいませざいませざいませんんんんかかかか。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長     大学大学大学大学でもでもでもでも行行行行ってってってって、、、、頭頭頭頭がええがええがええがええ人人人人はもうけがはもうけがはもうけがはもうけが出出出出よるよよるよよるよよるよ。。。。わしらみたいなのはわしらみたいなのはわしらみたいなのはわしらみたいなのは、、、、頭頭頭頭ががががポポポポースースースースケケケケでででで、、、、銭銭銭銭のなあのなあのなあのなあ（（（（ないないないない））））者者者者はのはのはのはの、、、、そがーにそがーにそがーにそがーに（（（（そそそそんんんんなになになになに））））簡簡簡簡単単単単にもうかるものはあにもうかるものはあにもうかるものはあにもうかるものはありりりりゃゃゃゃせせせせんんんん。。。。ほほほほんんんんでででで、、、、これがこれがこれがこれがねねねね、、、、今今今今のこののこののこののこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、これがこれがこれがこれが菜菜菜菜のののの花花花花でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会がががが確確確確実実実実にににに回回回回ってってってって、、、、確確確確実実実実にできてくることによってにできてくることによってにできてくることによってにできてくることによって、、、、ここでここでここでここでねねねね、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーービビビビジネスがジネスがジネスがジネスがピピピピシシシシャャャャッとッとッとッと確確確確立立立立できますよできますよできますよできますよ。。。。これにはこれにはこれにはこれには、、、、ままままだだだだもうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっと年年年年数数数数かかるかかるかかるかかる。。。。たかがたかがたかがたかが 5 年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、ええええっとっとっとっと銭銭銭銭をををを使使使使わわわわんんんんこうにこうにこうにこうに（（（（使使使使わないでわないでわないでわないで）、）、）、）、何何何何がもうかがもうかがもうかがもうかろろろろうかいのうかいのうかいのうかいの。。。。次次次次のののの作作作作戦戦戦戦、、、、このこのこのこの階段階段階段階段をどうをどうをどうをどう上上上上がっていくかがっていくかがっていくかがっていくか。。。。おおおお客客客客ささささんんんんにはにはにはには 7 つつつつのののの財布財布財布財布があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその財布財布財布財布をををを、、、、どのどのどのどの財布財布財布財布のがまのがまのがまのがま口口口口からからからから開開開開けさせてこにけさせてこにけさせてこにけさせてこにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんんかかかか。。。。目目目目的的的的をををを達達達達成成成成するためにはそのするためにはそのするためにはそのするためにはその階段階段階段階段、、、、7 つつつつのののの階段階段階段階段をををを上上上上がってこそがってこそがってこそがってこそ、、、、初初初初めてめてめてめてココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーーーービビビビジネスがジネスがジネスがジネスが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、行行行行政政政政とのかかわとのかかわとのかかわとのかかわりりりり。。。。これこれこれこれ、、、、我我我我々々々々はははは今合今合今合今合併併併併してしてしてして北北北北広島広島広島広島町町町町になったになったになったになった。。。。でででで、、、、北北北北広島広島広島広島町町町町としてとしてとしてとして今今今今菜菜菜菜のののの花花花花プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム、、、、庁庁庁庁舎舎舎舎内内内内でできようとしとるでできようとしとるでできようとしとるでできようとしとるんんんんですよですよですよですよ。。。。ここがここがここがここが官官官官民一民一民一民一体体体体になってになってになってになって、、、、地域地域地域地域のののの、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民もももも一一一一緒緒緒緒にどういうにどういうにどういうにどういう形形形形でででで動動動動くかくかくかくか。。。。昨昨昨昨日日日日、、、、実実実実はははは、、、、先先先先生生生生、、、、みみみみんんんんななななにににに、、、、寄寄寄寄ってもってもってもってもろろろろうてのうてのうてのうての、、、、またええまたええまたええまたええ話話話話をををを聞聞聞聞かせてもかせてもかせてもかせてもろろろろうたうたうたうたんんんん。。。。みみみみんんんんなのなのなのなの知知知知恵恵恵恵がががが大事大事大事大事。。。。三人三人三人三人寄寄寄寄れれれればばばば文文文文殊殊殊殊のののの知知知知恵恵恵恵。。。。ええええええええ知知知知恵恵恵恵をもらえるをもらえるをもらえるをもらえる。。。。まあまあまあまあ、、、、今今今今わしがしわしがしわしがしわしがしゃゃゃゃべべべべったものったものったものったもの、、、、皆皆皆皆、、、、人人人人がががが言言言言うちうちうちうちゃゃゃゃったったったった言葉言葉言葉言葉、、、、ししししゃゃゃゃべべべべったったったっただだだだけけけけ。。。。協働協働協働協働、、、、ともにともにともにともに働働働働くくくく。。。。これはこれはこれはこれはねねねね、、、、ほほほほんんんんとととと、、、、住住住住民民民民がががが動動動動かかかかんんんんことことことことににににゃゃゃゃ、、、、ねねねね、、、、これがこれがこれがこれが住住住住民民民民がががが動動動動ききききゃゃゃゃ、、、、行行行行政政政政はははは放放放放っちっちっちっちゃゃゃゃおかれおかれおかれおかれんんんん（（（（そのままにしておけないそのままにしておけないそのままにしておけないそのままにしておけない）。）。）。）。県県県県（（（（県県県県庁庁庁庁））））のののの人人人人ものものものもの、、、、動動動動いてくいてくいてくいてくりりりりゃゃゃゃ、、、、とてもとてもとてもとてもじじじじゃゃゃゃなあよなあよなあよなあよ、、、、とととと、、、、放放放放っとっちっとっちっとっちっとっちゃゃゃゃなななな（（（（そのままにそのままにそのままにそのままにしておけないしておけないしておけないしておけない）。）。）。）。動動動動かかかかんんんん子子子子にににに、、、、ああああんんんんたたたた、、、、予予予予算算算算何何何何ぼぼぼぼくれるくれるくれるくれるんんんんねねねね、、、、補補補補助助助助金金金金何何何何ぼぼぼぼくれるくれるくれるくれるんんんんねねねね言言言言うてうてうてうて先言先言先言先言うけうけうけうけ、、、、いけいけいけいけんんんんのよのよのよのよ。。。。補補補補助助助助金金金金なくてもなくてもなくてもなくても動動動動かにかにかにかにゃゃゃゃ。。。。 ほほほほいでいでいでいでねねねね、、、、私私私私がこれをがこれをがこれをがこれを何何何何でこでこでこでこげげげげななななばばばばかかかかげげげげなことしたかなことしたかなことしたかなことしたか言言言言いいいいややややねねねね（（（（言言言言ええええばばばばねねねね）、）、）、）、行行行行政政政政へへへへ相相相相談談談談行行行行ったったったったんんんん。。。。一一一一番初番初番初番初っっっっぱぱぱぱなななな。。。。ほほほほしたらしたらしたらしたらねねねね（（（（そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら）、）、）、）、えっとえっとえっとえっと聞聞聞聞きもせきもせきもせきもせんんんんのにのにのにのにねねねね、「、「、「、「予予予予算算算算ががががないないないない」」」」ててててねねねね、、、、蹴蹴蹴蹴るるるるんんんんよよよよ。。。。銭銭銭銭がなけがなけがなけがなけりりりりゃゃゃゃ何何何何もせもせもせもせんんんんいうのがいうのがいうのがいうのが一一一一番番番番恐恐恐恐いいいいんんんん。。。。銭銭銭銭にならににならににならににならにゃゃゃゃ何何何何もせもせもせもせんんんんいうのがいうのがいうのがいうのが。。。。銭銭銭銭はなくてもはなくてもはなくてもはなくても動動動動いていかにいていかにいていかにいていかにゃゃゃゃいけいけいけいけんんんん。。。。このこのこのこの精神精神精神精神ががががねねねね、、、、しっかしっかしっかしっかりりりりととととややややらにらにらにらにゃゃゃゃいいいいけけけけんんんんのののの。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。正正正正本本本本ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、何何何何かかかか。。。。 
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 正正正正本本本本代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 

  私私私私、、、、企業企業企業企業のののの立立立立場場場場としてはとしてはとしてはとしては、、、、今今今今ののののババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを使使使使ってってってって、、、、基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業でででで、、、、メメメメーカーさーカーさーカーさーカーさんんんんがそうがそうがそうがそういういういういう何何何何かにエネルギーをかにエネルギーをかにエネルギーをかにエネルギーを転転転転化化化化するとかいうするとかいうするとかいうするとかいう立立立立場場場場からちからちからちからちょょょょっとっとっとっと離離離離れているのですがれているのですがれているのですがれているのですが、、、、それをそれをそれをそれを使使使使ってってってってややややっているっているっているっている仕仕仕仕事事事事のののの 1 つつつつとしてとしてとしてとして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝葉葉葉葉とかとかとかとか、、、、刈刈刈刈草草草草ですですですですねねねね、、、、それをそれをそれをそれを堆堆堆堆肥肥肥肥ににににしてしてしてして使使使使いましいましいましいましょょょょうということをもううということをもううということをもううということをもう 10 年年年年前前前前ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいからややややっておったっておったっておったっておった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ややややははははりコりコりコりコストということをストということをストということをストということを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、買買買買ったったったったほほほほうがうがうがうが安安安安くなってしまうくなってしまうくなってしまうくなってしまうんんんんですですですですねねねね。。。。というのというのというのというのはははは、、、、集集集集まるまるまるまる量量量量、、、、それをそれをそれをそれを運運運運搬搬搬搬するためのエネルギーするためのエネルギーするためのエネルギーするためのエネルギー、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考えたらえたらえたらえたら、、、、本本本本当当当当にそにそにそにそれがいいれがいいれがいいれがいいんんんんかいなというかいなというかいなというかいなという疑疑疑疑問問問問にににに悩悩悩悩まされておるまされておるまされておるまされておるんんんんですですですです。。。。 

  今今今今、、、、広島市広島市広島市広島市ささささんんんんでもでもでもでもややややっっっっぱぱぱぱりりりり集集集集められてめられてめられてめられて、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化ということをということをということをということを剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝葉葉葉葉などでなどでなどでなどでややややっておっておっておっておられますられますられますられます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、今私今私今私今私がががが思思思思っていることというのはっていることというのはっていることというのはっていることというのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる植植植植物物物物というのはそというのはそというのはそというのはそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地でででで生生生生えてえてえてえて、、、、草草草草がががが生生生生えるえるえるえる、、、、木木木木がががが枝枝枝枝葉葉葉葉をををを伸伸伸伸ばばばばすというのはすというのはすというのはすというのは、、、、土土土土のののの栄養栄養栄養栄養分分分分をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげてててて大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっているんんんんですがですがですがですが、、、、それをそれをそれをそれを持持持持ってってってって逃逃逃逃げげげげてててて燃燃燃燃ややややしたしたしたしたりりりり、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに持持持持ってってってって逃逃逃逃げげげげるこるこるこる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土土土土地地地地ははははややややせていくせていくせていくせていく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化成化成化成化成肥肥肥肥料料料料ではではではでは補補補補えないえないえないえない。。。。そういうものそういうものそういうものそういうものをををを、、、、そのそのそのその地地地地にににに戻戻戻戻してあしてあしてあしてあげげげげるというのはるというのはるというのはるというのは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なななな作作作作業業業業でででで、、、、それをそれをそれをそれを、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ運運運運搬搬搬搬エネエネエネエネルギーをルギーをルギーをルギーを使使使使わずにそこにわずにそこにわずにそこにわずにそこに戻戻戻戻してあしてあしてあしてあげげげげることにることにることにることに投投投投資資資資をしていくということはをしていくということはをしていくということはをしていくということは、、、、仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして必要必要必要必要だだだだしししし、、、、当初当初当初当初おおおお金金金金がががが要要要要ってもってもってもっても、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには安上安上安上安上ががががりりりりになるになるになるになる。。。。 

  山山山山がががが、、、、潅潅潅潅水水水水がいらないのとがいらないのとがいらないのとがいらないのと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、今今今今、、、、街街街街路路路路でもでもでもでも、、、、公公公公園園園園でもでもでもでも、、、、ものすものすものすものすごごごごくくくく乾燥乾燥乾燥乾燥にににに弱弱弱弱いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、土土土土ががががややややせているわけなせているわけなせているわけなせているわけなんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、今今今今のののの循環型循環型循環型循環型ということということということということをををを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、トータルでどうトータルでどうトータルでどうトータルでどう安安安安くできるかということがおくできるかということがおくできるかということがおくできるかということがお金金金金をををを逆逆逆逆にににに生生生生みみみみ出出出出すというすというすというすというふふふふううううなことにもなるのかなということはちなことにもなるのかなということはちなことにもなるのかなということはちなことにもなるのかなということはちょょょょっとっとっとっと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それはそれはそれはそれは行行行行政政政政サイサイサイサイドドドドということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、我我我我々々々々もももも提提提提案案案案をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、官官官官民一体民一体民一体民一体となってとなってとなってとなってややややるるるるべべべべきことなのかなときことなのかなときことなのかなときことなのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。このこのこのこの辺辺辺辺でででで、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様ののののほほほほうからうからうからうから、、、、ごごごご質質質質問問問問ななななりりりり何何何何ななななりりりりををををぶぶぶぶつつつつけていたけていたけていたけていただだだだいていていていて、、、、それにおそれにおそれにおそれにお答答答答えしていたえしていたえしていたえしていただだだだくということにしたいとくということにしたいとくということにしたいとくということにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご意見意見意見意見でもでもでもでも、、、、感感感感想想想想でもでもでもでも構構構構いませいませいませいませんんんん。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化をををを防止防止防止防止するということではするということではするということではするということでは、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持ってってってって今今今今日日日日集集集集まっておられるとまっておられるとまっておられるとまっておられると思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、わずかなわずかなわずかなわずかな時間時間時間時間ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、挙挙挙挙手手手手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いいいてててて、、、、ごごごご発言発言発言発言をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、会会会会場場場場のののの方方方方々々々々。。。。あまあまあまあまりりりりないですかないですかないですかないですか。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問 

  私私私私、、、、福福福福山山山山からからからから来来来来たたたたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことを 13 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいややややっていますっていますっていますっています。。。。このたびこのたびこのたびこのたび、、、、台台台台風風風風があがあがあがありりりりましたましたましたましたねねねね。。。。錦錦錦錦帯帯帯帯橋橋橋橋のののの橋橋橋橋脚脚脚脚もももも流流流流れたれたれたれた、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは草草草草津津津津港港港港にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんののののごごごごみがみがみがみが寄寄寄寄りりりりましたましたましたました。。。。山口山口山口山口県県県県ののののほほほほうでもうでもうでもうでもごごごごみがみがみがみが寄寄寄寄りりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、考考考考えようによれえようによれえようによれえようによればばばば、、、、そこそこそこそこまでまでまでまでババババイイイイオオオオをををを運運運運んだんだんだんだというというというというふふふふうにうにうにうに読読読読みますとみますとみますとみますと、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんののののごごごごみをみをみをみを集集集集めてくれたというめてくれたというめてくれたというめてくれたという、、、、ここここれはれはれはれは天天天天にににに対対対対してしてしてして――――――――災災災災害害害害をををを受受受受けられたけられたけられたけられた方方方方はははは大大大大変変変変でしでしでしでしょょょょうけどうけどうけどうけど――――――――そういうそういうそういうそういう見見見見方方方方もできるもできるもできるもできるんんんんじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。それでそれでそれでそれで、、、、広島県広島県広島県広島県はははは処処処処置置置置をどうされたをどうされたをどうされたをどうされたんだろんだろんだろんだろうかうかうかうか、、、、これがこれがこれがこれが 1 点点点点ですですですです。。。。県県県県がしたがしたがしたがしたんんんんですかどうかですかどうかですかどうかですかどうか、、、、知知知知りりりりませませませませんんんんがががが。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、早田早田早田早田ささささんんんんですかですかですかですか、、、、今今今今、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをつつつつくられるとくられるとくられるとくられると。。。。これとこれとこれとこれと関連関連関連関連してしてしてして、、、、集集集集まったものをまったものをまったものをまったものを、、、、そのそのそのその中中中中のいいものをのいいものをのいいものをのいいものをババババイイイイオオオオにににに、、、、今今今今のようなのようなのようなのようなペレペレペレペレットにしてットにしてットにしてットにして、、、、それでそれでそれでそれで今今今今、、、、
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草草草草津津津津とかをちとかをちとかをちとかをちょょょょっとっとっとっと見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、牡蠣牡蠣牡蠣牡蠣をたくさをたくさをたくさをたくさんつんつんつんつくられてくられてくられてくられて、、、、これからこれからこれからこれから冬冬冬冬になるとになるとになるとになると、、、、スススストーブがトーブがトーブがトーブが要要要要るわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで、、、、そういうそういうそういうそういう作作作作業業業業をされれをされれをされれをされればばばば、、、、これはそここれはそここれはそここれはそこへへへへ売売売売れれれれるるるる、、、、販売販売販売販売ももももつつつつながってくるとながってくるとながってくるとながってくると。。。。それをすそれをすそれをすそれをすぐぐぐぐ、、、、ペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくるのにくるのにくるのにくるのに、、、、またまたまたまた持持持持ってってってって帰帰帰帰ってってってってこっちにするというのではなくてこっちにするというのではなくてこっちにするというのではなくてこっちにするというのではなくて、、、、何何何何かかかか移移移移動用動用動用動用のののの、、、、そういうそういうそういうそういう設設設設備備備備があってがあってがあってがあって、、、、最初最初最初最初にににに粉砕粉砕粉砕粉砕ししししてててて、、、、次次次次はははは車車車車ががががペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくるというくるというくるというくるというふふふふうにしておけうにしておけうにしておけうにしておけばばばば、、、、これをそこでこれをそこでこれをそこでこれをそこで運運運運んんんんでくれたものでくれたものでくれたものでくれたものをちをちをちをちゃゃゃゃんんんんとととと有効有効有効有効にににに使使使使うううう。。。。ここここんんんんなななな話話話話もできてくるもできてくるもできてくるもできてくるんんんんですがですがですがですが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、今度今度今度今度はははは大大大大朝朝朝朝のののの保田保田保田保田ささささんんんんですかですかですかですか、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの、、、、もうもうもうもうペレペレペレペレットにならないようなットにならないようなットにならないようなットにならないような、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが集集集集まるわけですまるわけですまるわけですまるわけですねねねね、、、、ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして。。。。草草草草とかそのとかそのとかそのとかその他他他他がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出てきたわけですてきたわけですてきたわけですてきたわけですねねねね、、、、台台台台風風風風のののの水水水水でででで。。。。それをそれをそれをそれを、、、、ちちちちょょょょっときれいにしてっときれいにしてっときれいにしてっときれいにして、、、、運運運運んんんんででででいたいたいたいただだだだいていていていて、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥にできないにできないにできないにできないだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。何何何何でそういうことをでそういうことをでそういうことをでそういうことを言言言言うかといいますとうかといいますとうかといいますとうかといいますと、、、、多多多多分分分分、、、、土土土土地地地地がががが酸性土酸性土酸性土酸性土になるになるになるになるんんんんでしでしでしでしょょょょうううう。。。。今今今今のののの、、、、海海海海水水水水のののの中中中中のものでのものでのものでのもので、、、、中和中和中和中和したようなものをしたようなものをしたようなものをしたようなものを運運運運んんんんででででああああげげげげるとるとるとると、、、、それもそれもそれもそれも生生生生きてくるというきてくるというきてくるというきてくるというふふふふうにうにうにうに、、、、何何何何かそかそかそかそんんんんなななな思思思思いがするいがするいがするいがするんんんんですがですがですがですが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうううう。。。。これにこれにこれにこれにつつつついていていていて、、、、まずまずまずまず広島県広島県広島県広島県かかかか広島市広島市広島市広島市ののののほほほほうはどうされたうはどうされたうはどうされたうはどうされたんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今のののの早田早田早田早田ささささんんんんののののほほほほうではそういうものはできないうではそういうものはできないうではそういうものはできないうではそういうものはできないんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、大大大大朝朝朝朝のののの保田保田保田保田ささささんんんんののののほほほほうはうはうはうは、、、、いいのかいいのかいいのかいいのか、、、、悪悪悪悪いのかいのかいのかいのか。。。。これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっとっとっとっとごごごごみのみのみのみの移移移移動動動動というのがあというのがあというのがあというのがありりりりまままましてしてしてして、、、、ここここれはれはれはれは法法法法律律律律があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、ここのとこここのとこここのとこここのところろろろはははは、、、、国国国国ののののほほほほうがちうがちうがちうがちゃゃゃゃんんんんとしていたとしていたとしていたとしていただだだだいていていていて、、、、移移移移動動動動してもしてもしてもしてもいいよというものをいいよというものをいいよというものをいいよというものを条条条条例例例例かかかか何何何何かでかでかでかでややややっていたっていたっていたっていただだだだくくくく。。。。このことからするとこのことからするとこのことからするとこのことからすると、、、、今今今今、、、、物物物物をををを燃燃燃燃ややややししししませませませませんんんんものですからものですからものですからものですから、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ということにということにということにということにつつつつながってくるというようにながってくるというようにながってくるというようにながってくるというように思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいかがでしかがでしかがでしかがでしょょょょうううう。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  かなかなかなかなりりりり難難難難しいことですけれどもしいことですけれどもしいことですけれどもしいことですけれども、、、、台台台台風風風風によるによるによるによる廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの処処処処理理理理ないしはないしはないしはないしは移移移移動動動動というようなこというようなこというようなこというようなことととと、、、、これはこれはこれはこれは田原課長田原課長田原課長田原課長ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから答答答答えていたえていたえていたえていただだだだいていていていて、、、、あとはあとはあとはあとは早田早田早田早田ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから……………………。。。。 

 田原課長田原課長田原課長田原課長 

  台台台台風風風風でででで、、、、草草草草津津津津漁港漁港漁港漁港でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、漁港漁港漁港漁港にににに（（（（台台台台風風風風によるによるによるによる））））ごごごごみがみがみがみが集集集集ままままりりりりまままましたがしたがしたがしたが、、、、私私私私もももも、、、、直直直直接接接接のののの担担担担当当当当ではないのであまではないのであまではないのであまではないのであまりりりり正正正正確確確確ではないかもしれませではないかもしれませではないかもしれませではないかもしれませんんんん。。。。新新新新聞聞聞聞にににに出出出出たたたたぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの知識知識知識知識ですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今、、、、ごごごごみのみのみのみのほほほほうはうはうはうは、、、、ククククレレレレーンといいますかーンといいますかーンといいますかーンといいますか、、、、そういったものでそういったものでそういったものでそういったもので全部全部全部全部引引引引きききき上上上上げげげげてててて、、、、広島市広島市広島市広島市といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、西西西西部部部部のののの空空空空きききき地地地地ののののほほほほうにうにうにうに全部全部全部全部今今今今ストックをしているとこストックをしているとこストックをしているとこストックをしているところろろろででででごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。あとあとあとあと、、、、大大大大きなきなきなきな木木木木材材材材とかはとかはとかはとかは分分分分けておけておけておけておりりりりましてましてましてまして、、、、処処処処理理理理のののの方方方方法法法法はははは、、、、ままままだだだだ定定定定かにかにかにかに決決決決まっておまっておまっておまっておりりりりませませませませんんんん。。。。実際実際実際実際にににに使使使使えるものにえるものにえるものにえるものにつつつついてはチップいてはチップいてはチップいてはチップ化化化化というというというという方方方方法法法法もあもあもあもありりりりましましましましょょょょうしうしうしうし、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても使使使使えないえないえないえない藻藻藻藻とかアシとかにとかアシとかにとかアシとかにとかアシとかにつつつついてはいてはいてはいては、、、、燃燃燃燃ややややさざるをさざるをさざるをさざるを得得得得ないないないないんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思っていますけっていますけっていますけっていますけれどもれどもれどもれども、、、、そこはそこはそこはそこはちちちちょょょょっとまっとまっとまっとまだだだだ検検検検討討討討中中中中だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに私私私私ののののほほほほうはうはうはうは聞聞聞聞いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 

  ペレペレペレペレットのットのットのット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、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと出出出出ましたアシとかましたアシとかましたアシとかましたアシとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、すでにすでにすでにすでに実実実実験験験験でででで確確確確かかかかめためためためたんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例ええええばばばばアシアシアシアシ、、、、それからそれからそれからそれから、、、、集集集集落落落落単単単単位位位位でででで草草草草刈刈刈刈りりりりなどしますとなどしますとなどしますとなどしますと、、、、刈刈刈刈ったったったった草草草草はははは非非非非常常常常にににに始始始始末末末末にににに困困困困りりりりますますますます。。。。このこのこのこの刈刈刈刈りりりり草草草草もももも非非非非常常常常にににに良良良良いいいいペレペレペレペレットになットになットになットになりりりりますますますます。。。。アシもアシもアシもアシもペレペレペレペレットになットになットになットになりりりりますますますます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、竹竹竹竹もももも非非非非常常常常にににに今今今今困困困困っていますけどっていますけどっていますけどっていますけど、、、、きちっとしたきちっとしたきちっとしたきちっとしたペレペレペレペレットになットになットになットになりりりりますしますしますしますし、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、マツマツマツマツクイムシでクイムシでクイムシでクイムシで倒倒倒倒れたれたれたれた倒倒倒倒木木木木もももも、、、、これでこれでこれでこれでペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくってみるとくってみるとくってみるとくってみると、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんととととキキキキロロロログラムグラムグラムグラム当当当当たたたたりりりり 4,000キキキキロカロロカロロカロロカロリリリリーーーー以以以以上上上上、、、、非非非非常常常常にににに良良良良いエネルギーにいエネルギーにいエネルギーにいエネルギーに変変変変わわわわりりりりますますますます。。。。 
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ということでということでということでということで、、、、地地地地元元元元、、、、地域地域地域地域にあるにあるにあるにある、、、、今今今今ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして扱扱扱扱われているわれているわれているわれている、、、、雑雑雑雑草草草草もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、竹竹竹竹とかとかとかとか、、、、そういったものもそういったものもそういったものもそういったものも始始始始末末末末できますできますできますできます。。。。たたたただだだだしししし、、、、海海海海にににに漂漂漂漂流流流流していたものというしていたものというしていたものというしていたものというのはのはのはのは、、、、塩塩塩塩をかなをかなをかなをかなりりりり含含含含んんんんでいますのででいますのででいますのででいますので、、、、これでこれでこれでこれでペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくくくくりりりりますとますとますとますと、、、、おそらくストーブおそらくストーブおそらくストーブおそらくストーブややややボボボボイラーがイラーがイラーがイラーが傷傷傷傷んんんんでしまいますでしまいますでしまいますでしまいます。。。。ですからですからですからですから、、、、塩塩塩塩をををを抜抜抜抜けけけけばばばば、、、、十十十十分分分分つつつつくれるとくれるとくれるとくれると思思思思いますいますいますいます。。。。我我我我々々々々、、、、里里里里山山山山のののの復権復権復権復権とととと申申申申していますけどしていますけどしていますけどしていますけど、、、、裏裏裏裏山山山山雑雑雑雑木木木木やややや雑雑雑雑草草草草とかをとかをとかをとかを、、、、昔昔昔昔はそれらをはそれらをはそれらをはそれらを、、、、まきとかまきとかまきとかまきとか炭炭炭炭でででで使使使使っていたっていたっていたっていたんんんんですがですがですがですが、、、、それをそれをそれをそれをペレペレペレペレットにットにットにットに変変変変えてえてえてえて使使使使うようなうようなうようなうような地域社会地域社会地域社会地域社会ををををつつつつくるくるくるくる。。。。そのそのそのそのためのためのためのための小小小小型型型型ペレペレペレペレタイタイタイタイザザザザーもあるーもあるーもあるーもあるんんんんですですですです。。。。実実実実はははは、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご提提提提案案案案をいたをいたをいたをいただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、まさしくまさしくまさしくまさしくそのとおそのとおそのとおそのとおりりりりでででで、、、、移移移移動用動用動用動用のものがあのものがあのものがあのものがありりりりましてましてましてまして、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじてててて、、、、集集集集会会会会場単場単場単場単位位位位でででで持持持持ちちちち運運運運んんんんでででで、、、、そそそそこでみこでみこでみこでみんんんんなでなでなでなでペレペレペレペレットをットをットをットをつつつつくってくってくってくって、、、、自自自自宅宅宅宅ののののペレペレペレペレットットットット給湯給湯給湯給湯用用用用ののののボボボボイラーとかストーブにイラーとかストーブにイラーとかストーブにイラーとかストーブに使使使使っっっっていくというようなことがていくというようなことがていくというようなことがていくというようなことが実現実現実現実現すれすれすれすればばばば、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく形形形形をををを変変変変えてのえてのえてのえての昔昔昔昔のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの再再再再現現現現といいまといいまといいまといいますかすかすかすか、、、、資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが生生生生まれてくるということになるとまれてくるということになるとまれてくるということになるとまれてくるということになると思思思思いますいますいますいます。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  私私私私はははは、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥のことにのことにのことにのことにつつつついてないてないてないてな……………………。。。。あのあのあのあのねねねね、、、、今今今今、、、、自分自分自分自分らはらはらはらは頭頭頭頭がががが悪悪悪悪いけいけいけいけんんんんねねねね、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油ののののことでことでことでことで精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい。。。。堆堆堆堆肥肥肥肥はははは次次次次のののの段階段階段階段階。。。。草草草草とかとかとかとか、、、、今今今今のののの早田早田早田早田先先先先生生生生のののの森森森森、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンン構想構想構想構想、、、、これはこれはこれはこれは壮壮壮壮大大大大なななな夢夢夢夢をををを描描描描ききききつつつつつつつつあるとこあるとこあるとこあるところろろろ。。。。ここにここにここにここに、、、、道道道道路路路路、、、、道道道道端端端端、、、、刈刈刈刈ったったったったりりりりするするするするじじじじゃゃゃゃななななんんんん、、、、草草草草、、、、これをこれをこれをこれを全部全部全部全部エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー化化化化するするするするババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンン構想構想構想構想。。。。今今今今のののの段階段階段階段階、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油でででで精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい。。。。頭頭頭頭はははは悪悪悪悪いしいしいしいし、、、、ままままだだだだななななんんんんにもしちにもしちにもしちにもしちゃゃゃゃーなーなーなーな（（（（していないしていないしていないしていない）。）。）。）。 

 正正正正本本本本代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥のののの話話話話でででで、、、、土壌土壌土壌土壌のののの酸性酸性酸性酸性のののの状状状状態態態態をアルカをアルカをアルカをアルカリリリリにににに中和中和中和中和していくということですけれしていくということですけれしていくということですけれしていくということですけれどもどもどもども、、、、確確確確かにかにかにかに可可可可逆逆逆逆性性性性はそれではそれではそれではそれで改善改善改善改善されるされるされるされるんんんんですがですがですがですが、、、、塩塩塩塩分分分分濃濃濃濃度度度度障障障障害害害害というのがというのがというのがというのがややややっっっっぱぱぱぱりりりり懸懸懸懸念念念念されるとこされるとこされるとこされるところろろろがあがあがあがありりりりますますますます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥にしてにしてにしてにして入入入入れるまでのれるまでのれるまでのれるまでの過過過過程程程程でででで、、、、塩塩塩塩をををを含含含含んだんだんだんだものといものといものといものというのはなかなかうのはなかなかうのはなかなかうのはなかなか発発発発酵酵酵酵しにくいしにくいしにくいしにくいんんんんですよですよですよですよ。。。。だだだだからからからから、、、、未未未未発発発発酵酵酵酵のままのままのままのまま入入入入れてしまうというれてしまうというれてしまうというれてしまうというリリリリスクスクスクスクをををを背背背背負負負負うようになってうようになってうようになってうようになって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今、、、、技術的技術的技術的技術的にににに難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがががが……………………。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  よよよよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 質質質質問問問問 

  今今今今、、、、塩塩塩塩がががが入入入入っているというのがあるっているというのがあるっているというのがあるっているというのがあるんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは、、、、割割割割合合合合をををを決決決決めながらめながらめながらめながら、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつ入入入入れていくということなれていくということなれていくということなれていくということなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、言葉言葉言葉言葉がががが足足足足りりりりませませませませんんんんでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そのままというそのままというそのままというそのままという意意意意味味味味じじじじゃゃゃゃごごごございませざいませざいませざいませんんんん。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  はいはいはいはい。。。。あとあとあとあと、、、、一一一一つつつつ、、、、二二二二つつつつ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間があがあがあがありりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、質質質質問問問問をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、どなたどなたどなたどなたかあかあかあかありりりりましたらましたらましたらましたら。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問 

  尾尾尾尾道道道道からからからから来来来来ましたましたましたました。。。。3 点点点点ほほほほどちどちどちどちょょょょっとっとっとっと質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1つつつつ、、、、ババババイイイイオオオオママママスススス発発発発電電電電のののの具具具具体化体化体化体化、、、、どのどのどのどの辺辺辺辺までこのまでこのまでこのまでこの広島県広島県広島県広島県でででで進進進進んんんんでいるのかということですでいるのかということですでいるのかということですでいるのかということです。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、
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省省省省エネのエネのエネのエネの家庭家庭家庭家庭電電電電化化化化製品製品製品製品でででで、、、、省省省省エネというのをうたいエネというのをうたいエネというのをうたいエネというのをうたい文文文文句句句句にににに売売売売っていたけれどもっていたけれどもっていたけれどもっていたけれども、、、、実際実際実際実際はそはそはそはそうでなかったといううでなかったといううでなかったといううでなかったというふふふふうなことがうなことがうなことがうなことが新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道であであであでありりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、本本本本当当当当にににに省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果があるものなのかどうなのかというのをちがあるものなのかどうなのかというのをちがあるものなのかどうなのかというのをちがあるものなのかどうなのかというのをちょょょょっとっとっとっと疑疑疑疑問問問問にににに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ペレペレペレペレットストーブはいいなとットストーブはいいなとットストーブはいいなとットストーブはいいなと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、住宅住宅住宅住宅密密密密集集集集地地地地にににに住住住住んんんんでいましてでいましてでいましてでいまして、、、、簡簡簡簡単単単単にににに家庭家庭家庭家庭でででで設設設設置置置置してしてしてして利用利用利用利用できるものなのかできるものなのかできるものなのかできるものなのか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ココココストのストのストのストの面面面面とととと、、、、ペレペレペレペレットのストーブのットのストーブのットのストーブのットのストーブの本体本体本体本体ととととペレペレペレペレットがットがットがットが高高高高いのいのいのいのじじじじゃゃゃゃないかということとないかということとないかということとないかということと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ややややははははりりりり住宅住宅住宅住宅地地地地だだだだとととと、、、、煙煙煙煙突突突突などのなどのなどのなどの設設設設置置置置費用費用費用費用もかかるもかかるもかかるもかかるんじんじんじんじゃゃゃゃないのかというないのかというないのかというないのかというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  1番番番番目目目目はははは、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス発発発発電電電電ですけどですけどですけどですけど、、、、どなたかどなたかどなたかどなたか答答答答えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばば。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  あのあのあのあのねねねね、、、、ディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル発発発発電機電機電機電機、、、、工工工工事現事現事現事現場場場場ややややらららら、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあああありりりりますわますわますわますわねねねね。。。。今今今今我我我我々々々々もももも、、、、地地地地元元元元メメメメーカーさーカーさーカーさーカーさんんんんとととと、、、、BDF 発発発発電機電機電機電機をををを開発開発開発開発しようしようしようしよう言言言言うておるうておるうておるうておる。。。。家庭家庭家庭家庭用用用用のののの自自自自家家家家発発発発電電電電、、、、これをこれをこれをこれを天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油でできるでできるでできるでできる。。。。我我我我々々々々、、、、今今今今のプラントがあったでしのプラントがあったでしのプラントがあったでしのプラントがあったでしょょょょうううう、、、、精精精精製製製製プラントプラントプラントプラント。。。。これをこれをこれをこれをねねねね、、、、実際実際実際実際にもうにもうにもうにもうディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル発発発発電機電機電機電機へへへへ BDF のののの、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの燃燃燃燃料料料料使使使使ってってってって、、、、そのそのそのその電電電電力力力力をもってプラントををもってプラントををもってプラントををもってプラントを動動動動かかかかしとるけしとるけしとるけしとるけ、、、、これこれこれこれねねねね、、、、ちーとちーとちーとちーと……………………集集集集まったまったまったまったりりりりななななんんんんかしよかしよかしよかしよりりりりゃゃゃゃ、、、、確確確確実実実実にできますにできますにできますにできます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、発発発発電電電電のとこでのとこでのとこでのとこで、、、、これこれこれこれ、、、、今今今今のののの先先先先生生生生のののの木木木木質質質質炉炉炉炉とかもできましとかもできましとかもできましとかもできましょょょょうしうしうしうし、、、、それからそれからそれからそれから堆堆堆堆肥肥肥肥もできますよもできますよもできますよもできますよ、、、、畜畜畜畜ふふふふんんんんもももも。。。。でででで、、、、生生生生ごごごごみもみもみもみも発発発発電電電電、、、、これこれこれこれ、、、、量量量量的的的的なななな問問問問題題題題でででで可能可能可能可能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。。。。ほほほほいでいでいでいでねねねね、、、、生生生生ごごごごみでもみでもみでもみでも、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの収収収収集集集集だだだだけはけはけはけは、、、、一一一一般家庭般家庭般家庭般家庭のののの人人人人がががが責任責任責任責任持持持持ったったったった分分分分別別別別をちをちをちをちゃゃゃゃんんんんとしてもらわないとしてもらわないとしてもらわないとしてもらわないけけけけんんんん。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの協力協力協力協力をををを仰仰仰仰ががががんんんんことにことにことにことにゃゃゃゃ、、、、前前前前行行行行くもくもくもくもんじんじんじんじゃゃゃゃないですないですないですないです。。。。これはこれはこれはこれは 1人人人人、、、、2人人人人のののの力力力力ででででできることできることできることできることじじじじゃゃゃゃないことないことないことないこと。。。。でででで、、、、確確確確実実実実ににににねねねね、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス発発発発電電電電、、、、できますできますできますできます。。。。 

 正正正正本本本本代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 

  今今今今、、、、民民民民間間間間でででで聞聞聞聞きききき及及及及んだんだんだんだ話話話話ですとですとですとですと、、、、廿廿廿廿日日日日市市市市市市市市ににににウウウウッッッッドドドドワンというワンというワンというワンという会社会社会社会社があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、あそあそあそあそこでこでこでこで木木木木のチップのチップのチップのチップ化化化化されたものされたものされたものされたもの、、、、残材残材残材残材等等等等をををを集集集集めてめてめてめて燃燃燃燃ややややしたものをしたものをしたものをしたものを発発発発電電電電してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを、、、、残残残残ったったったったものはものはものはものは周周周周りりりりにににに売売売売るというるというるというるという形形形形でもうでもうでもうでもう実現実現実現実現しているとこしているとこしているとこしているところろろろももももごごごございますざいますざいますざいます。。。。一一一一応応応応ごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。 

 田原課長田原課長田原課長田原課長 

  省省省省エネエネエネエネ家家家家電電電電ににににつつつついていていていて、、、、このこのこのこの間間間間、、、、新新新新聞聞聞聞でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、それそれそれそれほほほほどどどど効効効効果果果果がないがないがないがないんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという記事記事記事記事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。。。。クーラーとクーラーとクーラーとクーラーとかかかか冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫、、、、テテテテレレレレビビビビ、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、各各各各家家家家電電電電業界業界業界業界ささささんんんん、、、、国国国国ののののほほほほうでうでうでうで、、、、トップランナートップランナートップランナートップランナー方方方方式式式式といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そのそのそのその時時時時にににに一一一一番番番番消費消費消費消費電電電電力力力力がががが少少少少ないものをないものをないものをないものを基基基基準準準準にしてにしてにしてにして、、、、何何何何年年年年までにこれまでにこれまでにこれまでにこれ以以以以上上上上のものにしなさいということでのものにしなさいということでのものにしなさいということでのものにしなさいということで、、、、各各各各家家家家電電電電メメメメーカーさーカーさーカーさーカーさんんんんがががが競競競競争争争争でででで、、、、電電電電気気気気のののの使使使使用用用用量量量量がががが少少少少ないものをないものをないものをないものを開発開発開発開発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、、、、実際実際実際実際にににに、、、、10 年年年年前前前前とかにとかにとかにとかに比比比比べべべべるとるとるとると明明明明らかにらかにらかにらかに使使使使用用用用電電電電力力力力量量量量はははは下下下下がっているとがっているとがっているとがっていると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、実実実実はははは冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫ななななんんんんかはかはかはかは、、、、使使使使いいいい方方方方によってによってによってによって全全全全然然然然電電電電力料力料力料力料金金金金がががが違違違違いますのでいますのでいますのでいますので、、、、実際実際実際実際にににに測測測測られてられてられてられて、、、、思思思思っていたものよっていたものよっていたものよっていたものよりりりり違違違違ううううんじんじんじんじゃゃゃゃないかというのはあるようにはないかというのはあるようにはないかというのはあるようにはないかというのはあるようには聞聞聞聞いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。性性性性能的能的能的能的にはにはにはには明明明明らかにらかにらかにらかに省省省省エネはエネはエネはエネは進進進進んんんんでいるというでいるというでいるというでいるというふふふふうにはうにはうにはうには思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 早田理早田理早田理早田理事事事事長長長長 
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  ペレペレペレペレットにットにットにットに関係関係関係関係しましてしましてしましてしまして、、、、ペレペレペレペレットストーブにットストーブにットストーブにットストーブにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、これはこれはこれはこれは高高高高いものからいものからいものからいものから安安安安いいいいものまであものまであものまであものまでありりりりますますますます。。。。炎炎炎炎がががが見見見見えてえてえてえて、、、、安安安安ららららぎぎぎぎ感感感感があるがあるがあるがある、、、、デデデデザザザザインもインもインもインも良良良良いというようにないというようにないというようにないというようになりりりりますますますますとととと、、、、高高高高いものいものいものいものだだだだとととと――――――――これこれこれこれ、、、、能力的能力的能力的能力的にはにはにはには、、、、普普普普通通通通のののの家庭家庭家庭家庭用用用用のフのフのフのファァァァンンンンヒヒヒヒーターのーターのーターのーターの 3 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいあらいあらいあらいありりりりますがますがますがますが、、、、80 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいからしますらいからしますらいからしますらいからします。。。。安安安安いものいものいものいものだだだだとととと、、、、まあまあまあまあ、、、、我我我我々々々々がががが一一一一般般般般的的的的にににに今普及今普及今普及今普及していしていしていしているタイプというのはるタイプというのはるタイプというのはるタイプというのは大体大体大体大体 25万万万万円円円円からからからから 35万万万万円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間ですですですです。。。。あとあとあとあと、、、、業業業業務務務務用用用用といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、別別別別にににに炎炎炎炎がががが見見見見えなくてもいいというタイえなくてもいいというタイえなくてもいいというタイえなくてもいいというタイプであプであプであプでありりりりますとますとますとますと、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう 15万万万万円円円円以以以以下下下下であであであでありりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、煙煙煙煙突突突突ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには強強強強制排気制排気制排気制排気ですのでですのでですのでですので、、、、煙煙煙煙突突突突というよというよというよというよりりりり排気排気排気排気口口口口ななななんんんん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、、、、基本的基本的基本的基本的にはフにはフにはフにはファァァァンンンンヒヒヒヒーターーターーターーターだだだだとととと思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけたらいいとけたらいいとけたらいいとけたらいいと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。通常通常通常通常、、、、まきストーブとかまきストーブとかまきストーブとかまきストーブとか、、、、暖暖暖暖炉炉炉炉のようなのようなのようなのような高高高高いいいい煙煙煙煙突突突突にはならないですにはならないですにはならないですにはならないです。。。。大体大体大体大体、、、、まあまあまあまあ、、、、2万万万万円円円円からからからから、、、、状況状況状況状況にもよにもよにもよにもよりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、4万万万万円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの間間間間だろだろだろだろうとうとうとうと言言言言えますえますえますえます。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、ペレペレペレペレットにットにットにットにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、今今今今灯灯灯灯油油油油がががが値段値段値段値段がががが上上上上がっておがっておがっておがっておりりりりましてましてましてまして、、、、現現現現状状状状ではではではでは灯灯灯灯油油油油よよよよりりりり安安安安いといといといと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思いますいますいますいます。。。。現現現現状状状状ででででペレペレペレペレットットットット、、、、キキキキログラムログラムログラムログラム当当当当たたたたりりりり 35 円円円円からからからから 40 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ですですです。。。。ペレペレペレペレットがットがットがットが灯灯灯灯油油油油のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらいのカロらいのカロらいのカロらいのカロリリリリーーーー量量量量ですからですからですからですから、、、、灯灯灯灯油油油油 1 リリリリットルにットルにットルにットルに対対対対してしてしてして大体大体大体大体ペレペレペレペレットットットット 2キキキキロがロがロがロが同同同同じじじじぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、灯灯灯灯油油油油がががが、、、、例例例例ええええばばばば 70円円円円ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになりりりりますとますとますとますと、、、、ペレペレペレペレットがットがットがットが 35円円円円でイでイでイでイココココールということですールということですールということですールということです。。。。たたたただだだだしししし、、、、ペレペレペレペレットのットのットのットの場場場場合合合合、、、、木木木木をををを燃燃燃燃ややややしますとしますとしますとしますと、、、、これはこれはこれはこれは確確確確かめてはいないかめてはいないかめてはいないかめてはいないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、遠遠遠遠赤赤赤赤外外外外線線線線のののの効効効効果果果果とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ副副副副産産産産物物物物ががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、使使使使っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方はははは非非非非常常常常にににに割安感割安感割安感割安感があるというがあるというがあるというがあるという感感感感想想想想をををを言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。でででですからすからすからすから、、、、現現現現状状状状ではではではでは、、、、灯灯灯灯油油油油にににに比比比比べべべべててててむむむむししししろろろろ安安安安いといといといと言言言言ってもいいってもいいってもいいってもいいぐぐぐぐらいかなというとこらいかなというとこらいかなというとこらいかなというところだろろだろろだろろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。もうもうもうもう時間時間時間時間がががが押押押押しておしておしておしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、あとあとあとあと 6 分分分分ですがですがですがですが、、、、もうもうもうもうおおおお一方一方一方一方、、、、どうしてもということであれどうしてもということであれどうしてもということであれどうしてもということであればばばば、、、、ごごごご質質質質問問問問、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問 

  鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦とととと申申申申しますしますしますします。。。。2つつつつほほほほどどどどごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今、、、、前前前前のののの女女女女性性性性のののの方方方方ももももペレペレペレペレットのことをおットのことをおットのことをおットのことをお伺伺伺伺いにないにないにないになったのでったのでったのでったので、、、、それにそれにそれにそれに関連関連関連関連してなしてなしてなしてなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おそらくおそらくおそらくおそらくペレペレペレペレットットットット、、、、あるいはストーブあるいはストーブあるいはストーブあるいはストーブ、、、、そそそそういうういうういうういう活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、御御御御県県県県というかというかというかというか、、、、広島広島広島広島のののの皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお話話話話もきもきもきもきょょょょうううう伺伺伺伺ってってってって勉勉勉勉強強強強になったになったになったになったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、例例例例ええええばばばば岩岩岩岩手手手手県県県県ななななんんんんかにもそういうかにもそういうかにもそういうかにもそういう活動活動活動活動があがあがあがありりりり、、、、おそらくいおそらくいおそらくいおそらくいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで連連連連携携携携されているとされているとされているとされていると思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、需需需需要要要要というというというという意意意意味味味味ではではではでは、、、、ややややははははりりりり広島広島広島広島はははは冬冬冬冬はははは寒寒寒寒いというこいというこいというこいということでこういうことをとでこういうことをとでこういうことをとでこういうことを始始始始められたのかということとめられたのかということとめられたのかということとめられたのかということと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、行行行行政政政政のののの田原田原田原田原ささささんんんんにちにちにちにちょょょょっとっとっとっとおおお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ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、今今今今伺伺伺伺ったったったった価価価価格格格格ですとですとですとですと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、80 万万万万円円円円とかとかとかとか 30万万万万円円円円というのはというのはというのはというのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる我我我我々々々々市民市民市民市民にとってはにとってはにとってはにとっては手手手手のののの届届届届かないかないかないかない。。。。これをこれをこれをこれを、、、、組組組組合合合合ををををつつつつくったくったくったくったりりりりしてしてしてして普及普及普及普及するするするする上上上上でででで、、、、これはこれはこれはこれは田原田原田原田原ささささんんんんにもにもにもにも質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、行行行行政政政政のそのそのそのそういうういうういうういう導導導導入入入入にににに向向向向けてのけてのけてのけての何何何何だだだだかのインかのインかのインかのインセセセセンテンテンテンティィィィブブブブ、、、、例例例例ええええばばばば税制税制税制税制的的的的にそれをあるにそれをあるにそれをあるにそれをある程程程程度度度度優優優優遇遇遇遇するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一時時時時的的的的にににに、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの、、、、補補補補助助助助金金金金というというというという形形形形ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、購購購購入入入入者者者者にににに対対対対してはしてはしてはしては行行行行政政政政があるがあるがあるがある程程程程度度度度負担負担負担負担をするといったようなをするといったようなをするといったようなをするといったような、、、、そういうそういうそういうそういう連連連連携携携携といったようなことはあといったようなことはあといったようなことはあといったようなことはありりりり得得得得るのかなとるのかなとるのかなとるのかなと。。。。 

  実実実実はははは私私私私、、、、ロサンゼルスにロサンゼルスにロサンゼルスにロサンゼルスに住住住住んんんんでおでおでおでおりりりりましてましてましてまして、、、、今今今今日日日日ははははマツマツマツマツダのおダのおダのおダのお話話話話をををを伺伺伺伺っていますけれどっていますけれどっていますけれどっていますけれどもももも、、、、実実実実はははは今今今今、、、、ロサンゼルスでロサンゼルスでロサンゼルスでロサンゼルスでハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドカーがカーがカーがカーが急急急急遽遽遽遽売売売売れておれておれておれておりりりりますますますます。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかといかといかといかといいますといますといますといますと、、、、カカカカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州全全全全体体体体でででで、、、、いわゆるプいわゆるプいわゆるプいわゆるプリリリリウウウウスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドカーをカーをカーをカーを購購購購入入入入したしたしたした者者者者にににに対対対対してはしてはしてはしては何何何何らかのらかのらかのらかの法法法法的的的的措措措措置置置置をををを、、、、インインインインセセセセンテンテンテンティィィィブをブをブをブを与与与与えているというえているというえているというえているという事事事事例例例例ががががごごごござざざざ
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いますいますいますいます。。。。とととと同同同同時時時時にににに、、、、2人人人人以以以以上上上上しかしかしかしか道道道道路路路路をををを走走走走れないれないれないれない、、、、ハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドカーをカーをカーをカーを持持持持っているっているっているっている者者者者にににに対対対対ししししてはてはてはては 1 人人人人でもでもでもでも運運運運転転転転ができるといったようなができるといったようなができるといったようなができるといったような、、、、そういうそういうそういうそういう行行行行政政政政的的的的なあるなあるなあるなある種種種種のののの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのインのインのインのインセセセセンテンテンテンティィィィブをブをブをブを高高高高めるというめるというめるというめるという意意意意味味味味ではではではでは、、、、ややややははははりりりり行行行行政政政政のそのそのそのそういうういうういうういう何何何何らかのらかのらかのらかの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置がががが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要になってくるのかなとになってくるのかなとになってくるのかなとになってくるのかなと。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの NPO のののの皆皆皆皆ささささんんんんたちのあるたちのあるたちのあるたちのある種種種種のインのインのインのインセセセセンテンテンテンティィィィブにもブにもブにもブにもつつつつながるしながるしながるしながるし、、、、行行行行政政政政のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが民民民民間間間間にににに対対対対してもしてもしてもしても何何何何らかのらかのらかのらかの力力力力をををを与与与与えられるとえられるとえられるとえられると。。。。それがまずそれがまずそれがまずそれがまず 1 つつつつでででで、、、、そのそのそのその件件件件をおをおをおを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いうこというこというこということ。。。。 

  2つつつつ目目目目はははは、、、、今今今今日日日日、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの会会会会長長長長がががが、、、、まさにまさにまさにまさに究極究極究極究極ののののババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンンということでということでということでということで、、、、ぜひぜひぜひぜひ広広広広島型島型島型島型、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの地域地域地域地域からのからのからのからの発発発発信信信信をををを（（（（とのとのとのとの発言発言発言発言があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが）。）。）。）。今今今今日日日日のスのスのスのスピピピピーカーのーカーのーカーのーカーの皆皆皆皆ささささんんんんたちたちたちたち、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆ささささんんんんたちもたちもたちもたちも、、、、そういうそういうそういうそういう一一一一端端端端をををを担担担担っているっているっているっている皆皆皆皆ささささんんんんたちたちたちたちだだだだとととと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス大大大大綱綱綱綱、、、、目目目目標標標標としてとしてとしてとして 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 500 カカカカ所所所所というというというという会会会会長長長長からのおからのおからのおからのお話話話話があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、ややややははははりりりり広島広島広島広島からどういったものがからどういったものがからどういったものがからどういったものが具具具具体的体的体的体的にににに可能可能可能可能性性性性としてとしてとしてとして今今今今日日日日のののの一連一連一連一連のおのおのおのお話話話話のののの中中中中でででで可能可能可能可能かかかか、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも含含含含めてめてめてめて、、、、何何何何かかかか良良良良いいいいごごごご提提提提案案案案があったらがあったらがあったらがあったら、、、、そそそそのあたのあたのあたのあたりりりりををををぜひぜひぜひぜひ、、、、竹林竹林竹林竹林ささささんんんんののののほほほほうにうにうにうに振振振振っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思ううううんんんんですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、2 点点点点ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 竹林竹林竹林竹林 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。鵜浦鵜浦鵜浦鵜浦ささささんんんんというというというという方方方方ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、私私私私どもどもどもども、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムのミッションフォーラムのミッションフォーラムのミッションフォーラムの仲仲仲仲間間間間ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、今現今現今現今現在在在在ははははごごごご結結結結婚婚婚婚されていてされていてされていてされていて、、、、ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスののののほほほほうにうにうにうに移移移移られておられておられておられておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、「、「、「、「愛愛愛愛知知知知万万万万博博博博のののの環境環境環境環境ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター」」」」をされておられをされておられをされておられをされておられましたましたましたました。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろななななごごごご発言発言発言発言があったとがあったとがあったとがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。確確確確かにかにかにかに広島県広島県広島県広島県はははは、、、、太太太太田田田田川流域川流域川流域川流域をををを含含含含めてめてめてめて、、、、大大大大変変変変にににに森林森林森林森林資源資源資源資源もあもあもあもありりりりますからますからますからますから、、、、何何何何かかかか大大大大きなことがきちっときなことがきちっときなことがきちっときなことがきちっとややややれるれるれるれるんんんんじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。たたたただだだだ、、、、だだだだれかれかれかれか気気気気違違違違いがいがいがいがややややっっっっぱぱぱぱりりりり 1 人必要人必要人必要人必要だだだだなとなとなとなと。。。。気気気気違違違違いがいないといがいないといがいないといがいないとややややっっっっぱぱぱぱりりりり進進進進まないというまないというまないというまないというふふふふうにうにうにうに、、、、私私私私のこれまでのこれまでのこれまでのこれまでのののの経経経経験験験験ではではではでは思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。気気気気違違違違いいいいだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、さらにアイさらにアイさらにアイさらにアイデデデデアとアとアとアと知知知知恵恵恵恵ということとということとということとということと、、、、それからそれからそれからそれから組織人組織人組織人組織人もももも家庭家庭家庭家庭にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、それでそれでそれでそれで土土土土曜曜曜曜日日日日ななななりりりり日日日日曜曜曜曜日日日日ななななりりりりはははは地地地地元元元元のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍するするするする。。。。地地地地にににに足足足足ののののつつつついたとこいたとこいたとこいたところろろろからからからから少少少少しずしずしずしずつつつつ始始始始められるめられるめられるめられる。。。。それでそれでそれでそれで大大大大きなことということできなことということできなことということできなことということで、、、、保田保田保田保田ささささんんんんもももも、、、、何何何何かもうかもうかもうかもう夢夢夢夢があるようでがあるようでがあるようでがあるようでごごごございますけれどざいますけれどざいますけれどざいますけれどもももも、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ももしあったらももしあったらももしあったらももしあったら、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと夢夢夢夢をををを 1 つつつつ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとだだだだけけけけ語語語語っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、あとあとあとあと私私私私がパワーがパワーがパワーがパワーポポポポイントイントイントイント一一一一、、、、二二二二枚枚枚枚でででで終終終終わわわわりりりりにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。58 分分分分ででででごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、1 分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、よかったらよかったらよかったらよかったら、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん。。。。 

 保田理保田理保田理保田理事事事事長長長長 

  あのあのあのあのねねねね、、、、自分自分自分自分はははは、、、、田田田田舎舎舎舎としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、これをしっかこれをしっかこれをしっかこれをしっかりりりりととととややややってってってって、、、、中中中中東東東東からエからエからエからエネルギーネルギーネルギーネルギー買買買買わわわわんんんんでもでもでもでも、、、、自自自自前前前前でエネルギーがあでエネルギーがあでエネルギーがあでエネルギーがありりりりゃゃゃゃ、、、、将将将将来来来来自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで生生生生活活活活ができるができるができるができる。。。。若若若若いいいい者者者者にににに夢夢夢夢をををを与与与与えるえるえるえる。。。。家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで、、、、夕夕夕夕食食食食のののの時時時時、、、、一一一一家家家家団団団団欒欒欒欒、、、、家家家家のののの中中中中でででで、、、、夢夢夢夢がががが語語語語れるれるれるれる家家家家になるとになるとになるとになると、、、、子子子子供供供供がしっかがしっかがしっかがしっかりりりりとととと育育育育つつつつ。。。。そのそのそのその地域地域地域地域のののの、、、、定定定定住住住住してくれるしてくれるしてくれるしてくれる若若若若者者者者にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わるわるわるわる思思思思うううう。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成。。。。人人人人のののの財財財財産産産産、、、、これをこれをこれをこれをつつつつくっていくくっていくくっていくくっていくべべべべききききだろだろだろだろうううう。。。。面白面白面白面白いことになるけいことになるけいことになるけいことになるけ、、、、まままま、、、、見見見見とっちとっちとっちとっちゃゃゃゃんんんんさいさいさいさい（（（（見見見見ておいてくておいてくておいてくておいてくだだだださいさいさいさい）。）。）。）。 

 竹林竹林竹林竹林     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。もうもうもうもう時間時間時間時間がががが、、、、あとあとあとあと 1 分分分分ほほほほどでどでどでどでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、私私私私はははは、、、、ややややははははりりりりここここここここ
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にににに書書書書きましたようなきましたようなきましたようなきましたようなババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを使使使使ったものとったものとったものとったものと、、、、自自自自然然然然のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー、、、、そういうものをカスそういうものをカスそういうものをカスそういうものをカスケケケケーーーードドドド的的的的にどうにどうにどうにどうややややってってってって使使使使っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出していくかというようなことしていくかというようなことしていくかというようなことしていくかというようなことはははは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事ななななんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。住住住住居居居居環境環境環境環境もももも、、、、環境環境環境環境共共共共生生生生住宅住宅住宅住宅ととととかかかか、、、、今度環境今度環境今度環境今度環境省省省省はははは住宅住宅住宅住宅からからからから出出出出るるるる炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出をををを抑制抑制抑制抑制するということではするということではするということではするということでは、、、、1軒軒軒軒にににに 40万万万万円円円円のののの補補補補助助助助金金金金もももも出出出出すということもあすということもあすということもあすということもありりりりますしますしますしますし、、、、滋滋滋滋賀賀賀賀県県県県のののの場場場場合合合合ででででごごごございますとざいますとざいますとざいますと、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、電電電電力力力力ををををセセセセーブするということをーブするということをーブするということをーブするということをポポポポイントイントイントイント制制制制にしてにしてにしてにして、、、、そのそのそのそのポポポポイントにイントにイントにイントに応応応応じじじじてててて NPO にににに助助助助成成成成金金金金をををを出出出出すすすす、、、、ここここんんんんなようななようななようななような試試試試みもあみもあみもあみもありりりりますしますしますしますし、、、、3番番番番目目目目はははは、、、、エエエエキキキキスパートというスパートというスパートというスパートという交交交交通通通通ソソソソフトはフトはフトはフトはごごごご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。パパパパソソソソココココンをンをンをンを動動動動かしますとかしますとかしますとかしますと、、、、どういうどういうどういうどういう経経経経路路路路でででで A からからからから B 地点地点地点地点までまでまでまで行行行行けるかけるかけるかけるか、、、、そのそのそのそのときにときにときにときに何通何通何通何通りりりりかあるかあるかあるかある。。。。そのときにはおそのときにはおそのときにはおそのときにはお金金金金がががが幾幾幾幾らかかるらかかるらかかるらかかる、、、、時間時間時間時間がどれがどれがどれがどれだだだだけかかるというけかかるというけかかるというけかかるというほほほほかかかかにににに、「、「、「、「炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスススス量量量量」」」」がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいかかるのかというものもらいかかるのかというものもらいかかるのかというものもらいかかるのかというものも今今今今はもうはもうはもうはもう出出出出ておておておておりりりりますますますます。。。。エエエエキキキキスパスパスパスパートでそういうートでそういうートでそういうートでそういう炭炭炭炭酸酸酸酸ガガガガスススス排排排排出出出出量量量量までまでまでまで出出出出てくるということですてくるということですてくるということですてくるということです。。。。そういうようなさまざまなそういうようなさまざまなそういうようなさまざまなそういうようなさまざまな試試試試みがみがみがみが今今今今出出出出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。。。。 

  もうもうもうもう最最最最後後後後になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの恐恐恐恐ろろろろしいとこしいとこしいとこしいところろろろというのはというのはというのはというのは、、、、つつつつけはたまるけはたまるけはたまるけはたまる。。。。親親親親のののの意見意見意見意見とととと冷冷冷冷やややや酒酒酒酒ははははすすすすぐぐぐぐにはにはにはには効効効効かないかないかないかない。。。。車車車車はすはすはすはすぐぐぐぐにはとまれないということとにはとまれないということとにはとまれないということとにはとまれないということと同同同同じじじじななななんんんんですですですです。。。。気気気気候候候候システムというのはシステムというのはシステムというのはシステムというのは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな長長長長いいいい慣慣慣慣性性性性があがあがあがありりりりますますますます。。。。ここがここがここがここが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よですよですよですよねねねね。。。。今今今今はよくてもはよくてもはよくてもはよくても、、、、これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの先先先先のののの時時時時代代代代にはもうにはもうにはもうにはもう非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になるのがになるのがになるのがになるのが地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題対対対対策策策策ということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。10 年年年年対対対対策策策策がおくれるとがおくれるとがおくれるとがおくれると、、、、そのそのそのその何倍何倍何倍何倍かでしっかでしっかでしっかでしっぺぺぺぺ返返返返しがしがしがしが来来来来るるるる。。。。濃濃濃濃度度度度安定安定安定安定化化化化のためにはのためにはのためにはのためには排排排排出出出出をををを低低低低位位位位にににに保保保保っていてもっていてもっていてもっていても、、、、濃濃濃濃度度度度がががが安定安定安定安定するするするするだだだだけでもけでもけでもけでも数数数数十十十十年年年年もかかもかかもかかもかかるるるる。。。。濃濃濃濃度度度度はははは一一一一定定定定になってもになってもになってもになっても気気気気候候候候がががが安定安定安定安定するにはさらにそのするにはさらにそのするにはさらにそのするにはさらにその数数数数十十十十年年年年かかるということですかかるということですかかるということですかかるということです。。。。ですからですからですからですから、、、、非非非非常常常常にににに長長長長いいいい取取取取りりりり組組組組みですけれどもみですけれどもみですけれどもみですけれども、、、、目目目目標標標標をををを持持持持ってってってって、、、、ババババックックックックキキキキャャャャステステステスティィィィングをしングをしングをしングをしながらながらながらながら、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人のののの力力力力でなしでなしでなしでなし遂遂遂遂げげげげていかないとていかないとていかないとていかないと、、、、孫孫孫孫子子子子のののの時時時時代代代代はははは大大大大変変変変なことになるというこなことになるというこなことになるというこなことになるということをとをとをとを言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 

  「「「「生生生生態系態系態系態系にににに変変変変化化化化があらわれたときはがあらわれたときはがあらわれたときはがあらわれたときは、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化ののののポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルはルはルはルは高高高高まっているまっているまっているまっている」」」」とととと左左左左にににに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれが非非非非常常常常にににに敏敏敏敏感感感感なのはなのはなのはなのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり人人人人間間間間ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、チョチョチョチョウウウウチョチョチョチョだだだだとかとかとかとか、、、、カエルカエルカエルカエルだだだだということですということですということですということです。。。。 

  ここここんんんんなようなことでなようなことでなようなことでなようなことで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは終終終終わわわわりりりりにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございまざいまざいまざいましたしたしたした。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  皆皆皆皆様様様様、、、、今今今今日日日日はははは本本本本当当当当にあにあにあにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ大大大大変変変変興興興興味味味味深深深深いおいおいおいお話話話話をををを聞聞聞聞かせていかせていかせていかせていたたたただだだだきましたきましたきましたきました。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様ととととココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの竹林竹林竹林竹林ささささんんんんにににに、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一一一一度大度大度大度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様、、、、本本本本当当当当にににに長長長長時間時間時間時間にわたにわたにわたにわたりりりりましてあましてあましてあましてありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましざいましざいましざいましたたたた。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションにスカッションにスカッションにスカッションに最最最最後後後後までまでまでまでごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。それでそれでそれでそれではははは、、、、これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、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、、、、広島県広島県広島県広島県、、、、広島市主催広島市主催広島市主催広島市主催によによによによりりりりますますますます、、、、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・広島広島広島広島、、、、終終終終了了了了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆様様様様、、、、あああありりりりがとがとがとがとううううごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 ――――――――    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・京都京都京都京都 

～～～～ 環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会 ～～～～ 

 日日日日時時時時    ：：：：    2005 年年年年 12 月月月月 10日日日日（（（（土土土土））））13:00－－－－16:00 場場場場所所所所    ：：：：    京都府京都府京都府京都府総総総総合合合合見見見見本市会本市会本市会本市会館館館館 稲稲稲稲盛盛盛盛ホホホホールールールール プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            山田山田山田山田啓啓啓啓二二二二    氏氏氏氏 京都府京都府京都府京都府知知知知事事事事 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「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てけてけてけて－－－－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－－－－」」」」 鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    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特別特別特別特別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問 

 パネパネパネパネルルルルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション    「「「「環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                             花田花田花田花田眞眞眞眞理子理子理子理子    氏氏氏氏        大大大大阪阪阪阪産業大学産業大学産業大学産業大学助教授助教授助教授助教授・・・・NPO法人法人法人法人環境市民環境市民環境市民環境市民理理理理事事事事                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    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特別特別特別特別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問                             嶋津嶋津嶋津嶋津    功功功功    氏氏氏氏            丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合新規新規新規新規事業事業事業事業部長部長部長部長                             麻埜豊彦麻埜豊彦麻埜豊彦麻埜豊彦    氏氏氏氏            日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷（（（（株株株株））））環境環境環境環境管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生グループグループグループグループ参参参参事事事事                             谷谷谷谷みどみどみどみどりりりり    氏氏氏氏            経済産業経済産業経済産業経済産業省商務情省商務情省商務情省商務情報報報報政策局政策局政策局政策局消費経済消費経済消費経済消費経済部長部長部長部長 

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

 議事議事議事議事 司司司司会会会会（（（（木田木田木田木田）））） 皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、おおおお寒寒寒寒いいいい中中中中、、、、そしてそしてそしてそして 12 月月月月のおのおのおのお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中をこうしてをこうしてをこうしてをこうして「「「「ゼロゼロゼロゼロ エエエエミッションミッションミッションミッション フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・京都京都京都京都」」」」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だだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、「、「、「、「ゼロゼロゼロゼロ エミッションエミッションエミッションエミッション フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・京都京都京都京都」」」」をををを開会開会開会開会させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日のののの司司司司会進行会進行会進行会進行をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます、、、、私私私私、、、、木田木田木田木田朱朱朱朱美美美美ででででごごごございざいざいざいますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初にににに、、、、開会開会開会開会にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、主催者主催者主催者主催者をををを代表代表代表代表しししし、、、、京都府京都府京都府京都府知知知知事事事事、、、、山田山田山田山田啓啓啓啓二二二二からからからから皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。山田知山田知山田知山田知事事事事、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 

 山田知山田知山田知山田知事事事事     「「「「ゼロゼロゼロゼロ エミッションエミッションエミッションエミッション フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・京都京都京都京都」」」」のののの開催開催開催開催にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、主催者主催者主催者主催者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、、、、一言一言一言一言ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、師師師師走走走走のののの大大大大変寒変寒変寒変寒いいいい中中中中にもかかわにもかかわにもかかわにもかかわりりりりませずませずませずませず、、、、こうしてこうしてこうしてこうして大大大大勢勢勢勢のののの方方方方におにおにおにお集集集集ままままりりりり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、、、、ほほほほんんんんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。ここもちここもちここもちここもちょょょょっとっとっとっと、、、、ウウウウォームォームォームォームビビビビズズズズ系系系系なのかなのかなのかなのか、、、、ああああままままりりりり暖暖暖暖房房房房がきいておがきいておがきいておがきいておりりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもちもちもちもちょょょょっとおっとおっとおっとお寒寒寒寒いかなといういかなといういかなといういかなという感感感感じじじじがしますけれがしますけれがしますけれがしますけれどもどもどもども、、、、まさにまさにまさにまさに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、そしてそしてそしてそして温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止というというというという、、、、今私今私今私今私たちのたちのたちのたちの抱抱抱抱えているテーえているテーえているテーえているテーママママそのもそのもそのもそのも
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のにのにのにのに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、ききききょょょょうはうはうはうは各界各界各界各界からからからから大大大大変変変変大大大大勢勢勢勢のののの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きましてフォーラムがきましてフォーラムがきましてフォーラムがきましてフォーラムが開催開催開催開催できることをできることをできることをできることを非非非非常常常常にうれしくにうれしくにうれしくにうれしく思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 最近最近最近最近、、、、私私私私どもどもどもども、、、、もうもうもうもう何何何何かにかにかにかにつつつつけましていけましていけましていけまして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地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの問問問問題題題題、、、、そしてそしてそしてそして循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のののの問問問問題題題題というのにというのにというのにというのに突突突突きききき当当当当たっておたっておたっておたっておりりりりますますますます。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの問問問問題題題題ではではではでは、、、、昨昨昨昨年年年年台台台台風風風風 23号号号号をはをはをはをはじじじじめといたしましてめといたしましてめといたしましてめといたしまして、、、、全全全全国各地国各地国各地国各地でででで異常異常異常異常なななな降降降降雨雨雨雨をををを経経経経験験験験いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますしますしますしますし、、、、何何何何かとかとかとかと気気気気候候候候のののの変変変変動動動動というものをというものをというものをというものを、、、、これはこれはこれはこれは最近最近最近最近肌肌肌肌でででで実実実実感感感感してしまうようなしてしまうようなしてしまうようなしてしまうような事事事事件件件件がががが多多多多いようないようないようないような気気気気がしておがしておがしておがしておりりりりまままますすすす。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの問問問問題題題題ではではではでは、、、、私私私私どもどもどもども今今今今、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうどフェロシルトフェロシルトフェロシルトフェロシルトのののの問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えてえてえてえておおおおりりりりまままましてしてしてして、、、、こういったものがいこういったものがいこういったものがいこういったものがいつつつつのののの間間間間にかにかにかにか有効有効有効有効なななな土壌土壌土壌土壌資源資源資源資源だだだだというというというという偽偽偽偽りりりりのもとにのもとにのもとにのもとに私私私私たちたちたちたちのののの社会社会社会社会のののの中中中中にににに忍忍忍忍びびびび込込込込んんんんできているというできているというできているというできているという現実現実現実現実にににに今今今今直面直面直面直面しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それそれそれそれだだだだけにけにけにけに、、、、これかこれかこれかこれからもらもらもらも行行行行政政政政とととと、、、、そしてそしてそしてそして NPO とととと市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと、、、、みみみみんんんんながながながなが手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって、、、、しっかしっかしっかしっかりりりりとしたあとしたあとしたあとしたあすのすのすのすのビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを持持持持ってってってって温暖化社会温暖化社会温暖化社会温暖化社会ややややこうしたゼロエミッションのこうしたゼロエミッションのこうしたゼロエミッションのこうしたゼロエミッションの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに携携携携わっていかわっていかわっていかわっていかなけれなけれなけれなければばばば、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの未未未未来来来来ににににつつつつないでいくないでいくないでいくないでいく子子子子供供供供たちのためのたちのためのたちのためのたちのための京都京都京都京都づくづくづくづくりりりり、、、、そしてそしてそしてそして日日日日本本本本づくづくづくづくりりりりはできないのかなというはできないのかなというはできないのかなというはできないのかなという感感感感じじじじがいたしておがいたしておがいたしておがいたしておりりりりますますますます。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、今今今今ちちちちょょょょうどうどうどうど議会議会議会議会にににに地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化化化化のののの防止防止防止防止条条条条例例例例もももも提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そのそのそのその防止防止防止防止条条条条例例例例におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、
10％％％％のののの削削削削減減減減目目目目標標標標をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり掲掲掲掲げげげげてててて、、、、そのもとにそのもとにそのもとにそのもとに 13 のののの総総総総合分野合分野合分野合分野にわたるにわたるにわたるにわたる対対対対策策策策をををを講講講講じじじじようとしようとしようとしようとしているとこているとこているとこているところろろろででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。そうしたそうしたそうしたそうした府民府民府民府民ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの取取取取りりりり組組組組みによってみによってみによってみによって初初初初めてめてめてめて地球環境地球環境地球環境地球環境をををを守守守守れるれるれるれるんじんじんじんじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなという観観観観点点点点にににに今立今立今立今立っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日開催開催開催開催いたしますゼロエミッションフォーラムはいたしますゼロエミッションフォーラムはいたしますゼロエミッションフォーラムはいたしますゼロエミッションフォーラムは、「、「、「、「環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして議議議議論論論論をををを深深深深めていためていためていためていただだだだくことになっておくことになっておくことになっておくことになっておりりりりますますますます。。。。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ににににつつつついていていていて私私私私がががが説説説説明明明明するというのもするというのもするというのもするというのも、、、、後後後後でででで鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からもからもからもからも、、、、またフォーラムのまたフォーラムのまたフォーラムのまたフォーラムの関係関係関係関係のののの方方方方からからからからもおもおもおもお話話話話があるがあるがあるがあるのでのでのでので省省省省かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした社会社会社会社会というもというもというもというものがのがのがのが、、、、私私私私はははは、、、、産業産業産業産業のののの面面面面からもからもからもからも、、、、そしてそしてそしてそして経済活経済活経済活経済活性性性性化化化化のののの面面面面からもからもからもからも、、、、結結結結果果果果的的的的にはにはにはには一一一一番番番番いいものをいいものをいいものをいいものを生生生生みみみみ出出出出すすすす理念理念理念理念だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは思思思思っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも大大大大勢勢勢勢のののの方方方方々々々々がこのがこのがこのがこの理念理念理念理念をををを共共共共有有有有してしてしてして進進進進んんんんでいけるようにしていきたいとでいけるようにしていきたいとでいけるようにしていきたいとでいけるようにしていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日のフォーラムはのフォーラムはのフォーラムはのフォーラムは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした面面面面からからからから、、、、供供供供給給給給側側側側、、、、またまたまたまた消費者消費者消費者消費者側側側側といったといったといったといった一方的一方的一方的一方的なななな立立立立場場場場ににににとらわれずとらわれずとらわれずとらわれず、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの共通共通共通共通認識認識認識認識をもとにいたしましてをもとにいたしましてをもとにいたしましてをもとにいたしまして、、、、市市市市場場場場からからからから生生生生まれるまれるまれるまれる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへのののの道道道道筋筋筋筋をともにをともにをともにをともに考考考考えようとするものであえようとするものであえようとするものであえようとするものでありりりりますますますます。。。。本本本本日日日日基調基調基調基調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いしておいしておいしておいしておりりりりますますますます国際連国際連国際連国際連合大学合大学合大学合大学特別特別特別特別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之先先先先生生生生、、、、そしてパネルそしてパネルそしてパネルそしてパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションのココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター、、、、パネパネパネパネリリリリストストストストのののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに、、、、このこのこのこの場場場場をおかをおかをおかをおかりりりりしましてしましてしましてしまして厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼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。。。。     結結結結びにびにびにびに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加いいいいたたたただだだだきましたおきましたおきましたおきましたお一一一一人人人人おおおお一一一一人人人人のののの手手手手によによによによりりりりましてますますましてますますましてますますましてますます推進推進推進推進していくことをしていくことをしていくことをしていくことを心心心心からからからから祈祈祈祈念申念申念申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、、、、私私私私のおのおのおのお礼礼礼礼のののの言葉言葉言葉言葉とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。ほほほほんんんんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     京都府京都府京都府京都府知知知知事事事事、、、、山田山田山田山田啓啓啓啓二二二二からからからから皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。     引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、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会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸からからからから皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長、、、、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。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長     皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。ようこそおようこそおようこそおようこそお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私もももも、、、、
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京都京都京都京都はははは大大大大好好好好きなきなきなきな町町町町ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、来来来来るたびにるたびにるたびにるたびに思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに心心心心がががが安安安安ららららぐぐぐぐ町町町町並並並並みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして自自自自然然然然とととと大大大大変変変変調和調和調和調和したしたしたした、、、、ほほほほんんんんとうにすとうにすとうにすとうにすばばばばらしいらしいらしいらしい町町町町だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。こういうこういうこういうこういう町町町町ががががぜひぜひぜひぜひずっとずっとずっとずっと続続続続いていていていて保保保保たれていけたれていけたれていけたれていけばばばばいいなといういいなといういいなといういいなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     自自自自然然然然界界界界もそうでもそうでもそうでもそうでごごごございますけどざいますけどざいますけどざいますけど、、、、植植植植物物物物というのはというのはというのはというのは生生生生産者産者産者産者ででででごごごございまざいまざいまざいますしすしすしすし、、、、消費者消費者消費者消費者はははは動動動動物物物物、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれをリリリリサイクルしているのがサイクルしているのがサイクルしているのがサイクルしているのが微微微微生物生物生物生物ということになということになということになということになろろろろうとうとうとうと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがそれれがそれれがそれれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの任任任任務務務務をををを全全全全ういたしましてういたしましてういたしましてういたしまして、、、、ババババランスよくランスよくランスよくランスよく活動活動活動活動することによってこのすることによってこのすることによってこのすることによってこの地球地球地球地球とととというのはいうのはいうのはいうのは保保保保たれてまいったとたれてまいったとたれてまいったとたれてまいったと思思思思いますいますいますいます。。。。とことことこところろろろがががが、、、、近近近近年年年年、、、、本本本本来来来来動動動動物物物物のののの一一一一種種種種にしかすにしかすにしかすにしかすぎぎぎぎないないないないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そのそのそのその人人人人間間間間がががが、、、、快適快適快適快適性性性性をををを求求求求めましてめましてめましてめまして、、、、自自自自然然然然ののののババババランスというのをランスというのをランスというのをランスというのを崩崩崩崩してしまっしてしまっしてしまっしてしまったたたた。。。。そしてそしてそしてそして持続持続持続持続性性性性にににに疑疑疑疑問問問問をををを抱抱抱抱かせるかせるかせるかせる結結結結果果果果になってきたになってきたになってきたになってきたんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、資源資源資源資源というのもというのもというのもというのも有有有有限限限限ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長をするにはどうしてもをするにはどうしてもをするにはどうしてもをするにはどうしても資資資資源源源源がががが必要必要必要必要なわなわなわなわけですけどけですけどけですけどけですけど、、、、そのそのそのその資源資源資源資源もももも枯渇枯渇枯渇枯渇状状状状態態態態になるということにあになるということにあになるということにあになるということにありりりりますしますしますしますし、、、、そしてまそしてまそしてまそしてまたたたた、、、、それをそれをそれをそれを加工加工加工加工したしたしたしたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは使使使使用用用用するときにするときにするときにするときに、、、、大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな負荷負荷負荷負荷をををを環境環境環境環境にににに与与与与えておえておえておえておりりりりまままますのですのですのですので、、、、環境環境環境環境がががが大大大大変悪変悪変悪変悪化化化化してまいっておしてまいっておしてまいっておしてまいっておりりりりますますますます。。。。 そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長、、、、これこれこれこれ必要必要必要必要なわけでなわけでなわけでなわけでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、人類人類人類人類はははは爆爆爆爆発的発的発的発的にににに増増増増加加加加もしてもしてもしてもしておおおおりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた南南南南北北北北格格格格差差差差、、、、これはもうますますこれはもうますますこれはもうますますこれはもうますます拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく地球地球地球地球上上上上でででで今今今今 20％％％％のののの人人人人たちがおそらくたちがおそらくたちがおそらくたちがおそらく 80％％％％以以以以上上上上のののの富富富富をををを占占占占有有有有しているしているしているしている状状状状態態態態ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、みみみみんんんんながながながなが豊豊豊豊かにかにかにかになるなるなるなる、、、、そのためにはどうしてもそのためにはどうしてもそのためにはどうしてもそのためにはどうしても経済成経済成経済成経済成長長長長がががが必要必要必要必要だだだだとととと。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、資源資源資源資源、、、、環境環境環境環境、、、、そそそそしてしてしてして成成成成長長長長というトというトというトというトリリリリレレレレンンンンママママをををを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながら、、、、このこのこのこの人類人類人類人類、、、、地球地球地球地球のののの永永永永続続続続性性性性をををを考考考考えていかなきえていかなきえていかなきえていかなきゃゃゃゃいけいけいけいけないないないない。。。。そのためにいそのためにいそのためにいそのためにいろろろろいいいいろろろろなななな提提提提案案案案、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはココココンンンンセセセセプトがプトがプトがプトがごごごございますざいますざいますざいます。。。。実施実施実施実施されておされておされておされておりりりりまままますすすす。。。。ナチナチナチナチュュュュラルステップとかラルステップとかラルステップとかラルステップとか、、、、フフフファァァァクタークタークタークター4、、、、フフフファァァァクタークタークタークター10、、、、ゼロエミッションもそのゼロエミッションもそのゼロエミッションもそのゼロエミッションもその有力有力有力有力ななななココココンンンンセセセセプトのプトのプトのプトの 1 つつつつででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。早早早早くそういうくそういうくそういうくそういうココココンンンンセセセセプトにプトにプトにプトに従従従従ってってってって持続可能持続可能持続可能持続可能なななな世世世世界界界界をををを構構構構築築築築していかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。私私私私たちたちたちたち、、、、不不不不幸幸幸幸にしてにしてにしてにして、、、、時間時間時間時間がさがさがさがさほほほほどないというどないというどないというどないという状状状状態態態態にあるにあるにあるにあるんんんんじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、改改改改良良良良というというというというレベレベレベレベルではなくてルではなくてルではなくてルではなくて、、、、改改改改革革革革とかとかとかとか、、、、革革革革命命命命とかとかとかとか、、、、痛痛痛痛みをみをみをみを伴伴伴伴うううう変変変変化化化化がががが必要必要必要必要になっているになっているになっているになっているんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという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。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味をををを通通通通じじじじてててて、、、、目目目目的的的的をををを通通通通じじじじてててて、、、、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活動活動活動活動にににに大大大大変変変変ごごごご賛賛賛賛同同同同いたいたいたいただだだだきききき、、、、実実実実践践践践していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆様様様様方方方方ににににほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに心心心心からからからから敬敬敬敬意意意意をををを表表表表しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。     社会的社会的社会的社会的にににに、、、、ややややははははりりりり改改改改革革革革とかとかとかとか革革革革命命命命――――――――まあまあまあまあ、、、、革革革革命命命命というわけにはいかないでしというわけにはいかないでしというわけにはいかないでしというわけにはいかないでしょょょょうけどうけどうけどうけど、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会をををを早早早早くくくくつつつつくらなきくらなきくらなきくらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない、、、、それをそれをそれをそれを推進推進推進推進しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという場場場場合合合合、、、、従従従従来来来来のののの判判判判断断断断基基基基準準準準というのがというのがというのがというのが正正正正しかったかしかったかしかったかしかったか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、従従従従来来来来のののの判判判判断断断断ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか促進促進促進促進できないできないできないできないんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという気気気気持持持持ちをちをちをちを持持持持っておっておっておっておりりり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、、、、新新新新しいしいしいしい判判判判断断断断基基基基準準準準、、、、考考考考ええええ方方方方ををををだだだだれでもわれでもわれでもわれでもわかるようなかるようなかるようなかるような形形形形にするにするにするにする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ココココストのストのストのストの問問問問題題題題ひひひひととととつつつつ考考考考えましてもえましてもえましてもえましても、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの購購購購買買買買行動行動行動行動というのはというのはというのはというのは、、、、安安安安けれけれけれければばばば買買買買うううう。。。。あまあまあまあまりりりり環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮されていないイニシされていないイニシされていないイニシされていないイニシャャャャルルルルココココストでストでストでストで物物物物をををを買買買買うといううといううといううというふふふふうにうにうにうに、、、、そういうそういうそういうそういう行動行動行動行動をしてまいったわけですがをしてまいったわけですがをしてまいったわけですがをしてまいったわけですが、、、、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構築構築構築構築をををを推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには、、、、フルフルフルフルココココストでストでストでストで物物物物をををを考考考考えていたえていたえていたえていただだだだきたいものきたいものきたいものきたいものだだだだとととと。。。。材材材材料料料料ををををつつつつくるくるくるくる、、、、ああああるいはるいはるいはるいは採掘採掘採掘採掘してしてしてして、、、、つつつつくってくってくってくって、、、、そしてそしてそしてそして使使使使いいいい、、、、リリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、そこまでにかかるそこまでにかかるそこまでにかかるそこまでにかかるココココストストストスト、、、、ププププラスラスラスラス、、、、そのそのそのその中中中中にににに環境環境環境環境にににに与与与与えたえたえたえた被被被被害害害害額額額額がががが入入入入っていれっていれっていれっていればばばばいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在ほほほほととととんんんんどどどど入入入入っていっていっていっていないものがないものがないものがないものが多多多多ううううごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、それそれそれそれ、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、環境環境環境環境にににに与与与与えたえたえたえた被被被被害害害害額額額額、、、、それをそれをそれをそれを合合合合わせたフわせたフわせたフわせたフルルルルココココストでストでストでストで物物物物のののの購購購購買買買買をををを考考考考えていたえていたえていたえていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ややややははははりりりりフルフルフルフルココココストでみストでみストでみストでみんんんんながながながなが購購購購買買買買するというするというするというするということになことになことになことになりりりりますとますとますとますと、、、、これはこれはこれはこれは企業企業企業企業もももも、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、フルフルフルフルココココストでストでストでストで一一一一番番番番いいものをいいものをいいものをいいものをつつつつくくくくっていこうというっていこうというっていこうというっていこうという努努努努力力力力をするわけでをするわけでをするわけでをするわけで、、、、何何何何といいましてもといいましてもといいましてもといいましても、、、、消費者消費者消費者消費者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの行動行動行動行動によってによってによってによって企業企業企業企業もももも変変変変わっていきますわっていきますわっていきますわっていきます。。。。企業企業企業企業はははは、、、、もともともともともともともともと社会社会社会社会のののの夢夢夢夢をををを実現実現実現実現するするするする、、、、そのそのそのその過程過程過程過程をををを経営経営経営経営とととと理理理理解解解解
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しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、企業企業企業企業もももも、、、、なおそれをプロなおそれをプロなおそれをプロなおそれをプロモモモモートするートするートするートする、、、、そういうそういうそういうそういう行動行動行動行動をををを行行行行うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。それがそれがそれがそれが経営経営経営経営というものというものというものというものだだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。時間時間時間時間がさがさがさがさほほほほどないというこどないというこどないというこどないということでとでとでとで、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方とととと、、、、企業企業企業企業とととと、、、、一一一一緒緒緒緒になになになになりりりりましてましてましてまして、、、、早早早早くくくく循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築していきたいものしていきたいものしていきたいものしていきたいものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     これからこれからこれからこれから鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演ががががごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者消費者消費者消費者のののの行動行動行動行動ににににつつつついてパネルいてパネルいてパネルいてパネルディディディディスカッションもスカッションもスカッションもスカッションもごごごございますざいますざいますざいます。。。。ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの先進都市先進都市先進都市先進都市であるであるであるである京都京都京都京都からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というものというものというものというものにににに対対対対するライフスタイルといいますかするライフスタイルといいますかするライフスタイルといいますかするライフスタイルといいますか、、、、ライフスタイルはこういうものであるライフスタイルはこういうものであるライフスタイルはこういうものであるライフスタイルはこういうものである、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経済経済経済経済、、、、社会社会社会社会というもののというもののというもののというものの姿姿姿姿はこういうものであるはこういうものであるはこういうものであるはこういうものである、、、、あるいはこういうものをあるいはこういうものをあるいはこういうものをあるいはこういうものを目指目指目指目指してしてしてして行動行動行動行動していこうというようなしていこうというようなしていこうというようなしていこうというような発発発発信信信信がなされることをおがなされることをおがなされることをおがなされることを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、、、、ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつといたしといたしといたしといたしますますますます。。。。どどどどうもあうもあうもあうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     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会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸からからからから皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。     このこのこのこの後後後後はははは、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの進行進行進行進行ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、私私私私のののの方方方方からからからから改改改改めてめてめてめてごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     基調基調基調基調講演講演講演講演はははは、、、、このこのこのこの後後後後およそおよそおよそおよそ 1時間時間時間時間、、、、「「「「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てけてけてけて－－－－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－－－－」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学特別特別特別特別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之様之様之様之様からからからからごごごご講演講演講演講演をちをちをちをちょょょょううううだだだだいするいするいするいすることになっておことになっておことになっておことになっておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、午午午午後後後後 4 時前時前時前時前までのまでのまでのまでの時間時間時間時間をををを使使使使ってパネルってパネルってパネルってパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッションをををを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションではスカッションではスカッションではスカッションでは、、、、パネパネパネパネリリリリストストストスト 4 名名名名のののの方方方方ととととココココーーーーディディディディネーネーネーネーターによターによターによターによりりりりますますますます、、、、本本本本日日日日のテーのテーのテーのテーママママ、「、「、「、「環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」ににににつつつついていていていて討討討討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きますきますきますきます。。。。     パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの後後後後半半半半にはにはにはには、、、、本本本本日日日日会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様からからからから何何何何かかかかごごごございましたらざいましたらざいましたらざいましたら、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答のののの時間時間時間時間もとっておもとっておもとっておもとっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその際際際際にはにはにはには皆皆皆皆様様様様からからからから活発活発活発活発ななななごごごご発言発言発言発言をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     舞舞舞舞台台台台のののの方方方方のののの準備準備準備準備がががが整整整整いますいますいますいます間間間間、、、、もうしもうしもうしもうしばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだききききますますますます。。。。本本本本日日日日基調基調基調基調講演講演講演講演のののの講講講講師師師師をををを務務務務めていためていためていためていただだだだきますのはきますのはきますのはきますのは、、、、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学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之様之様之様之様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。     鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様はははは、、、、環境環境環境環境省省省省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会議会議会議会のののの会会会会長長長長をををを務務務務められているめられているめられているめられているほほほほかかかか、、、、放放放放送送送送大学大学大学大学教授教授教授教授などなどなどなど、、、、多多多多方方方方面面面面ででででごごごご活活活活躍躍躍躍されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日受付受付受付受付でおでおでおでお渡渡渡渡しいたしましたしいたしましたしいたしましたしいたしました資料資料資料資料のののの中中中中にプロフにプロフにプロフにプロフィィィィールのールのールのールのほほほほうもうもうもうも詳詳詳詳しくしくしくしく載載載載せていたせていたせていたせていただだだだいておいておいておいておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだきますきますきますきますようようようよう、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日のののの講演講演講演講演のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて－－－－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－－－－」」」」となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生をおをおをおをお呼呼呼呼びするびするびするびすることにいたしますことにいたしますことにいたしますことにいたします。。。。鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお迎迎迎迎えくえくえくえくだだだださいませさいませさいませさいませ。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 鈴木特別鈴木特別鈴木特別鈴木特別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問 
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    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だだだきましたきましたきましたきました、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、このこのこのこの京都府京都府京都府京都府のののの主催主催主催主催によによによによりりりりますますますます、「、「、「、「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フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム・イン・・イン・・イン・・イン・京都京都京都京都」」」」というシンというシンというシンというシンポポポポジジジジウウウウムにおムにおムにおムにお話話話話をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだくくくく機機機機会会会会をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私はははは、、、、後後後後ほほほほどどどどののののパネルパネルパネルパネルディディディディスカッションもスカッションもスカッションもスカッションもにににに参加参加参加参加いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、そのイントロダクションというようなおそのイントロダクションというようなおそのイントロダクションというようなおそのイントロダクションというようなお話話話話をををを少少少少しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと考考考考えておえておえておえておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ気気気気楽楽楽楽におにおにおにお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、20 世世世世紀紀紀紀のののの後後後後半半半半からからからから今今今今にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして日日日日本本本本のののの社会社会社会社会がどういうがどういうがどういうがどういう変変変変遷遷遷遷をををを経経経経てきたかといてきたかといてきたかといてきたかというようなとこうようなとこうようなとこうようなところろろろをををを非非非非常常常常にににに大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱにまとめたものでにまとめたものでにまとめたものでにまとめたものでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、1945 年年年年、、、、第第第第２２２２次次次次世世世世界大界大界大界大戦戦戦戦でででで日日日日本本本本はははは破破破破れましたれましたれましたれました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、国際連合国際連合国際連合国際連合ができができができができ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、韓韓韓韓国動国動国動国動乱乱乱乱等等等等をををを経経経経てててて、、、、日日日日本本本本のののの経済経済経済経済がががが爆爆爆爆発的発的発的発的なブームになブームになブームになブームに入入入入るわけであるわけであるわけであるわけでありりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど 1960 年年年年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに戦戦戦戦前前前前ののののレベレベレベレベルにルにルにルに復興復興復興復興してくるしてくるしてくるしてくるんんんんですがですがですがですが、、、、それからそれからそれからそれから後後後後、、、、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であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは GNP、、、、
1 人人人人当当当当たたたたりりりりのののの国民国民国民国民総総総総生生生生産産産産、、、、これはもちこれはもちこれはもちこれはもちろんろんろんろん貨幣貨幣貨幣貨幣価値価値価値価値がががが違違違違いますからいますからいますからいますから、、、、1990 年年年年レベレベレベレベルのルのルのルの貨幣貨幣貨幣貨幣価価価価値値値値にににに換換換換算算算算してあしてあしてあしてありりりりますがますがますがますが、、、、大体大体大体大体 70 年年年年ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、年年年年間間間間 8％％％％というというというという、、、、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たわれたわれたわれた経済成経済成経済成経済成長長長長をををを経経経経てててて、、、、ここであるここであるここであるここである程程程程度調度調度調度調整整整整がががが行行行行われることになわれることになわれることになわれることになりりりりますますますます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、1つつつつはははは石油危石油危石油危石油危機機機機であであであでありりりり、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境問問問問題題題題のののの公公公公害害害害問問問問題題題題のののの頻頻頻頻発発発発であであであでありりりりますますますます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、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量量量量というのはあるというのはあるというのはあるというのはある程程程程度度度度頭打頭打頭打頭打ちになちになちになちになりりりりますがますがますがますが、、、、ババババブルブルブルブル経済経済経済経済にににに突突突突入入入入するこするこするこするころろろろからからからから、、、、またエネルまたエネルまたエネルまたエネルギーギーギーギー消費消費消費消費量量量量がアップしてくるがアップしてくるがアップしてくるがアップしてくる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、90 年年年年ごろごろごろごろのののの、、、、いわいわいわいわばばばば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のでのでのでの体体体体制制制制崩崩崩崩壊壊壊壊があるがあるがあるがある。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、機機機機をををを一一一一つつつつにしてにしてにしてにしてババババブルがブルがブルがブルが崩崩崩崩壊壊壊壊してしてしてして現現現現在在在在にににに至至至至っているっているっているっている。。。。こういうプロフこういうプロフこういうプロフこういうプロフィィィィールであールであールであールでありりりりますますますます。。。。     ごごごごららららんんんんいいいいたたたただだだだきますときますときますときますと、、、、どこかにいどこかにいどこかにいどこかにいろろろろいいいいろろろろとアップダとアップダとアップダとアップダウウウウンはあるにしンはあるにしンはあるにしンはあるにしろろろろ、、、、ほほほほぼぼぼぼ S 字字字字型型型型ののののカーブになっているようなとこカーブになっているようなとこカーブになっているようなとこカーブになっているようなところろろろ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だだだけるかとけるかとけるかとけるかと思思思思いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題はははは、、、、1960 年年年年のののの初初初初めにめにめにめに、、、、『『『『沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春』』』』というというというという、、、、レレレレーチェル・カールーチェル・カールーチェル・カールーチェル・カールソソソソンのンのンのンの本本本本がががが上上上上梓梓梓梓されてからされてからされてからされてから、、、、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環境環境環境環境問問問問題題題題はははは、、、、当初当初当初当初はははは公公公公害害害害問問問問題題題題ととととしてしてしてして注注注注目目目目をををを集集集集めるようにめるようにめるようにめるようになるのがなるのがなるのがなるのが 70 年年年年こここころろろろですですですです。。。。ここはここはここはここは、、、、日日日日本本本本でもちでもちでもちでもちょょょょうどうどうどうど 60 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からからからから、、、、公公公公害害害害国会国会国会国会とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境庁庁庁庁ががががつつつつくられたくられたくられたくられたりりりり、、、、公公公公害対害対害対害対策策策策基本基本基本基本法法法法ができたができたができたができたりりりり、、、、大大大大気汚染気汚染気汚染気汚染防止防止防止防止法法法法、、、、水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁防止防止防止防止法法法法とととと、、、、いいいいろんろんろんろんなななな法法法法律律律律がこのこがこのこがこのこがこのころろろろにどっとできてにどっとできてにどっとできてにどっとできて、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする、、、、いいいいわわわわばばばば産業産業産業産業公公公公害害害害等等等等にににに関関関関するいするいするいするいろろろろいいいいろろろろなななな対対対対策策策策がががが打打打打たれたたれたたれたたれた、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような時時時時代代代代であであであでありりりりましたましたましたました。。。。リオリオリオリオのののの地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット会議会議会議会議がががが 92 年年年年にあにあにあにありりりり、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルネスブルネスブルネスブルグサミットがグサミットがグサミットがグサミットが 2002 年年年年にににに開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろでででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれなステップをれなステップをれなステップをれなステップを踏踏踏踏んんんんでいるでいるでいるでいるわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、97 年年年年のののの京都会議京都会議京都会議京都会議におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出抑制抑制抑制抑制にににに向向向向けてのけてのけてのけての世世世世界的界的界的界的なななな動動動動きがきがきがきが始始始始まっていくまっていくまっていくまっていく。。。。こういうこういうこういうこういう仕掛仕掛仕掛仕掛けであけであけであけでありりりりますますますます。。。。公公公公害対害対害対害対策策策策基本基本基本基本法法法法、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本法法法法がががが日日日日本本本本のののの環環環環境行境行境行境行政政政政のののの基本基本基本基本になっているになっているになっているになっている法法法法律律律律であであであでありりりりますますますます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことがごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。     これこれこれこれだだだだけけけけ長長長長いいいい期間期間期間期間をををを 1 枚枚枚枚のののの図図図図でででで示示示示すすすすというのもというのもというのもというのも甚甚甚甚だだだだ乱乱乱乱暴暴暴暴ななななんんんんですがですがですがですが、、、、全全全全体体体体像像像像ををををごごごごららららんんんんいいいいたたたただだだだきますときますときますときますと、、、、一体一体一体一体このこのこのこの先先先先どこどこどこどこへへへへ行行行行くのかというようなことをくのかというようなことをくのかというようなことをくのかというようなことを、、、、あるあるあるある種種種種、、、、考考考考えていたえていたえていたえていただだだだくくくくのにのにのにのに、、、、ややややははははりりりりロングタームのロングタームのロングタームのロングタームの、、、、50 年先年先年先年先をををを予予予予測測測測するにはするにはするにはするには、、、、ややややははははりりりり 50 年年年年前前前前ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは少少少少なくともなくともなくともなくとも見見見見ておかなくてはいけないておかなくてはいけないておかなくてはいけないておかなくてはいけない。。。。そういうことであそういうことであそういうことであそういうことでありりりりますがますがますがますが、、、、往往往往々々々々にしてにしてにしてにして我我我我々々々々はははは経済経済経済経済であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人口人口人口人口、、、、いいいいろんろんろんろんなものがなものがなものがなものが指指指指数増数増数増数増殖殖殖殖、、、、年率一年率一年率一年率一定定定定のののの成成成成長長長長率率率率をををを持持持持たたたたなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけないというというというという考考考考ええええ方方方方をををを頭頭頭頭にににに植植植植ええええつつつつけられておけられておけられておけられておりりりりますますますます。。。。新新新新聞聞聞聞ななななんんんんかをかをかをかを見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長がががが今年今年今年今年はははは何何何何％％％％であるであるであるである、、、、1.5％％％％になれになれになれになればばばばそこそこそこそこそこそこそこそこ経済経済経済経済がががが回回回回復復復復したのかとかしたのかとかしたのかとかしたのかとか、、、、そういうそういうそういうそういう議議議議論論論論。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、前前前前年年年年にににに比比比比べべべべてどれくらいかてどれくらいかてどれくらいかてどれくらいか。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、微微微微分的分的分的分的なななな発想発想発想発想といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、傾傾傾傾きがきがきがきが、、、、成成成成長長長長率率率率がどがどがどがどうかうかうかうか、、、、率率率率をいをいをいをいつつつつもももも気気気気にしながらにしながらにしながらにしながら暮暮暮暮らしてきたというのがらしてきたというのがらしてきたというのがらしてきたというのが我我我我々々々々であであであでありりりりましたましたましたました。。。。     とことことこところろろろがががが、、、、銀銀銀銀行行行行のののの利利利利息息息息はははは今今今今はもうはもうはもうはもう非非非非常常常常にににに低低低低率率率率になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、年率年率年率年率 2％％％％、、、、あるあるあるある
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いはいはいはいは 1％％％％であったにしであったにしであったにしであったにしろろろろ、、、、これはこれはこれはこれは時間時間時間時間がががが経経経経過過過過していくにしていくにしていくにしていくに従従従従ってってってって複複複複利利利利でででで増増増増えていきますからえていきますからえていきますからえていきますから、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは無無無無限限限限大大大大にににに発発発発散散散散していくというのがこういうしていくというのがこういうしていくというのがこういうしていくというのがこういう指指指指数増数増数増数増殖殖殖殖のののの特特特特徴徴徴徴ですですですです。。。。ネズミネズミネズミネズミ算算算算でもでもでもでも、、、、2匹匹匹匹がががが 4匹匹匹匹、、、、4匹匹匹匹がががが 8匹匹匹匹、、、、8匹匹匹匹がががが 16匹匹匹匹、、、、16匹匹匹匹がががが 32匹匹匹匹、、、、32匹匹匹匹がががが 64匹匹匹匹というというというという形形形形でででで増増増増えていきまえていきまえていきまえていきますからすからすからすから、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは限限限限られたスられたスられたスられたスペペペペースにースにースにースに住住住住みきれみきれみきれみきれなくなってなくなってなくなってなくなって、、、、集集集集団団団団でででで水水水水のののの中中中中にににに入入入入水水水水をするをするをするをする、、、、そういうようなことがネズミなそういうようなことがネズミなそういうようなことがネズミなそういうようなことがネズミなんんんんかのかのかのかの場場場場合合合合にはにはにはには知知知知られているわけですがられているわけですがられているわけですがられているわけですが、、、、それはそれはそれはそれは、、、、実実実実はははは我我我我々々々々地球地球地球地球上上上上にににに暮暮暮暮らすらすらすらす人類人類人類人類にとってもにとってもにとってもにとっても全全全全くくくく同同同同じじじじであであであでありりりりましてましてましてまして、、、、限限限限られたスられたスられたスられたスペペペペースでースでースでースで経済経済経済経済、、、、あるいあるいあるいあるいはははは人口人口人口人口、、、、これがこれがこれがこれが指指指指数増数増数増数増殖殖殖殖的的的的にににに増増増増えていけるわけがないえていけるわけがないえていけるわけがないえていけるわけがない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに、、、、いわいわいわいわばばばば平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点というものがというものがというものがというものが存在存在存在存在するするするするだろだろだろだろうううう。。。。これはこれはこれはこれは、、、、まあまあまあまあ多多多多分分分分、、、、今今今今皆皆皆皆様様様様はははは疑疑疑疑いもなくそういもなくそういもなくそういもなくそう思思思思っっっっておられるのではないかとておられるのではないかとておられるのではないかとておられるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。西西西西部部部部開開開開拓拓拓拓のののの時時時時代代代代ななななんんんんかはかはかはかは、、、、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りりりがががが人人人人でいでいでいでいっっっっぱぱぱぱいになるといになるといになるといになると、、、、幌幌幌幌馬馬馬馬車車車車をををを買買買買ってってってって新新新新天天天天地地地地へへへへ新新新新開地開地開地開地をををを求求求求めてめてめてめて進進進進んんんんでいくこでいくこでいくこでいくことができましたがとができましたがとができましたがとができましたが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、今地球今地球今地球今地球上上上上にはそういうにはそういうにはそういうにはそういう新新新新開地開地開地開地がないがないがないがない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで安定安定安定安定しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない、、、、こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況にににに我我我我々々々々はははは当面当面当面当面しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。実実実実はははは、、、、こういうこういうこういうこういう地球地球地球地球のののの持持持持つつつつ有有有有限限限限性性性性というものにというものにというものにというものに出出出出会会会会ったのはったのはったのはったのは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの世代世代世代世代がががが、、、、多多多多分地球分地球分地球分地球上上上上、、、、人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史上上上上初初初初めてであめてであめてであめてであろろろろうとうとうとうと言言言言われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。もしこれがわかれもしこれがわかれもしこれがわかれもしこれがわかればばばば、、、、このこのこのこの指指指指数増数増数増数増殖殖殖殖でででで今今今今までまでまでまで年率年率年率年率何何何何％％％％というというというという発想発想発想発想でででで生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた生生生生きききき方方方方をををを変変変変えてえてえてえて、、、、そこにそこにそこにそこに近近近近づくようにかづくようにかづくようにかづくようにかじじじじをををを切切切切れれれればばばばいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら人人人人間間間間のののの社会社会社会社会はははは簡簡簡簡単単単単ではあではあではあではありりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、ましてましてましてましてややややそれそれそれそれだだだだけけけけ賢賢賢賢いいいい人人人人がががが残残残残念念念念ながらながらながらながら国国国国のののの中中中中心心心心におられるにおられるにおられるにおられるわけではないわけではないわけではないわけではない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、こういうこういうこういうこういう将将将将来来来来像像像像をををを見見見見てててて、、、、そこにどうそこにどうそこにどうそこにどう近近近近づくかづくかづくかづくかというというというという発想発想発想発想がががが、、、、実実実実はははは今今今今までのいまでのいまでのいまでの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欠欠欠欠けていたのがけていたのがけていたのがけていたのが実際実際実際実際のとこのとこのとこのところだろろだろろだろろだろうとうとうとうと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。     そうするとどうなるかというとそうするとどうなるかというとそうするとどうなるかというとそうするとどうなるかというと、、、、ともかくともかくともかくともかく指指指指数増数増数増数増殖殖殖殖、、、、このパラダイムのままこのパラダイムのままこのパラダイムのままこのパラダイムのまま増増増増えていきえていきえていきえていきますとますとますとますと、、、、あるときあるときあるときあるとき突突突突然気然気然気然気ががががつつつつくくくく。。。。何何何何にににに気気気気ががががつつつつくかというとくかというとくかというとくかというと、、、、平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えたえたえたえた人口人口人口人口をををを抱抱抱抱えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった、、、、食糧食糧食糧食糧がががが生生生生産産産産できないできないできないできない、、、、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がががが足足足足りりりりないないないない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人口人口人口人口密度密度密度密度がががが増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの間間間間ののののココココンフンフンフンフリリリリクトがクトがクトがクトが起起起起こるこるこるこる。。。。そういういそういういそういういそういういろんろんろんろんなななな要素要素要素要素によってによってによってによって実実実実はこういうカーブがはこういうカーブがはこういうカーブがはこういうカーブが破破破破局局局局をををを迎迎迎迎えるというこえるというこえるというこえるということになるわけであとになるわけであとになるわけであとになるわけでありりりりますますますます。。。。     今今今今 8％％％％成成成成長長長長のののの日日日日本本本本がががが 3％％％％成成成成長長長長ののののババババブルをブルをブルをブルを過過過過ぎぎぎぎてててて停滞停滞停滞停滞期期期期にににに入入入入ったったったった。。。。そのままそのままそのままそのまま放放放放っておけっておけっておけっておけばばばば、、、、間間間間違違違違いなくいなくいなくいなく我我我我がががが国国国国はははは破破破破局局局局にににに至至至至るるるる。。。。こういうカーブのこのこういうカーブのこのこういうカーブのこのこういうカーブのこの辺辺辺辺にあるいはいるのかもしれませにあるいはいるのかもしれませにあるいはいるのかもしれませにあるいはいるのかもしれませんんんん。。。。それではそれではそれではそれでは一体一体一体一体どうすれどうすれどうすれどうすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、どういうとこどういうとこどういうとこどういうところろろろがこのがこのがこのがこの平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点でででで適適適適正正正正なななな、、、、サステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな、、、、持続的持続的持続的持続的なななな社会社会社会社会というものをというものをというものをというものを描描描描くくくくべべべべきなのかきなのかきなのかきなのか、、、、これをきちこれをきちこれをきちこれをきちんんんんとととと考考考考えてえてえてえて、、、、そこそこそこそこへへへへここからここからここからここからソソソソフトランフトランフトランフトランドドドドをするをするをするをする、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを考考考考えなくてはいけないわけでえなくてはいけないわけでえなくてはいけないわけでえなくてはいけないわけであああありりりりますますますます。。。。     とことことこところろろろがががが、、、、こういうこういうこういうこういう破破破破局局局局にににに至至至至るカーブというのはるカーブというのはるカーブというのはるカーブというのは、、、、1つつつつのののの考考考考ええええ方方方方でででで、、、、そのままそのままそのままそのままそれをそれをそれをそれを踏踏踏踏襲襲襲襲していけしていけしていけしていけばばばばこういうパターンになるこういうパターンになるこういうパターンになるこういうパターンになるんんんんですがですがですがですが、、、、ソソソソフトランフトランフトランフトランドドドドするするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点にににに近近近近づくというづくというづくというづくという運運運運動方動方動方動方程程程程式式式式はははは、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側とこちらとこちらとこちらとこちら側側側側をををを支配支配支配支配しているしているしているしている考考考考ええええ方方方方とはとはとはとは違違違違うううう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何何何何がががが違違違違うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、着着着着地点地点地点地点といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ここのここのここのここの平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点というものがというものがというものがというものが運運運運動方動方動方動方程程程程式式式式にににに入入入入ってくるわけでってくるわけでってくるわけでってくるわけで、、、、そこにそこにそこにそこに近近近近づこうというづこうというづこうというづこうという、、、、そういうそういうそういうそういう微微微微分方分方分方分方程程程程式式式式をををを解解解解いていかいていかいていかいていかなけなけなけなけれれれればばばばいけないということですいけないということですいけないということですいけないということです。。。。私私私私たちはこれをたちはこれをたちはこれをたちはこれを着着着着地点地点地点地点とととと呼呼呼呼んんんんでおでおでおでおりりりりますがますがますがますが、、、、着着着着地点地点地点地点がわかがわかがわかがわかれれれればばばば、、、、現現現現在在在在のののの状況状況状況状況からそこにからそこにからそこにからそこに向向向向かってかってかってかって着着着着地地地地するするするする努努努努力力力力をすれをすれをすれをすればばばばいいいいいいいい。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なななな、、、、今今今今までまでまでまでとはとはとはとは違違違違うううう考考考考ええええ方方方方をそこをそこをそこをそこにににに持持持持ちちちち込込込込ままままなけれなけれなけれなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんんからからからから、、、、いいいいろんろんろんろんなななな抵抗抵抗抵抗抵抗があるとがあるとがあるとがあると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。先先先先ほほほほどどどど藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長はははは、、、、改改改改革革革革、、、、革革革革命命命命というようなというようなというようなというような言葉言葉言葉言葉をををを使使使使われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによってはハハハハーーーードドドドランランランランディディディディングもングもングもングも必要必要必要必要かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。ともかくそうしないとともかくそうしないとともかくそうしないとともかくそうしないと破破破破局局局局にににに至至至至りりりりますからますからますからますから、、、、現現現現在在在在、、、、改改改改革革革革・・・・変変変変革革革革のののの選択選択選択選択をををを迫迫迫迫られているられているられているられている時期時期時期時期にににに私私私私たちはいるのではないかということであたちはいるのではないかということであたちはいるのではないかということであたちはいるのではないかということでありりりり
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ますますますます。。。。 

  ちちちちょょょょうどこういうとこうどこういうとこうどこういうとこうどこういうところろろろのののの状状状状態態態態はははは、、、、さきさきさきさきほほほほどどどどスライスライスライスライドドドドでちでちでちでちょょょょっとっとっとっと出出出出てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、沈没沈没沈没沈没船船船船のののの上上上上でででで、、、、タイタニックのタイタニックのタイタニックのタイタニックの上上上上でででで豪豪豪豪華華華華なグルなグルなグルなグルメメメメをををを楽楽楽楽しみしみしみしみ、、、、ショッショッショッショッピピピピングにうングにうングにうングにうつつつつつつつつをををを抜抜抜抜かしかしかしかし、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては船船船船のののの上上上上ででででゴゴゴゴルフにルフにルフにルフに興興興興ずるずるずるずる、、、、といといといということができるかどうかわかうことができるかどうかわかうことができるかどうかわかうことができるかどうかわかりりりりませませませませんんんんがががが、、、、こうこうこうこうややややってってってって楽楽楽楽ししししんんんんでいるうちにでいるうちにでいるうちにでいるうちに、、、、実実実実はははは環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問問問問題題題題、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、食糧危食糧危食糧危食糧危機機機機、、、、いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが起起起起こってこってこってこって船船船船がががが沈沈沈沈んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。これはこれはこれはこれは京都大学京都大学京都大学京都大学のののの、、、、今今今今名名名名誉誉誉誉教授教授教授教授になられましたになられましたになられましたになられました高高高高月先月先月先月先生生生生のおかきになったのおかきになったのおかきになったのおかきになった象象象象徴徴徴徴的的的的なななな漫漫漫漫画画画画をををを引引引引用用用用させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの着着着着地点地点地点地点がどこにあってがどこにあってがどこにあってがどこにあって、、、、どうどうどうどうソソソソフトランフトランフトランフトランドドドドするかということをするかということをするかということをするかということを考考考考えていかえていかえていかえていかなけれなけれなけれなければばばばいいいいけないわけであけないわけであけないわけであけないわけでありりりりますますますます。。。。     先先先先ほほほほどもどもどもども、、、、1940 年年年年ぐぐぐぐらいからのらいからのらいからのらいからの日日日日ｈｈｈｈ本本本本のののの成成成成長長長長のののの図図図図ををををごごごごららららんんんんにににに入入入入れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 70年年年年、、、、このこのこのこの公公公公害害害害国会国会国会国会のこのこのこのころろろろのののの前前前前段階段階段階段階はははは、、、、日日日日本本本本におにおにおにおけるけるけるける環境環境環境環境問問問問題題題題というのはいわというのはいわというのはいわというのはいわばばばば局所局所局所局所環境環境環境環境問問問問題題題題ですですですです。。。。水水水水俣俣俣俣とかとかとかとか川川川川崎崎崎崎とかのとかのとかのとかの特定特定特定特定のののの地域地域地域地域でででで産業産業産業産業公公公公害害害害にににに直面直面直面直面しましたしましたしましたしました。。。。こういうものにこういうものにこういうものにこういうものに対対対対ししししてててて私私私私たちはたちはたちはたちは End-of-pipe とととと呼呼呼呼びますがびますがびますがびますが、、、、廃廃廃廃水水水水、、、、廃廃廃廃ガガガガスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれにいれにいれにいれにいろんろんろんろんなななな対対対対策策策策をををを考考考考えていえていえていえていろんろんろんろんなななな処処処処理理理理設設設設備備備備ををををつつつつけけけけ加加加加えるえるえるえる、、、、こういうこういうこういうこういう方向方向方向方向でででで進進進進んんんんでいきましたがでいきましたがでいきましたがでいきましたが、、、、そそそそれはもちれはもちれはもちれはもちろんろんろんろんあるあるあるある程程程程度度度度はははは成成成成功功功功いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。     1980 年年年年代代代代にににに入入入入ってってってって気気気気ががががつつつついたことはいたことはいたことはいたことは、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命こういうこういうこういうこういう公公公公害対害対害対害対策策策策をしたけれどもをしたけれどもをしたけれどもをしたけれども、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ生生生生活環境活環境活環境活環境のののの快適快適快適快適さというようなことをさというようなことをさというようなことをさというようなことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、河河河河川川川川のののの汚汚汚汚濁濁濁濁であるとかであるとかであるとかであるとか湖湖湖湖のののの汚染汚染汚染汚染とかとかとかとかはははは産業産業産業産業公公公公害害害害ではなではなではなではなくてくてくてくて、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形のののの環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はあまはあまはあまはあまりりりり解解解解決決決決されていないされていないされていないされていないというようなことがというようなことがというようなことがというようなことが起起起起こってきたわけであこってきたわけであこってきたわけであこってきたわけでありりりりますますますます。。。。そうこうしているうちにそうこうしているうちにそうこうしているうちにそうこうしているうちに、、、、このこのこのこの時時時時代代代代はははは、、、、環境環境環境環境にとってはにとってはにとってはにとっては非非非非常常常常にににに地地地地味味味味なななな時時時時代代代代であであであでありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、そうこうしているうちにそうこうしているうちにそうこうしているうちにそうこうしているうちに、、、、1990 年年年年代代代代にににに入入入入ってってってって、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題というのがというのがというのがというのが急急急急にににに脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びてくることになるわけであびてくることになるわけであびてくることになるわけであびてくることになるわけでありりりりますますますます。。。。92 年年年年ののののリオリオリオリオのののの地球地球地球地球サミットなサミットなサミットなサミットなんんんんかももちかももちかももちかももちろんろんろんろんそのそのそのその 1 つつつつのきっかけになっているわけですがのきっかけになっているわけですがのきっかけになっているわけですがのきっかけになっているわけですが、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの問問問問題題題題はあるはあるはあるはある程程程程度度度度解解解解決決決決したとしたとしたとしたと言言言言っていいっていいっていいっていいんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素によるによるによるによる温暖化温暖化温暖化温暖化、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、生物生物生物生物多様多様多様多様性性性性のののの喪喪喪喪失失失失やややや、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな各各各各種種種種のののの地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びてびてびてびて進進進進んんんんでまいでまいでまいでまいりりりりましたましたましたました。。。。     もちもちもちもちろんろんろんろん、、、、こういうこういうこういうこういう問問問問題題題題すすすすべべべべてててて、、、、これからこれからこれからこれから解解解解決決決決しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないいけないいけないいけない問問問問題題題題ががが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、、、、特特特特にににに 2000 年年年年代代代代にににに入入入入ってってってって、、、、これからどうなっていくのかというとここれからどうなっていくのかというとここれからどうなっていくのかというとここれからどうなっていくのかというところろろろでででで一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、ササササステイナブルなステイナブルなステイナブルなステイナブルな人人人人間間間間活動活動活動活動をどうをどうをどうをどうややややってってってって確確確確保保保保するのかということであするのかということであするのかということであするのかということであろろろろうとうとうとうと私私私私はははは思思思思っているっているっているっているわけですわけですわけですわけです。。。。そこでそこでそこでそこで大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、有有有有限限限限なななな条件条件条件条件、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、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地球地球地球地球というというというという有有有有限限限限なななな大大大大きさのきさのきさのきさの上上上上にあるにあるにあるにある有有有有限限限限、、、、限限限限られたられたられたられた資源資源資源資源ですですですです。。。。資源資源資源資源のののの中中中中にはにはにはには水水水水資源資源資源資源もあもあもあもありりりりますしますしますしますし、、、、エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー資源資源資源資源、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料とととと言言言言われるようなものもあわれるようなものもあわれるようなものもあわれるようなものもありりりりますしますしますしますし、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源もそうですもそうですもそうですもそうですねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、再生再生再生再生可能資源可能資源可能資源可能資源とととと言言言言われるわれるわれるわれる植植植植物物物物、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光にににに基基基基づくづくづくづく光光光光合成合成合成合成でででで生生生生産産産産されるされるされるされる、、、、そういうそういうそういうそういう資資資資源源源源にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、これはこれはこれはこれは地球地球地球地球上上上上のののの面面面面積積積積がががが限限限限られられられられ、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光がががが限限限限られていますからられていますからられていますからられていますから、、、、そこでそこでそこでそこで生生生生産産産産されるされるされるされる量量量量というのはというのはというのはというのは有有有有限限限限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、、、、使使使使いいいい過過過過ぎぎぎぎたらたらたらたら、、、、必必必必ずそれもまたずそれもまたずそれもまたずそれもまた壊壊壊壊滅滅滅滅していしていしていしていくくくく。。。。水水水水資源資源資源資源もももも、、、、水水水水はははは海海海海にににに大大大大量量量量にににに存在存在存在存在しますがしますがしますがしますが、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光によってによってによってによって蒸蒸蒸蒸留留留留されてされてされてされてつつつつくられるくられるくられるくられる淡淡淡淡水水水水、、、、フフフフレレレレッシッシッシッシュュュュウウウウォーターォーターォーターォーター、、、、我我我我々々々々がががが飲飲飲飲めるめるめるめる水水水水、、、、それのそれのそれのそれのごごごごくくくく一一一一部部部部がががが陸陸陸陸上上上上にににに輸輸輸輸送送送送されてされてされてされて、、、、それがそれがそれがそれが雨雨雨雨としてとしてとしてとして降降降降ってくるってくるってくるってくる。。。。そのそのそのその量量量量というのはというのはというのはというのは有有有有限限限限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、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有限限限限のののの資源資源資源資源といといといというものをどううものをどううものをどううものをどうややややってってってって利用利用利用利用してそのしてそのしてそのしてその中中中中でででで人人人人間間間間活動活動活動活動ををををつつつつくくくくりりりりああああげげげげていくのかていくのかていくのかていくのか。。。。地球地球地球地球上上上上のののの人口人口人口人口はははは、、、、
50 年年年年前前前前にはにはにはには 30億億億億人人人人でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、今今今今はははは 60億億億億人人人人をををを超超超超えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。それそれそれそれだだだだけけけけだだだだってってってって大大大大変変変変ななななんんんんですがですがですがですが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの 50 年年年年でそれがでそれがでそれがでそれが約約約約 90 億億億億人人人人になるになるになるになるだろだろだろだろうとうとうとうと国連国連国連国連のののの人口人口人口人口統統統統計計計計はははは推推推推計計計計してしてしてしていますいますいますいます。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、30 億億億億人人人人がががが 60 億億億億人人人人になってになってになってになって、、、、それそれそれそれだだだだけでもけでもけでもけでも大大大大変変変変なのになのになのになのに、、、、これからまたこれからまたこれからまたこれからまた
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90 億億億億人人人人にににに増増増増えるえるえるえる。。。。しかもそのしかもそのしかもそのしかもその増増増増えていくえていくえていくえていく部部部部分分分分はははは、、、、すすすすべべべべてとてとてとてと言言言言っていいとっていいとっていいとっていいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、途途途途上上上上国国国国のののの人口人口人口人口ですですですです。。。。工工工工業化業化業化業化されたされたされたされた、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる先進国先進国先進国先進国のののの人口人口人口人口というのはというのはというのはというのはほほほほぼぼぼぼ 10億億億億人人人人でででで一一一一定定定定していしていしていしていますますますます。。。。10億億億億人人人人からからからから 12億億億億人人人人のののの間間間間でででで一一一一定定定定しているしているしているしている。。。。残残残残りりりりのののの人口人口人口人口というのはというのはというのはというのは全部全部全部全部途途途途上上上上国国国国ななななんんんんですですですです。。。。これからこれからこれからこれから 50 年年年年後後後後にににに、、、、先進国先進国先進国先進国がががが 10億億億億人人人人でででで、、、、途途途途上上上上国国国国がががが 80億億億億人人人人というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう地球地球地球地球ができができができができ上上上上がったとしたときにがったとしたときにがったとしたときにがったとしたときに一体一体一体一体どどどどんんんんなことがそこになことがそこになことがそこになことがそこに派派派派生生生生するのかするのかするのかするのか。。。。これはこれはこれはこれは想想想想像像像像するするするするだだだだにににに恐恐恐恐ろろろろしいしいしいしいようなことがようなことがようなことがようなことがあああありりりりますますますます。。。。このこのこのこの有有有有限限限限というものというものというものというもの、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、我我我我々々々々のののの世代世代世代世代はははは、、、、人類人類人類人類のののの 500 万万万万年年年年のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで地球地球地球地球規規規規模模模模でででで有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを初初初初めてめてめてめて認識認識認識認識したしたしたした世代世代世代世代ですですですですからからからから、、、、我我我我々々々々がまさにそれにがまさにそれにがまさにそれにがまさにそれに対対対対するするするする対応対応対応対応をををを考考考考えていかなくてはいけないわけであえていかなくてはいけないわけであえていかなくてはいけないわけであえていかなくてはいけないわけでありりりりますますますます。。。。     地球地球地球地球がまずがまずがまずがまず 1 つつつつであるであるであるである、、、、これはこれはこれはこれは当当当当たたたたりりりり前前前前のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、それをそれをそれをそれを黙黙黙黙示示示示的的的的にににに我我我我々々々々にににに教教教教えてくえてくえてくえてくれたのはれたのはれたのはれたのは、、、、まあまあまあまあ、、、、米米米米国国国国のののの宇宙宇宙宇宙宇宙ロロロロケケケケットがットがットがットが月月月月にににに着着着着地地地地したしたしたした 1969 年年年年ですですですです。。。。このこのこのこの年年年年にににに、、、、ババババックミンックミンックミンックミンスター・フラーというスター・フラーというスター・フラーというスター・フラーという人人人人がががが、「、「、「、「宇宙宇宙宇宙宇宙船船船船地球地球地球地球号号号号のののの操操操操縦縦縦縦法法法法」」」」というというというという本本本本をををを書書書書いていますいていますいていますいています。。。。ババババックミックミックミックミンスター・フラーンスター・フラーンスター・フラーンスター・フラーはははは、、、、化学化学化学化学ををををややややっているっているっているっている方方方方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは建建建建築築築築ををををややややっているっているっているっている方方方方はよくはよくはよくはよくごごごご存存存存じだじだじだじ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、、、、新新新新しいナしいナしいナしいナノノノノカーカーカーカーボボボボンというンというンというンという、、、、炭炭炭炭素素素素原子原子原子原子がががが 60 くっくっくっくっつつつついていていていて、、、、サッカーサッカーサッカーサッカーボボボボールのールのールのールのようなようなようなような形形形形状状状状ををををつつつつくるくるくるくる構構構構造造造造をををを発発発発明明明明したしたしたした人人人人ななななんんんんですですですです。。。。実実実実はははは、、、、ババババックミンスター・フラーックミンスター・フラーックミンスター・フラーックミンスター・フラー自自自自身身身身はははは建建建建築築築築家家家家もももも兼兼兼兼ねねねねていましてていましてていましてていまして、、、、ああいうああいうああいうああいう構構構構造造造造ででででままままんんんん丸丸丸丸なななな建建建建物物物物ををををつつつつくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことで、、、、そそそそうするとうするとうするとうすると資源資源資源資源がががが一一一一番番番番節節節節約約約約できてできてできてできて、、、、一一一一番空間番空間番空間番空間のののの大大大大きいきいきいきい、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん球球球球だだだだからそういうことになからそういうことになからそういうことになからそういうことになるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう建建建建物物物物ですですですです。。。。エジプトのアエジプトのアエジプトのアエジプトのアレレレレクサンクサンクサンクサンドリドリドリドリアなアなアなアなんんんんかにかにかにかに行行行行くとくとくとくと、、、、そのそのそのその建建建建物物物物がががが実際実際実際実際にににに存在存在存在存在しますしますしますします。。。。それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人でででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ優優優優雅雅雅雅なななな方方方方であったよであったよであったよであったようですがうですがうですがうですが、「、「、「、「宇宙宇宙宇宙宇宙船船船船地球地球地球地球号号号号のののの操操操操縦縦縦縦法法法法」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今我我我我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深深深深刻刻刻刻なななな課課課課題題題題というというというというよよよよりりりりはははは、、、、もうもうもうもう少少少少しおおらかにしおおらかにしおおらかにしおおらかに、、、、地球地球地球地球をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに運運運運転転転転していくしていくしていくしていくべべべべきかきかきかきか、、、、そういうようそういうようそういうようそういうようなことをなことをなことをなことを記記記記述述述述しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。     ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに有有有有限限限限ということにということにということにということに直面直面直面直面したのしたのしたのしたのはははは、、、、1990 年年年年代代代代、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが活発活発活発活発になったになったになったになった時時時時代代代代ということになということになということになということになりりりりますがますがますがますが、、、、まずまずまずまず 1 つつつつにににに、、、、東西東西東西東西二二二二極極極極支配支配支配支配体体体体制制制制、、、、米米米米ソソソソ、、、、アアアアメメメメリリリリカとカとカとカとソソソソ連連連連のスのスのスのスーパーパワーのーパーパワーのーパーパワーのーパーパワーの二二二二極構極構極構極構造造造造がここでがここでがここでがここで崩崩崩崩壊壊壊壊するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。どっちがどっちがどっちがどっちが先先先先にににに壊壊壊壊れれれれれれれればばばばよかったのかよかったのかよかったのかよかったのかというのはいというのはいというのはいというのはいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題があるわけですががあるわけですががあるわけですががあるわけですが、、、、ロシアがロシアがロシアがロシアが先先先先にににに壊壊壊壊れてしまったれてしまったれてしまったれてしまった。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカ経済経済経済経済によってによってによってによって地球地球地球地球上上上上がががが一一一一元元元元化化化化されていくということになされていくということになされていくということになされていくということになりりりりますますますます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今まではまではまではまでは 2 つつつつにににに分分分分かれていたためにいかれていたためにいかれていたためにいかれていたためにいろろろろいいいいろろろろ守守守守られていたられていたられていたられていた、、、、例例例例ええええばばばば資源資源資源資源というようなものもというようなものもというようなものもというようなものも、、、、表表表表にさらさにさらさにさらさにさらされていってれていってれていってれていって、、、、資源資源資源資源獲獲獲獲得得得得のののの競争競争競争競争がががが起起起起こるこるこるこる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、有有有有限限限限なななな資源資源資源資源をどういをどういをどういをどういううううふふふふうにうにうにうに最最最最適適適適にににに使使使使うかなうかなうかなうかなんんんんていうようなことよていうようなことよていうようなことよていうようなことよりりりりはははは、、、、フフフフリリリリーーーーママママーーーーケケケケットシステムによってットシステムによってットシステムによってットシステムによって力力力力のののの強強強強いものがいものがいものがいものが獲獲獲獲得得得得するというするというするというするという、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みがここにみがここにみがここにみがここに生生生生まれてきたわけであまれてきたわけであまれてきたわけであまれてきたわけでありりりりますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素はははは、、、、情情情情報技術報技術報技術報技術のののの発展発展発展発展によってによってによってによって世世世世界的界的界的界的にににに情情情情報報報報をををを共共共共有化有化有化有化するようになったするようになったするようになったするようになった。。。。これはこれはこれはこれは 1990 年年年年代代代代ににににややややははははりりりり非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな進展進展進展進展をををを遂遂遂遂げげげげたわけであたわけであたわけであたわけでありりりりまままますすすす。。。。インターネットインターネットインターネットインターネット、、、、もちもちもちもちろんろんろんろんｅｅｅｅメメメメールでどこにいてもールでどこにいてもールでどこにいてもールでどこにいてもオオオオンタイムでンタイムでンタイムでンタイムで話話話話ができるというこができるというこができるというこができるということもあともあともあともありりりりますしますしますしますし、、、、ヨヨヨヨーロッパにいながらーロッパにいながらーロッパにいながらーロッパにいながら BBC、、、、イギイギイギイギリリリリスのスのスのスの放放放放送送送送をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、モモモモザザザザンンンンビビビビーーーークでどクでどクでどクでどんんんんなななな洪洪洪洪水水水水がががが今今今今起起起起こっこっこっこっているというようなことがわかるているというようなことがわかるているというようなことがわかるているというようなことがわかる。。。。ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークのークのークのークの貿易貿易貿易貿易セセセセンタンタンタンターーーービビビビルでルでルでルで 2001 年年年年のののの例例例例のテロがのテロがのテロがのテロが起起起起こったこったこったこった。。。。ビビビビルにルにルにルに飛飛飛飛行行行行機機機機がががが突突突突っっっっ込込込込むむむむとことことこところろろろのののの映像映像映像映像ががががリリリリアルタアルタアルタアルタイムでイムでイムでイムで――――――――私私私私はははは、、、、ちちちちょょょょうどそのときにうどそのときにうどそのときにうどそのときに北北北北京京京京におにおにおにおりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、北北北北京京京京ののののホホホホテルのテテルのテテルのテテルのテレレレレビビビビでそれでそれでそれでそれをををを見見見見ることができたることができたることができたることができた。。。。そそそそんんんんなことはなことはなことはなことは昔昔昔昔ではではではでは考考考考えられなかったわけですえられなかったわけですえられなかったわけですえられなかったわけですねねねね。。。。それそれそれそれだだだだけけけけ情情情情報的報的報的報的なななな距距距距離離離離がががが小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって、、、、地球地球地球地球というもののというもののというもののというものの大大大大きさがきさがきさがきさが、、、、我我我我々々々々がががが考考考考えるよえるよえるよえるよりりりりはるかにはるかにはるかにはるかにココココンパクンパクンパクンパクトになってきたということですトになってきたということですトになってきたということですトになってきたということです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動にににに代表代表代表代表されるようにされるようにされるようにされるように、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで CO2 をををを出出出出せせせせばばばば、、、、それがそれがそれがそれが地球地球地球地球全全全全体体体体にどういうにどういうにどういうにどういう影響影響影響影響をををを与与与与えてえてえてえて、、、、そしそしそしそしてそれがめてそれがめてそれがめてそれがめぐぐぐぐりりりりめめめめぐぐぐぐってどうってどうってどうってどう影響影響影響影響
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してくるかというしてくるかというしてくるかというしてくるかという、、、、地球地球地球地球システムというもののシステムというもののシステムというもののシステムというものの全全全全体体体体像像像像がががが見見見見えるようになったえるようになったえるようになったえるようになった。。。。昔昔昔昔はこはこはこはこんんんんななななことことことこと考考考考えもしなかったですえもしなかったですえもしなかったですえもしなかったですねねねね。。。。排排排排出出出出してしてしてして大大大大気気気気にまいておけにまいておけにまいておけにまいておけばばばば、、、、それはそれでどこかでそれはそれでどこかでそれはそれでどこかでそれはそれでどこかで吸吸吸吸収収収収してくれるしてくれるしてくれるしてくれるだろだろだろだろうううう。。。。とことことこところろろろがががが、、、、地球地球地球地球システムというものがシステムというものがシステムというものがシステムというものが、、、、どこかをどこかをどこかをどこかを崩崩崩崩すとすとすとすとほほほほかのとこかのとこかのとこかのところろろろにににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを与与与与えるというようなえるというようなえるというようなえるというような全全全全体体体体像像像像がががが見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの 3 つつつつのののの要要要要因因因因がががが、、、、ややややははははりりりり世世世世界界界界がががが一体化一体化一体化一体化してきたしてきたしてきたしてきた、、、、有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを理理理理解解解解させるようになったさせるようになったさせるようになったさせるようになったことのことのことのことの要要要要因因因因であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょうどこれがうどこれがうどこれがうどこれが同同同同時時時時にににに 90 年年年年代代代代にににに起起起起こってきたということですこってきたということですこってきたということですこってきたということです。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、有有有有限限限限なななな大大大大きさのきさのきさのきさの中中中中でのでのでのでの私私私私たちのたちのたちのたちの活動活動活動活動をどうすれをどうすれをどうすれをどうすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。さっきさっきさっきさっき申申申申しまししまししまししましたようにたようにたようにたように、、、、人口人口人口人口はははは 30億億億億人人人人からからからから 60億億億億人人人人になになになになりりりり、、、、90億億億億人人人人にににに増増増増えていくえていくえていくえていく、、、、こういうこういうこういうこういう人口人口人口人口増増増増をどをどをどをどううううややややってってってって限限限限られたフライパンのられたフライパンのられたフライパンのられたフライパンの中中中中でででで維維維維持持持持することになるのかすることになるのかすることになるのかすることになるのか、、、、非非非非常常常常にににに深深深深刻刻刻刻なななな問問問問題題題題がここにがここにがここにがここにはあるわけであはあるわけであはあるわけであはあるわけでありりりりますますますます。。。。     有有有有限限限限であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、逃逃逃逃げげげげ場場場場がないがないがないがない。。。。行行行行けけけけ行行行行けどけどけどけどんんんんどどどどんんんんというカルチというカルチというカルチというカルチャャャャーをーをーをーを持持持持ったったったった方方方方々々々々はははは、、、、それそれそれそれじじじじゃゃゃゃ月月月月へへへへ行行行行けけけけばばばばいいいいいいいいじじじじゃゃゃゃないかないかないかないか、、、、火火火火星星星星へへへへ行行行行こうとこうとこうとこうと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。何何何何十十十十億億億億のののの人人人人間間間間をしをしをしをしょょょょってそってそってそってそんんんんなことができるわけないですなことができるわけないですなことができるわけないですなことができるわけないですねねねね、。、。、。、。ですからですからですからですから、、、、ともかくともかくともかくともかく、、、、一一一一部部部部のののの人人人人ははははそういうそういうそういうそういう形形形形でででで国国国国家家家家プロジェクトかプロジェクトかプロジェクトかプロジェクトか何何何何かでかでかでかで外外外外へへへへ飛飛飛飛びびびび出出出出していくことはあるかもしれませしていくことはあるかもしれませしていくことはあるかもしれませしていくことはあるかもしれませんんんんがががが、、、、まずまずまずまず逃逃逃逃げげげげ場場場場がないがないがないがない。。。。逃逃逃逃げげげげ場場場場がないというのはがないというのはがないというのはがないというのは、、、、例例例例ええええばばばばアフアフアフアフリリリリカでカでカでカで大大大大きなきなきなき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くるとてくるとてくるとてくると、、、、それはそれはそれはそれは必必必必ずアフずアフずアフずアフリリリリカのカのカのカの中中中中にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらずほほほほかかかかへへへへ波波波波及及及及してくるしてくるしてくるしてくる。。。。こういうこういうこういうこういう意意意意味味味味でのでのでのでの安全保安全保安全保安全保障障障障のののの問問問問題題題題があがあがあがありりりりますますますます。。。。東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア、、、、アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域でもでもでもでも同同同同じじじじことがあるかもしれないことがあるかもしれないことがあるかもしれないことがあるかもしれない。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、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ようにましたようにましたようにましたように、、、、水水水水、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、環境資源環境資源環境資源環境資源、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな資源資源資源資源がががが有有有有限限限限であるであるであるである。。。。それをめそれをめそれをめそれをめぐぐぐぐってってってって紛紛紛紛争争争争がががが起起起起こるこるこるこる。。。。最近最近最近最近はははは、、、、資源資源資源資源のののの中中中中にににに環境資源環境資源環境資源環境資源というものもというものもというものもというものも含含含含めてめてめてめて考考考考えなくてはいけないとえなくてはいけないとえなくてはいけないとえなくてはいけないと思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。これはこれはこれはこれは自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性とととと言言言言わわわわれるれるれるれる、、、、自自自自然然然然のののの生物生物生物生物のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが人人人人間間間間にどういうサーにどういうサーにどういうサーにどういうサービビビビスをスをスをスを提提提提供供供供しているかしているかしているかしているか、、、、そういうサーそういうサーそういうサーそういうサービビビビスススス、、、、これもこれもこれもこれも非非非非常常常常にににに貴重貴重貴重貴重なななな資源資源資源資源であるということがであるということがであるということがであるということが最近最近最近最近認識認識認識認識されるようになされるようになされるようになされるようになりりりりましたましたましたました。。。。ですですですですからからからから、、、、水水水水やややや食糧食糧食糧食糧やややや鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは石油石油石油石油資源資源資源資源とととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、環境資源環境資源環境資源環境資源というものをどうというものをどうというものをどうというものをどういういういういうふふふふうにうにうにうに維維維維持持持持するのかするのかするのかするのか。。。。たたたただだだだ緑緑緑緑があれがあれがあれがあればばばばいいというのではなくていいというのではなくていいというのではなくていいというのではなくて、、、、そこにそこにそこにそこにややややははははりりりり多様多様多様多様なななな自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに維維維維持持持持するのかというようなことがするのかというようなことがするのかというようなことがするのかというようなことが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なななな話話話話題題題題になってになってになってになってくるわけであくるわけであくるわけであくるわけでありりりりますますますます。。。。貧貧貧貧しいとこしいとこしいとこしいところろろろでででで人口人口人口人口がががが増増増増えていくとえていくとえていくとえていくと、、、、そこではもうそこではもうそこではもうそこではもう自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系がががが壊壊壊壊滅滅滅滅的的的的なななな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けるけるけるける。。。。燃燃燃燃料料料料がなけれがなけれがなけれがなければばばば木木木木をををを切切切切るるるる、、、、こういうことですからこういうことですからこういうことですからこういうことですから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろもももも非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になっているわけであになっているわけであになっているわけであになっているわけでありりりりますますますます。。。。     同同同同じじじじススススペペペペースのースのースのー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人人人人たちがもっともっとたちがもっともっとたちがもっともっとたちがもっともっと密度密度密度密度高高高高くくくく暮暮暮暮らすようになるらすようになるらすようになるらすようになる。。。。そこそこそこそこでででで起起起起こるのはこるのはこるのはこるのは価値観価値観価値観価値観のののの衝衝衝衝突突突突ですですですです。。。。宗宗宗宗教教教教、、、、文明文明文明文明、、、、倫倫倫倫理理理理のののの違違違違うううう、、、、多様多様多様多様なものをなものをなものをなものを持持持持ったったったった方方方方々々々々がそがそがそがそこでこでこでこでぶぶぶぶつつつつかかかかりりりり合合合合いがいがいがいが起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる。。。。イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争のののの例例例例をををを出出出出すまでもないことであすまでもないことであすまでもないことであすまでもないことでありりりりますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、我我我我々々々々はははは一体一体一体一体このこのこのこの着着着着地点地点地点地点というようなものとしてどういうことをというようなものとしてどういうことをというようなものとしてどういうことをというようなものとしてどういうことを考考考考えなくてはえなくてはえなくてはえなくてはいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか。。。。何何何何をもってをもってをもってをもって着着着着地点地点地点地点とととと考考考考えていくのかといえていくのかといえていくのかといえていくのかというようなことがこれからうようなことがこれからうようなことがこれからうようなことがこれから話話話話題題題題になになになになってくるわけであってくるわけであってくるわけであってくるわけでありりりりますますますます。。。。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のはましたのはましたのはましたのは、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側のののの考考考考ええええ方方方方とこちらとこちらとこちらとこちら側側側側のののの考考考考ええええ方方方方というのはというのはというのはというのは明明明明らかにらかにらかにらかに違違違違うううう考考考考ええええ方方方方をををを志志志志向向向向しなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけない。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私はははは、、、、このこのこのこの前前前前半半半半ののののほほほほうううう、、、、20 世世世世紀紀紀紀型型型型のののの成成成成長長長長パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム、、、、成成成成長長長長することがすることがすることがすることが善善善善であるであるであるである、、、、成成成成長長長長することがすることがすることがすることが世世世世のののの中中中中にににに貢献貢献貢献貢献することであるすることであるすることであるすることである、、、、こういうパラダイムがこういうパラダイムがこういうパラダイムがこういうパラダイムが 20世世世世紀紀紀紀型型型型としてとしてとしてとして存在存在存在存在してしてしてして、、、、こちらこちらこちらこちら側側側側のののの境界境界境界境界条条条条件件件件というかというかというかというか、、、、別別別別のののの、、、、外部外部外部外部境界境界境界境界にににに沿沿沿沿ってってってって方方方方程程程程式式式式をををを解解解解いていくというようないていくというようないていくというようないていくというような発想発想発想発想をサステイナをサステイナをサステイナをサステイナビビビビリリリリテテテティィィィ、、、、持続持続持続持続性性性性パラダイムとパラダイムとパラダイムとパラダイムと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに呼呼呼呼びたいとびたいとびたいとびたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     そのそのそのその中中中中身身身身はどういうことかといいますとはどういうことかといいますとはどういうことかといいますとはどういうことかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、産業産業産業産業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生産産産産のののの側側側側ではではではでは、、、、これこれこれこれまではともかくまではともかくまではともかくまではともかく製製製製造造造造することがすることがすることがすることが大事大事大事大事、、、、建建建建設設設設することがすることがすることがすることが大事大事大事大事。。。。それそれそれそれでででで、、、、もうもうもうもう今今今今はははは必要必要必要必要としなとしなとしなとしな
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いいいい、、、、震震震震度度度度 5 でででで倒倒倒倒れるれるれるれる建建建建物物物物ななななんんんんかをかをかをかをつつつつくるわけですくるわけですくるわけですくるわけですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、だだだだからからからから、、、、成成成成長長長長パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でともかくでともかくでともかくでともかく収益収益収益収益をををを上上上上げげげげ、、、、というようなというようなというようなというような、、、、過去過去過去過去といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、現現現現在在在在ででででもこういうもこういうもこういうもこういうパラダイムになっているパラダイムになっているパラダイムになっているパラダイムになっている。。。。ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、今今今今必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは、、、、現現現現在存在在存在在存在在存在するものにするものにするものにするものに対対対対するサーするサーするサーするサービビビビスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは保保保保守守守守ですですですです。。。。道道道道路路路路にしたってもうにしたってもうにしたってもうにしたってもうつつつつくらなくていいくらなくていいくらなくていいくらなくていいんじんじんじんじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。道道道道路路路路をきちをきちをきちをきちんんんんとととと走走走走りやりやりやりやすいようにどうすいようにどうすいようにどうすいようにどう保保保保守守守守するのかするのかするのかするのか。。。。何何何何かかかか起起起起こったときにすこったときにすこったときにすこったときにすぐぐぐぐそこにそこにそこにそこに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるようなサーなサーなサーなサービビビビススススメメメメカニズムをどうカニズムをどうカニズムをどうカニズムをどうつつつつくるのかというようなことがくるのかというようなことがくるのかというようなことがくるのかというようなことが重要重要重要重要になるになるになるになる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、こういこういこういこういうううう話話話話をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは要要要要らないらないらないらない、、、、セセセセブン・イブン・イブン・イブン・イレレレレブンがあれブンがあれブンがあれブンがあればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、こういこういこういこういうううう誤誤誤誤解解解解をををを招招招招かれることもあるかれることもあるかれることもあるかれることもあるんんんんですがですがですがですが、、、、そうではないそうではないそうではないそうではないんんんんですですですですねねねね。。。。ここでここでここでここで、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは、、、、例例例例ええええばばばば車車車車をををを製製製製造造造造しますしますしますします。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、つつつつくったくったくったくった車車車車をををを売売売売れれれればばばばいいいいいいいい、、、、それでよかったそれでよかったそれでよかったそれでよかった。。。。これからはそこれからはそこれからはそこれからはそうではないうではないうではないうではないんんんんですですですです。。。。つつつつくったくったくったくった車車車車をををを通通通通してサーしてサーしてサーしてサービビビビスをスをスをスを売売売売るるるる、、、、そういうそういうそういうそういう発想発想発想発想にににに立立立立ってってってって、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタはははは、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ車車車車をををを通通通通したサーしたサーしたサーしたサービビビビスをおスをおスをおスをお客客客客ささささんんんんにににに売売売売っていくというっていくというっていくというっていくという発想発想発想発想にににに変変変変わってわってわってわっていかなくていかなくていかなくていかなくてはいけないはいけないはいけないはいけない。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形でででで、、、、建建建建設業設業設業設業にしてもにしてもにしてもにしても、、、、今今今今日日日日本本本本のののの人口人口人口人口のののの 6％％％％がががが建建建建設業設業設業設業にににに従従従従事事事事ししししていますがていますがていますがていますが、、、、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基基基基準準準準からいえからいえからいえからいえばばばば 3％％％％でいいでいいでいいでいい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、、、、そういうこそういうこそういうこそういうことでとでとでとで、、、、建建建建設設設設にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、サーサーサーサービビビビス・ス・ス・ス・保保保保守守守守にににに徹徹徹徹すれすれすれすればばばば、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと縮縮縮縮小小小小均均均均衡衡衡衡でいけるでいけるでいけるでいける。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、残残残残りりりりのののの 3％％％％はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか、、、、これはこれはこれはこれは後後後後でででで出出出出てくるかもしれませてくるかもしれませてくるかもしれませてくるかもしれませんんんんがががが、、、、ややややははははりりりり一次産業一次産業一次産業一次産業へへへへまたまたまたまた戻戻戻戻っていくっていくっていくっていく、、、、こういうこういうこういうこういう構構構構図図図図だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。     大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄、、、、そのそのそのその前前前前にににに資源資源資源資源のののの大大大大量量量量採採採採取取取取というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますますますます。。。。こういこういこういこういうようなうようなうようなうような一方的一方的一方的一方的なななな流流流流れれれれ、、、、そしてそしてそしてそして予予予予測測測測してしてしてして生生生生産産産産するするするする、、、、大大大大体体体体これくらいこれくらいこれくらいこれくらい売売売売れるれるれるれるだろだろだろだろうというこうというこうというこうということでとでとでとでつつつつくってくってくってくって、、、、売売売売れなかったものはもうたたきれなかったものはもうたたきれなかったものはもうたたきれなかったものはもうたたき売売売売りりりりでででで量販量販量販量販店店店店でででで売売売売るるるる、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうようなやりやりやりやり方方方方ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、これからはもうこれからはもうこれからはもうこれからはもう少量少量少量少量でででで結結結結構構構構ですですですです、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに必要必要必要必要なものなものなものなものだだだだけをけをけをけをつつつつくってくくってくくってくくってくだだだださいさいさいさい、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで適適適適量量量量生生生生産産産産にににに変変変変わっていくわっていくわっていくわっていくだろだろだろだろうううう。。。。だだだだからからからから、、、、産業界産業界産業界産業界のパラダイムをどのパラダイムをどのパラダイムをどのパラダイムをどうううう変変変変えていくのかというのはえていくのかというのはえていくのかというのはえていくのかというのは、、、、これはこれはこれはこれはややややははははりりりり非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なとこなとこなとこなところだろろだろろだろろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。何何何何ととととかかかか団体連合会団体連合会団体連合会団体連合会ななななんんんんていうていうていうていう立立立立派派派派なななな産業界産業界産業界産業界をををを代表代表代表代表するとこするとこするとこするところろろろはははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、ままままだだだだこちらのパこちらのパこちらのパこちらのパラダイムがラダイムがラダイムがラダイムが主主主主になっているになっているになっているになっている。。。。今度会今度会今度会今度会長長長長がかわがかわがかわがかわりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、少少少少しこちらしこちらしこちらしこちらへへへへシフトしていくシフトしていくシフトしていくシフトしていくだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、会会会会長長長長一一一一人人人人ぐぐぐぐらいでどこまでおらいでどこまでおらいでどこまでおらいでどこまでおやりやりやりやりいたいたいたいただだだだけるかけるかけるかけるか、、、、甚甚甚甚だだだだ不不不不安安安安にににに思思思思ってってってっておおおおりりりりますますますます。。。。     我我我我々々々々消費者消費者消費者消費者としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややははははりりりり今今今今まではともかくたくさまではともかくたくさまではともかくたくさまではともかくたくさんんんん買買買買ってってってって、、、、たくさたくさたくさたくさんんんん捨捨捨捨てるてるてるてる、、、、フロフロフロフローをーをーをーを中中中中心心心心にににに考考考考えてきたえてきたえてきたえてきた、、、、これはこちらとこれはこちらとこれはこちらとこれはこちらと同同同同じじじじことですがことですがことですがことですが、、、、それをそれをそれをそれをややややははははりやりやりやりやめましめましめましめましょょょょうとうとうとうと。。。。物物物物中中中中心心心心でででで生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた、、、、ではないではないではないではない。。。。物物物物ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、物物物物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、、、、サーサーサーサービビビビスススス、、、、こういうこういうこういうこういうものをものをものをものを中中中中心心心心にににに据据据据えたえたえたえた経済経済経済経済にににに変変変変わっていかなくてはいけないわっていかなくてはいけないわっていかなくてはいけないわっていかなくてはいけない、、、、こういうこういうこういうこういう方向方向方向方向にににに我我我我々々々々ははははややややははははりりりり認識認識認識認識転転転転換換換換、、、、パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム、、、、考考考考ええええ方方方方というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、1つつつつのののの文文文文化化化化をををを変変変変えていかなくてはいけえていかなくてはいけえていかなくてはいけえていかなくてはいけないないないない、、、、そういうわけそういうわけそういうわけそういうわけですですですです。。。。ストックストックストックストック中中中中心心心心というのはというのはというのはというのは、、、、いいものをいいものをいいものをいいものを買買買買ってってってって長長長長くくくく使使使使うううう、、、、こういこういこういこういうことですうことですうことですうことですねねねね。。。。実実実実はははは、、、、昔昔昔昔、、、、江戸江戸江戸江戸時時時時代代代代ななななんんんんかはそうかはそうかはそうかはそうだだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。戦戦戦戦後後後後のののの高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長のののの時時時時代代代代にににに結結結結局局局局こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方がががが生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきたんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎをををを是是是是正正正正するということもするということもするということもするということも必要必要必要必要なことであなことであなことであなことでありりりりますますますます。。。。     環境関連環境関連環境関連環境関連ではではではでは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、廃廃廃廃水水水水、、、、出口出口出口出口でそういうでそういうでそういうでそういう環境環境環境環境にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを与与与与えるものをえるものをえるものをえるものを一体一体一体一体どうどうどうどうややややってってってって処処処処理理理理するかするかするかするか、、、、これをエンこれをエンこれをエンこれをエンドオドオドオドオブパイプブパイプブパイプブパイプ、、、、パイプのパイプのパイプのパイプの終終終終点点点点、、、、出口出口出口出口、、、、こういうこういうこういうこういう呼呼呼呼びびびび方方方方をするをするをするをするわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方できたできたできたできた。。。。資源資源資源資源にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、どうどうどうどうややややってってってって資源資源資源資源をををを少少少少なくするかなくするかなくするかなくするか、、、、これこれこれこれはもちはもちはもちはもちろんろんろんろんそれでそれでそれでそれで結結結結構構構構ななななんんんんですがですがですがですが、、、、もっとこれからはもっとこれからはもっとこれからはもっとこれからは大大大大胆胆胆胆にににに、、、、出口出口出口出口ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、上上上上流流流流側側側側にさかのにさかのにさかのにさかのぼぼぼぼってってってって、、、、全全全全体体体体のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要になるになるになるになるだろだろだろだろうううう。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも資源資源資源資源にににに依存依存依存依存しないというしないというしないというしないという、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような方向方向方向方向をををを目指目指目指目指していくしていくしていくしていく。。。。
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政策政策政策政策決決決決定定定定、、、、操操操操作作作作方方方方式式式式にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの成成成成長長長長率率率率というというというという微微微微分発想分発想分発想分発想ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、どこまでどこまでどこまでどこまで許許許許されるのかというされるのかというされるのかというされるのかという全全全全体体体体ののののババババランスをランスをランスをランスを考考考考えたえたえたえた積分的積分的積分的積分的、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは総括総括総括総括的的的的とととと言言言言われるようなわれるようなわれるようなわれるようなやりやりやりやり方方方方をををを追追追追求求求求すすすすべべべべききききだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     それからプロジェクションというのはそれからプロジェクションというのはそれからプロジェクションというのはそれからプロジェクションというのは、、、、今今今今こうこうこうこうだだだだからからからから来来来来年年年年はこうはこうはこうはこう。。。。今今今今のののの問問問問題点題点題点題点をををを解解解解決決決決すすすすれれれればばばば来来来来年年年年はよくなるはよくなるはよくなるはよくなる。。。。もちもちもちもちろんろんろんろんそういうそういうそういうそういう面面面面もももも必要必要必要必要ななななんんんんですがですがですがですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、現現現現状状状状からからからから直前直前直前直前をををを見見見見ていくていくていくていく、、、、エクストラエクストラエクストラエクストラポポポポレレレレートートートート、、、、外外外外挿挿挿挿していくというしていくというしていくというしていくという、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想ですですですですねねねね。。。。ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ババババックックックックキキキキャャャャステステステスティィィィングというのはングというのはングというのはングというのは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもあにもあにもあにもありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、ややややははははりりりり着着着着地点地点地点地点はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか、、、、これをこれをこれをこれを決決決決めてめてめてめて、、、、現現現現状状状状からそのからそのからそのからその着着着着地点地点地点地点にどうにどうにどうにどうややややってってってって導導導導いていけいていけいていけいていけるのかるのかるのかるのか、、、、そういうシナそういうシナそういうシナそういうシナリオリオリオリオをををを考考考考えていくえていくえていくえていく、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方にならなくてはいけないとにならなくてはいけないとにならなくてはいけないとにならなくてはいけないと思思思思っっっっているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、このパラダイムシフトとしてこのパラダイムシフトとしてこのパラダイムシフトとしてこのパラダイムシフトとして重要重要重要重要だだだだとととと思思思思いますのはいますのはいますのはいますのは、、、、実実実実はははは、、、、今今今今まではまではまではまでは東東東東京京京京集集集集中中中中パラダパラダパラダパラダイムであったイムであったイムであったイムであった。。。。それをそれをそれをそれを、、、、これからこれからこれからこれから地方地方地方地方のののの時時時時代代代代のパラダイムにのパラダイムにのパラダイムにのパラダイムに変変変変えていかなくてはえていかなくてはえていかなくてはえていかなくてはいけないいけないいけないいけない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、1つつつつにはにはにはには、、、、東東東東京京京京集集集集中中中中ででででややややってきたってきたってきたってきた、、、、国中国中国中国中心心心心ででででややややってきたってきたってきたってきた国国国国のののの経済経済経済経済そのもそのもそのもそのものがもうのがもうのがもうのがもう既既既既にににに破破破破局局局局にににに至至至至っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。800兆円兆円兆円兆円というというというという負負負負債債債債をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。そういうようそういうようそういうようそういうようなななな問問問問題題題題はははは、、、、ああいうああいうああいうああいう巨巨巨巨大大大大なななな形形形形でででで税税税税金金金金をををを集集集集めてめてめてめて、、、、そのそのそのその集集集集めためためためた税税税税金金金金はははは、、、、払払払払ったったったった人人人人ののののほほほほうをうをうをうを向向向向かかかかないでないでないでないで、、、、財財財財務省務省務省務省がががが自分自分自分自分のもののもののもののものだだだだというというというという認識認識認識認識にににに立立立立っていっていっていっていろろろろいいいいろろろろとととと政政政政治治治治家家家家のののの圧圧圧圧力力力力にににに従従従従ってってってって使使使使いいいい回回回回しをしていくしをしていくしをしていくしをしていく、、、、そういうようなことをしてそういうようなことをしてそういうようなことをしてそういうようなことをして、、、、おおおお金金金金がががが足足足足りりりりなけれなけれなけれなければばばば、、、、建建建建設国設国設国設国債債債債をををを発行発行発行発行するするするする。。。。まあまあまあまあ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、さっきさっきさっきさっき建建建建設業設業設業設業がががが日日日日本本本本にはにはにはには 6％％％％とととと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、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、3％％％％余余余余っていっていっていっているるるるんんんんですですですですねねねね。。。。3％％％％のののの失失失失業者業者業者業者をををを救救救救済済済済するするするする目目目目的的的的でででで公公公公共共共共工工工工事事事事、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは建建建建設業設業設業設業にににに有利有利有利有利なななな仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく、、、、というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで建建建建設国設国設国設国債債債債をををを発行発行発行発行したとしたらしたとしたらしたとしたらしたとしたら、、、、それはそれはそれはそれは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、本本本本来来来来ややややるるるるべべべべきことでないとこきことでないとこきことでないとこきことでないところろろろにどにどにどにどんんんんどどどどんんんんとそういうとそういうとそういうとそういう形形形形のののの間間間間違違違違いをいをいをいを犯犯犯犯していってしていってしていってしていって、、、、深深深深みにはまみにはまみにはまみにはまっていくというっていくというっていくというっていくという、、、、そういうこともあるいはそういうこともあるいはそういうこともあるいはそういうこともあるいはややややははははりりりりこのこのこのこの一極一極一極一極集集集集中中中中のののの問問問問題点題点題点題点であったかもしれであったかもしれであったかもしれであったかもしれませませませませんんんん。。。。それをそれをそれをそれを分分分分散散散散型型型型にするといってもにするといってもにするといってもにするといっても、、、、きっとすきっとすきっとすきっとすぐぐぐぐにはできないでしにはできないでしにはできないでしにはできないでしょょょょうううう。。。。地方地方地方地方にそれにそれにそれにそれだだだだけのパラダイムがけのパラダイムがけのパラダイムがけのパラダイムがつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげられるかどうかられるかどうかられるかどうかられるかどうか、、、、わかわかわかわかりりりりませませませませんんんん。。。。ししししかしながらかしながらかしながらかしながら、、、、いいいいろんろんろんろんななななとことことこところろろろでででで、、、、例例例例ええええばばばば所所所所得得得得をををを中中中中心心心心にににに考考考考えてきたえてきたえてきたえてきた GNP というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを、、、、精神精神精神精神的的的的、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは心心心心のののの豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、文文文文化的化的化的化的なななな豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、こういうものにシフトしていくのはこういうものにシフトしていくのはこういうものにシフトしていくのはこういうものにシフトしていくのは、、、、ややややははははりりりり地方地方地方地方ののののほほほほうがうがうがうが得得得得意意意意かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。ここでここでここでここで Genuine National、、、、ちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれは Genuine Progress Indicator とととと言言言言ったったったったほほほほうがいいとうがいいとうがいいとうがいいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、GNP というというというという、、、、商取商取商取商取引引引引でおでおでおでお金金金金がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい動動動動いたかといういたかといういたかといういたかというパラパラパラパラメメメメータではなくてータではなくてータではなくてータではなくて、、、、ほほほほんんんんとうにプラスになるものがどれくらいとうにプラスになるものがどれくらいとうにプラスになるものがどれくらいとうにプラスになるものがどれくらい蓄蓄蓄蓄積積積積されたかされたかされたかされたか、、、、そういそういそういそういうものをはかるようなうものをはかるようなうものをはかるようなうものをはかるような仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも考考考考えなくてはいけえなくてはいけえなくてはいけえなくてはいけないないないない。。。。     例例例例ええええばばばば、、、、神神神神戸戸戸戸震震震震災災災災、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは新新新新潟潟潟潟地地地地震震震震、、、、ハハハハリケリケリケリケーンでニーンでニーンでニーンでニュュュューーーーオオオオーーーーリリリリンズがあれンズがあれンズがあれンズがあれだだだだけのけのけのけの被被被被害害害害をををを受受受受けるけるけるける、、、、そういうそういうそういうそういう被被被被害害害害がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、それによってそれによってそれによってそれによって GNP というのははというのははというのははというのははねねねね上上上上がるがるがるがるんんんんですですですですねねねね。。。。それそれそれそれだだだだけのけのけのけの、、、、被被被被害害害害にににに対対対対するいするいするいするいろろろろいいいいろろろろなインフラのなインフラのなインフラのなインフラの建建建建設設設設であったであったであったであったりりりり、、、、いいいいろんろんろんろんなななな建建建建てててて直直直直しがしがしがしが起起起起こるこるこるこる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、それはそれはそれはそれは実実実実質質質質的的的的なななな国民国民国民国民のストックにはなっていないおのストックにはなっていないおのストックにはなっていないおのストックにはなっていないお金金金金ですですですです。。。。そういそういそういそういうようなものもうようなものもうようなものもうようなものも勘勘勘勘定定定定するというのはするというのはするというのはするというのは果果果果たしてたしてたしてたして何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにややややははははりりりり国国国国にとってどうにとってどうにとってどうにとってどういうものがプラスのストックなのかというようなことをいうものがプラスのストックなのかというようなことをいうものがプラスのストックなのかというようなことをいうものがプラスのストックなのかというようなことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、実実実実はははは、、、、GNP というのはというのはというのはというのは日日日日本本本本でででで膨膨膨膨大大大大にににに上上上上ががががりりりりましたましたましたました。。。。米米米米国国国国でもでもでもでも同様同様同様同様ですですですです。。。。アアアアメメメメリリリリカのカのカのカの例例例例ですとですとですとですと、、、、そのそのそのその上上上上がったがったがったがった GNPのののの上上上上昇昇昇昇分分分分というのはというのはというのはというのは、、、、そのそのそのその分分分分、、、、都会都会都会都会におけるにおけるにおけるにおける犯罪犯罪犯罪犯罪がががが増増増増ええええ、、、、それからそれからそれからそれから通通通通勤勤勤勤時間時間時間時間でのロスがでのロスがでのロスがでのロスが増増増増ええええ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな快適快適快適快適になったとになったとになったとになったと思思思思われるわれるわれるわれる部部部部分分分分でのロスがでのロスがでのロスがでのロスが増増増増えたえたえたえただだだだけでけでけでけで GNP がががが見見見見かけかけかけかけ上上上上増増増増ええええているているているている。。。。実実実実質質質質的的的的なななな幸幸幸幸せせせせ感感感感というのはというのはというのはというのはほほほほととととんんんんどどどど変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような結結結結果果果果もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ得得得得られているわけですられているわけですられているわけですられているわけです。。。。ややややははははりりりり地方地方地方地方のののの時時時時代代代代にににに変変変変わっていくというのはわっていくというのはわっていくというのはわっていくというのは、、、、一一一一人人人人ひひひひととととりりりりのののの、、、、
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自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろでどういうことがでどういうことがでどういうことがでどういうことが必要必要必要必要かということをかということをかということをかということを考考考考えていくえていくえていくえていく。。。。地域地域地域地域独独独独自自自自のののの村村村村興興興興しししし、、、、国国国国がエがエがエがエココココタタタタウウウウンンンン、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンン、、、、そうそうそうそういうおいうおいうおいうお金金金金をををを準備準備準備準備するのもするのもするのもするのも結結結結構構構構ですがですがですがですが、、、、ままままずずずず地域地域地域地域でででで、、、、自分自分自分自分たちでそれをたちでそれをたちでそれをたちでそれを活活活活性性性性化化化化していくにはどうするかというようなことをしていくにはどうするかというようなことをしていくにはどうするかというようなことをしていくにはどうするかというようなことを考考考考えるとえるとえるとえるということがいうことがいうことがいうことが重要重要重要重要だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。中中中中央央央央主導主導主導主導のののの交交交交付付付付金金金金、、、、いずれこういうものはなくなっていずれこういうものはなくなっていずれこういうものはなくなっていずれこういうものはなくなっていくわけですいくわけですいくわけですいくわけです。。。。交交交交付付付付金金金金ななななんんんんかはいたかはいたかはいたかはいただだだだかないかないかないかないほほほほうがいいうがいいうがいいうがいい。。。。全全全全国一国一国一国一律律律律のスターなのスターなのスターなのスターなんんんんていうよていうよていうよていうよりりりりはははは、、、、ややややははははりりりり田田田田舎舎舎舎のののの独独独独自自自自のののの、、、、田田田田舎舎舎舎のプのプのプのプレレレレススススリリリリーをーをーをーを育育育育てるてるてるてる。。。。こういうカルチこういうカルチこういうカルチこういうカルチャャャャーでーでーでーで、、、、地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域がががが元気元気元気元気になっていくということがになっていくということがになっていくということがになっていくということが私私私私はははは重要重要重要重要ななななんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの 20世世世世紀紀紀紀型型型型とととと 21世世世世紀紀紀紀型型型型、、、、これがこれがこれがこれが東東東東京京京京集集集集中中中中とととと地方地方地方地方のののの時時時時代代代代、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは裏裏裏裏表表表表になっているとになっているとになっているとになっていると考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。     ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、少少少少しかたいしかたいしかたいしかたい話話話話になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、一体一体一体一体我我我我がががが国国国国のののの環境環境環境環境問問問問題題題題対応対応対応対応、、、、今今今今サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィのののの実現実現実現実現というというというというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドががががややややははははりりりり重要重要重要重要視視視視されているわけですがされているわけですがされているわけですがされているわけですが、、、、具具具具体的体的体的体的にはどにはどにはどにはどんんんんなこなこなこなことをとをとをとを国国国国、、、、環境関係環境関係環境関係環境関係のののの行行行行政政政政はははは考考考考えているのかというようなことでえているのかというようなことでえているのかというようなことでえているのかというようなことで、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題へへへへのののの対応対応対応対応ととととかかかか、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性のののの向向向向上上上上、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、それからそれからそれからそれから有有有有害害害害物物物物質質質質削削削削減減減減、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう常常常常にににに重要重要重要重要なことなことなことなこと、、、、生生生生態系態系態系態系のののの保全保全保全保全、、、、それからそれからそれからそれから理念理念理念理念・パラダイムを・パラダイムを・パラダイムを・パラダイムを確確確確立立立立していくしていくしていくしていく、、、、これはいわこれはいわこれはいわこれはいわばばばば横横横横ぐぐぐぐしでいしでいしでいしでいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろにかかわってくるわけですにかかわってくるわけですにかかわってくるわけですにかかわってくるわけです。。。。     簡簡簡簡単単単単にににに 2 つだつだつだつだけけけけ紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題へへへへのののの対応対応対応対応というのというのというのというのはははは、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆様様様様よくよくよくよくごごごご承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、今今今今、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体がかたゆでのがかたゆでのがかたゆでのがかたゆでの目目目目玉玉玉玉焼焼焼焼きになきになきになきになりりりりそうなそうなそうなそうな状況状況状況状況ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを一体一体一体一体どうどうどうどうややややってとめるのかというってとめるのかというってとめるのかというってとめるのかという話話話話ですですですですねねねね。。。。20 世世世世紀紀紀紀にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろなななな気気気気候候候候変変変変動動動動がががが起起起起こったこったこったこった可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある、、、、起起起起こったのではないかというようなことがいこったのではないかというようなことがいこったのではないかというようなことがいこったのではないかというようなことがいろろろろいいいいろろろろ言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。平平平平均均均均地球地球地球地球表表表表面面面面温度温度温度温度はははは 0.6 度度度度上上上上昇昇昇昇したしたしたした。。。。だだだだからからからから、、、、あとあとあとあと一点一点一点一点何何何何度度度度かかかか上上上上昇昇昇昇するとするとするとすると、、、、壊壊壊壊滅滅滅滅的的的的なことになるかもしなことになるかもしなことになるかもしなことになるかもしれないというれないというれないというれないという、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況ですですですですねねねね。。。。平平平平均均均均海海海海水水水水面面面面がががが上上上上がったがったがったがった。。。。それからそれからそれからそれから、、、、降降降降雨量雨量雨量雨量もももも変変変変わっわっわっわっていくていくていくていく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、激激激激しいしいしいしい降降降降雨雨雨雨、、、、要要要要するにするにするにするに台台台台風風風風とかとかとかとか、、、、ハハハハリケリケリケリケーンとかーンとかーンとかーンとか、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形のののの雨雨雨雨がががが、、、、今今今今まではこういうようなまではこういうようなまではこういうようなまではこういうような形形形形でででで時時時時々々々々あったものがあったものがあったものがあったものが、、、、非非非非常常常常にににに振振振振幅幅幅幅がががが大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった。。。。あるときあるときあるときあるとき、、、、降降降降るときにはどさっとるときにはどさっとるときにはどさっとるときにはどさっと降降降降りりりり、、、、降降降降らないときはらないときはらないときはらないときは降降降降らないらないらないらない、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形にににに少少少少しししし変変変変化化化化したしたしたした。。。。またそのまたそのまたそのまたその頻頻頻頻度度度度もももも増増増増えたというようなことがいえたというようなことがいえたというようなことがいえたというようなことがいろろろろいいいいろろろろとととと観測観測観測観測されていますされていますされていますされています。。。。     非非非非常常常常にににに不確不確不確不確実実実実なようになようになようになように見見見見えますえますえますえますねねねね。。。。ほほほほんんんんとうにそうなのかとうにそうなのかとうにそうなのかとうにそうなのか、、、、よくわからないよくわからないよくわからないよくわからない。。。。しかしなしかしなしかしなしかしながらがらがらがら、、、、よくわからないからよくわからないからよくわからないからよくわからないから対対対対策策策策をとらないというようなをとらないというようなをとらないというようなをとらないというような立立立立場場場場はははは、、、、将将将将来来来来、、、、事事事事がががが起起起起こったときこったときこったときこったときにににに取取取取りりりり返返返返しがしがしがしがつつつつかないというわけであかないというわけであかないというわけであかないというわけでありりりりますますますます。。。。平平平平均均均均温度温度温度温度がどれくらいがどれくらいがどれくらいがどれくらい上上上上がったかがったかがったかがったか。。。。産業産業産業産業革革革革命命命命がががが始始始始まってまってまってまって以以以以来来来来、、、、このこのこのこの図図図図ですとですとですとですと大体大体大体大体 0.8 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上がったがったがったがった感感感感じじじじになっていますになっていますになっていますになっていますねねねね。。。。ここをここをここをここを大体大体大体大体ベベベベースにしていますのでースにしていますのでースにしていますのでースにしていますので、、、、ここからここからここからここから例例例例ええええばばばば 2 度度度度上上上上がるというようなことになるとがるというようなことになるとがるというようなことになるとがるというようなことになると大大大大変変変変なことになるなことになるなことになるなことになるだろだろだろだろうううう。。。。そのそのそのその原原原原因因因因としてよくとしてよくとしてよくとしてよく言言言言われるのがわれるのがわれるのがわれるのが、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素濃濃濃濃度度度度のののの変変変変化化化化、、、、これもこれもこれもこれもほほほほぼぼぼぼ確確確確かかかかだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思われていますわれていますわれていますわれています。。。。     そういうそういうそういうそういう温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって温度温度温度温度がががが上上上上ががががりりりり、、、、海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇があがあがあがありりりり、、、、降降降降雨雨雨雨がががが変変変変わるというようなこわるというようなこわるというようなこわるというようなことのとのとのとの影響影響影響影響ががががヒヒヒヒトのトのトのトの健康健康健康健康にににに、、、、天天天天候候候候関連関連関連関連のののの死死死死亡亡亡亡率率率率がががが感感感感染染染染症症症症、、、、あるいはいあるいはいあるいはいあるいはいろんろんろんろんなななな疾疾疾疾病病病病がががが増増増増えるえるえるえる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、農農農農業業業業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、作作作作物物物物収収収収穫穫穫穫、、、、かかかかんんんんがいがいがいがい量量量量がががが変変変変わるわるわるわる。。。。水水水水資源資源資源資源、、、、供供供供給給給給、、、、水水水水質質質質、、、、水水水水利利利利用用用用のののの競競競競合合合合というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが、、、、沿沿沿沿岸岸岸岸域域域域はははは海海海海浜浸浜浸浜浸浜浸食食食食、、、、海海海海岸岸岸岸がががが水水水水没没没没するするするする、、、、いいいいろんろんろんろんなななな国国国国がそういがそういがそういがそういうううう被被被被害害害害をををを受受受受けるわけですけるわけですけるわけですけるわけです。。。。生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、種種種種のののの損損損損失失失失というようなものというようなものというようなものというようなもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは氷河氷河氷河氷河消消消消滅滅滅滅というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが、、、、こういういこういういこういういこういういろんろんろんろんなななな影響影響影響影響がががが 1 つつつつのことからのことからのことからのことから起起起起こってくるといこってくるといこってくるといこってくるということがうことがうことがうことが考考考考えられているわけであえられているわけであえられているわけであえられているわけでありりりりますますますます。。。。     一体一体一体一体、、、、温度温度温度温度というのはというのはというのはというのは何何何何度度度度上上上上がるとがるとがるとがると何何何何がががが起起起起こるのかこるのかこるのかこるのか。。。。これもまたこれもまたこれもまたこれもまた非非非非常常常常にににに不確不確不確不確実実実実ななななんんんんですですですですがががが、、、、いいいいろんろんろんろんなシミなシミなシミなシミュレュレュレュレーションーションーションーションモデモデモデモデルによっていルによっていルによっていルによっていろろろろいいいいろろろろ検検検検討討討討がされているわけですががされているわけですががされているわけですががされているわけですが、、、、産産産産
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業業業業革革革革命命命命のこのこのこのころろろろにににに比比比比べべべべてどれくらいてどれくらいてどれくらいてどれくらい温度温度温度温度がががが上上上上がるかどうなるかというようなことでがるかどうなるかというようなことでがるかどうなるかというようなことでがるかどうなるかというようなことで、、、、一一一一番番番番温温温温度度度度のののの影響影響影響影響をををを極極極極端端端端にににに受受受受けるとけるとけるとけると考考考考えらえらえらえられているのはこのれているのはこのれているのはこのれているのはこの水水水水不足不足不足不足のののの危危危危機機機機ですですですです。。。。大体大体大体大体 1.5 度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上がるとがるとがるとがると、、、、とてとてとてとてつつつつもないもないもないもない状況状況状況状況がががが起起起起こるこるこるこる。。。。それによってそれによってそれによってそれによって被被被被害害害害をををを受受受受けるけるけるける人口人口人口人口はははは 25億億億億人人人人。。。。今今今今、、、、地球地球地球地球上上上上がががが大体大体大体大体 64億億億億人人人人ですからですからですからですから、、、、3分分分分のののの 1をををを超超超超えるえるえるえる人人人人たちがたちがたちがたちが影響影響影響影響をををを受受受受けるというようなことですけるというようなことですけるというようなことですけるというようなことです。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、こっちこっちこっちこっち側側側側のののの物物物物差差差差しですからせいしですからせいしですからせいしですからせいぜぜぜぜいいいい数億数億数億数億人人人人ですがですがですがですが、、、、それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても、、、、ママママララララリリリリアのアのアのアの危危危危機機機機がががが 3 億億億億人人人人、、、、そういうようなことになそういうようなことになそういうようなことになそういうようなことになりりりりかかかかねねねねないないないない。。。。一体一体一体一体、、、、温度温度温度温度をどこでストップさせるのをどこでストップさせるのをどこでストップさせるのをどこでストップさせるのかというようなことがかというようなことがかというようなことがかというようなことが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なことであなことであなことであなことでありりりりますがますがますがますが、、、、これにこれにこれにこれに関関関関してはしてはしてはしては、、、、国内国内国内国内、、、、特特特特にににに非非非非常常常常にこういうことににこういうことににこういうことににこういうことに対対対対するするするする対対対対策策策策にににに慎慎慎慎重重重重なななな省庁省庁省庁省庁はははは、、、、あまあまあまあまりりりり不確不確不確不確実実実実なななな議議議議論論論論はしないようはしないようはしないようはしないようですですですです。。。。アアアアメメメメリリリリカをおもカをおもカをおもカをおもんばんばんばんばかっていかっていかっていかっていろろろろいいいいろろろろ気気気気にされたにされたにされたにされたりりりりするわけであするわけであするわけであするわけでありりりりますますますます。。。。     問問問問題題題題なのはなのはなのはなのは、、、、例例例例ええええばばばば今今今今 CO2 のののの排排排排出出出出をとめるをとめるをとめるをとめる、、、、排排排排出出出出ピピピピークをークをークをークを一一一一番近番近番近番近いとこいとこいとこいところろろろへへへへ持持持持ってきたってきたってきたってきたとしてもとしてもとしてもとしても、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの濃濃濃濃度度度度はははは 300 年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで安定安定安定安定化化化化するするするする。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、温度温度温度温度はははは上上上上ががががりりりり続続続続けてけてけてけて、、、、安定安定安定安定化化化化するのにするのにするのにするのに数数数数世世世世紀紀紀紀かかるかかるかかるかかる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇というようなものはというようなものはというようなものはというようなものは、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出をとめたとしてもをとめたとしてもをとめたとしてもをとめたとしても着着着着々々々々とととと上上上上ががががりりりり続続続続けるというようなことですけるというようなことですけるというようなことですけるというようなことです。。。。海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇、、、、両両両両方方方方のののの要要要要因因因因があがあがあがありりりりますますますます。。。。温度温度温度温度がががが上上上上がることによってがることによってがることによってがることによって水水水水のののの体積体積体積体積膨膨膨膨張張張張があるがあるがあるがある、、、、それがこっちですそれがこっちですそれがこっちですそれがこっちですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで氷河氷河氷河氷河がががが溶溶溶溶けけけけるというようなことでるというようなことでるというようなことでるというようなことで……………………。。。。ですからですからですからですから、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする対対対対策策策策はははは可能可能可能可能なななな限限限限りりりり早早早早くとってもいいわけですがくとってもいいわけですがくとってもいいわけですがくとってもいいわけですが、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書のののの約約約約束束束束というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、
90 年年年年のののの排排排排出出出出量量量量にににに比比比比べべべべてててて、、、、2010 年年年年をめどにしてをめどにしてをめどにしてをめどにして 6％％％％下下下下げげげげるというのがるというのがるというのがるというのが日日日日本本本本のののの約約約約束束束束ですですですです。。。。今年今年今年今年のののの 2 月月月月にににに、、、、このこのこのこの京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書がいがいがいがいろんろんろんろんなななな国国国国のののの批准批准批准批准をををを経経経経てててて世世世世界的界的界的界的にににに発効発効発効発効することになったすることになったすることになったすることになった。。。。気気気気ががががつつつついてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、日日日日本本本本のののの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生量量量量はははは、、、、90 年年年年にににに比比比比べべべべてここまでてここまでてここまでてここまで 8％％％％上上上上がっていたがっていたがっていたがっていた。。。。
2004 年年年年もももも大体大体大体大体同同同同じじじじぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数字数字数字数字ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、これからこれからこれからこれから数数数数年年年年のののの間間間間にににに 8％％％％上上上上昇昇昇昇からからからから 6％％％％減減減減ままままでででで 14％％％％下下下下げげげげるるるる。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なこなこなこなことですとですとですとですねねねね。。。。これをこれをこれをこれを一体一体一体一体どうするのかということでどうするのかということでどうするのかということでどうするのかということで、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書のこののこののこののこの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するするするする計画計画計画計画というというというという、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書目目目目標達標達標達標達成成成成計画計画計画計画をををを閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定したのがしたのがしたのがしたのが今年今年今年今年のののの 4 月月月月であであであでありりりりますますますます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、それにそれにそれにそれに沿沿沿沿っていっていっていっていろろろろいいいいろろろろなななな対応対応対応対応をををを考考考考えていかなくてはいけえていかなくてはいけえていかなくてはいけえていかなくてはいけないないないない。。。。面面面面的的的的なななな広広広広ががががりりりりをををを持持持持ったったったった対応対応対応対応からからからから、、、、個個個個別別別別のののの機機機機器器器器のののの対応対応対応対応、、、、いいいいろんろんろんろんなものがなものがなものがなものがリリリリストアップストアップストアップストアップされされされされ、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれでどれくらいれでどれくらいれでどれくらいれでどれくらい削削削削減減減減していくとそこまでしていくとそこまでしていくとそこまでしていくとそこまで到到到到達達達達するするするするだろだろだろだろうというようなことがうというようなことがうというようなことがうというようなことが、、、、一一一一応応応応このこのこのこの達達達達成成成成計画計画計画計画のののの中中中中にはにはにはには書書書書きききき込込込込まれておまれておまれておまれておりりりりますますますます。。。。実実実実にきめにきめにきめにきめ細細細細かいかいかいかい、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ほほほほんんんんとうにそれでとうにそれでとうにそれでとうにそれで大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫なのかというなのかというなのかというなのかという心心心心配配配配をなさるをなさるをなさるをなさる向向向向きもあきもあきもあきもありりりりますしますしますしますし、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには、、、、ここにはここにはここにはここには挙挙挙挙げげげげてあてあてあてありりりりませませませませんんんんがががが、、、、森林森林森林森林面面面面積積積積をををを増増増増ややややすことによってすことによってすことによってすことによって、、、、そこでそこでそこでそこで三三三三点点点点何何何何％％％％かをかをかをかを二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素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確確確確保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないというようなこともあるわけであいけないというようなこともあるわけであいけないというようなこともあるわけであいけないというようなこともあるわけでありりりりますますますます。。。。     このこのこのこの中中中中にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、もしもしもしもしごごごご関関関関心心心心がおあがおあがおあがおありりりりでしたらでしたらでしたらでしたら、、、、ホホホホームームームームペペペページにもージにもージにもージにも載載載載っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、我我我我々々々々、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ主体主体主体主体別別別別にどういうことをにどういうことをにどういうことをにどういうことを考考考考えるのかというようなえるのかというようなえるのかというようなえるのかというようなとことことこところろろろでででで、、、、例例例例ええええばばばば家庭家庭家庭家庭のののの省省省省 CO2、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々がががが一体一体一体一体何何何何をするのかをするのかをするのかをするのか。。。。住宅住宅住宅住宅のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー。。。。家庭家庭家庭家庭で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ママママネジネジネジネジメメメメントントントント、、、、ここここんんんんなことなことなことなこと言言言言われてもわかわれてもわかわれてもわかわれてもわかりりりりにくいとにくいとにくいとにくいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、電電電電力力力力、、、、ガガガガスススス、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなエネルギーをどうなエネルギーをどうなエネルギーをどうなエネルギーをどうややややってってってって節節節節約約約約していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、何何何何にもにもにもにも増増増増してライフスタイルしてライフスタイルしてライフスタイルしてライフスタイル、、、、どうどうどうどうややややってってってって見見見見直直直直すのかすのかすのかすのか。。。。まあまあまあまあ、、、、冬冬冬冬のののの間間間間はははは温度調温度調温度調温度調節節節節をををを 20 度度度度、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 19 度度度度にににに設設設設定定定定してしてしてして、、、、寒寒寒寒かったらかったらかったらかったらママママスラーをスラーをスラーをスラーを巻巻巻巻きましきましきましきましょょょょうううう、、、、どてらをどてらをどてらをどてらを着着着着ましましましましょょょょうううう、、、、ここここういうういうういうういう暮暮暮暮らしをすれらしをすれらしをすれらしをすればばばばいいわけですいいわけですいいわけですいいわけですねねねね。。。。     公公公公的的的的機機機機関関関関、、、、地方地方地方地方公公公公共共共共団体団体団体団体ではどうすではどうすではどうすではどうすべべべべきかきかきかきか、、、、というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが書書書書いてあっていてあっていてあっていてあって、、、、先先先先ほほほほどどどど京都京都京都京都のののの山田知山田知山田知山田知事事事事からおからおからおからお話話話話があがあがあがありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、京都京都京都京都はははは独独独独自自自自にににに温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止条条条条例例例例ををををつつつつくっておくっておくっておくっておられるわけですられるわけですられるわけですられるわけです。。。。そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域でのでのでのでの温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止条条条条例例例例ををををつつつつくっているとこくっているとこくっているとこくっているところろろろというのはそというのはそというのはそというのはそんんんんなになになになに数数数数はははは多多多多くあくあくあくありりりりませませませませんんんん。。。。大体大体大体大体はははは国国国国ののののつつつつくっているものにくっているものにくっているものにくっているものに関連関連関連関連しておしておしておしておつつつつくくくくりりりりになっているになっているになっているになっている
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わけですがわけですがわけですがわけですが、、、、そこでもっともっとそこでもっともっとそこでもっともっとそこでもっともっと地域地域地域地域のののの住住住住民民民民のののの積極的積極的積極的積極的ななななココココミットミットミットミットメメメメントがントがントがントが私私私私はははは必要必要必要必要だろだろだろだろううううとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを通通通通じじじじてててて、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを通通通通じじじじてててて、、、、ややややははははりりりり地地地地方自治体方自治体方自治体方自治体とととと住住住住民民民民、、、、そしていそしていそしていそしていろろろろいいいいろろろろなななな団体団体団体団体、、、、NPO、、、、NGO 的的的的なとこなとこなとこなところろろろもももも含含含含めめめめ、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、そそそそのののの地域地域地域地域のののの企業企業企業企業もももも、、、、実実実実はははは、、、、企業企業企業企業がそこでがそこでがそこでがそこで働働働働いているいているいているいている社社社社員員員員のののの方方方方々々々々にににに、、、、うちうちうちうちへへへへ帰帰帰帰ったらなるったらなるったらなるったらなるべべべべくくくく省省省省エネルギーをするようにというようなことをきちエネルギーをするようにというようなことをきちエネルギーをするようにというようなことをきちエネルギーをするようにというようなことをきちんんんんとインプットしていたとインプットしていたとインプットしていたとインプットしていただだだだくというこくというこくというこくということもともともとも重要重要重要重要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。それがそれがそれがそれが地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題へへへへのののの対応対応対応対応ですですですです。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性のののの向向向向上上上上とととと言言言言われているわれているわれているわれている循環利用循環利用循環利用循環利用ですですですです。。。。循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成推進基本推進基本推進基本推進基本法法法法というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますがますがますがますが、、、、それにそれにそれにそれに対応対応対応対応するものですするものですするものですするものですねねねね。。。。実実実実はははは、、、、そこにはそこにはそこにはそこには脱脱脱脱物物物物質質質質経経経経済済済済、、、、サーサーサーサービビビビスススス経済経済経済経済へへへへのののの移移移移行行行行、、、、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、、、、車車車車をををを売売売売るるるるんじんじんじんじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、車車車車をををを通通通通してサーしてサーしてサーしてサービビビビスをスをスをスを売売売売るるるる、、、、そういうそういうそういうそういう経済経済経済経済へへへへ移移移移行行行行するするするする。。。。排排排排出出出出者者者者責任責任責任責任、、、、拡大拡大拡大拡大製製製製造造造造者者者者責任責任責任責任、、、、こういうものがきこういうものがきこういうものがきこういうものがきちちちちんんんんとととと書書書書きききき込込込込まれているわけですまれているわけですまれているわけですまれているわけです。。。。こういうことをどういうこういうことをどういうこういうことをどういうこういうことをどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくかというよえていくかというよえていくかというよえていくかというようなとこうなとこうなとこうなところろろろでででで、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、それはゼロエミッションというとこそれはゼロエミッションというとこそれはゼロエミッションというとこそれはゼロエミッションというところろろろでででで、、、、着着着着地点地点地点地点をどうをどうをどうをどう探探探探索索索索ししししてててて、、、、そのそのそのその着着着着地点地点地点地点にににに向向向向かってどうかってどうかってどうかってどう進進進進んんんんでいくかというようなことをでいくかというようなことをでいくかというようなことをでいくかというようなことを考考考考えれえれえれえればばばばいいといいといいといいと思思思思っていっていっていっているわけであるわけであるわけであるわけでありりりりますますますます。。。。     一体一体一体一体我我我我々々々々はははは物物物物質質質質資源資源資源資源をどれくらいをどれくらいをどれくらいをどれくらい使使使使うことがうことがうことがうことが許許許許されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。有有有有限限限限であるとであるとであるとであると言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、有有有有限限限限なものをみなものをみなものをみなものをみんんんんなでなでなでなで分分分分けたらけたらけたらけたら一体一一体一一体一一体一人人人人ひひひひととととりりりりどれくらいどれくらいどれくらいどれくらい使使使使えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。エネルギーもどれエネルギーもどれエネルギーもどれエネルギーもどれくらいくらいくらいくらい許許許許容容容容されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷はどれくらいはどれくらいはどれくらいはどれくらい許許許許容容容容されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。こういうものをきちこういうものをきちこういうものをきちこういうものをきちんんんんととととあるあるあるある程程程程度度度度ビビビビジジジジュュュュアライズしてアライズしてアライズしてアライズして、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けてけてけてけて、、、、ではではではでは、、、、脱脱脱脱物物物物質質質質社会社会社会社会というようなものというようなものというようなものというようなもの、、、、持続持続持続持続的的的的なななな物物物物質質質質循環循環循環循環系系系系、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というものをどうというものをどうというものをどうというものをどうつつつつくるのかくるのかくるのかくるのか、、、、こういうことになっていくとこういうことになっていくとこういうことになっていくとこういうことになっていくと思思思思いいいいますますますます。。。。     経済経済経済経済システムとしてこういうシステムとしてこういうシステムとしてこういうシステムとしてこうい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にににに導導導導くためのどういうくためのどういうくためのどういうくためのどういう仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが有効有効有効有効かというようなとこかというようなとこかというようなとこかというようなところろろろはははは、、、、あまあまあまあまりりりり今今今今ままままだだだだ十十十十分分分分にににに詰詰詰詰められていないとこめられていないとこめられていないとこめられていないところだろろだろろだろろだろうとうとうとうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる経済的経済的経済的経済的なインなインなインなインセセセセンテンテンテンティィィィブをブをブをブを与与与与えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、あるいはどういうあるいはどういうあるいはどういうあるいはどういう税税税税のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが議議議議論論論論されなくてはいけないわけであされなくてはいけないわけであされなくてはいけないわけであされなくてはいけないわけでありりりりますますますます。。。。生生生生きききき方方方方、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル、、、、これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどパラダイムのとこどパラダイムのとこどパラダイムのとこどパラダイムのところろろろでおでおでおで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伝伝伝伝統統統統的的的的価値観価値観価値観価値観。。。。京京京京都都都都ななななんんんんていうのはていうのはていうのはていうのは、、、、まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの象象象象徴徴徴徴なわけですなわけですなわけですなわけですねねねね。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域、、、、地方地方地方地方にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、ままままだだだだままままだだだだ地域地域地域地域ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーというかーというかーというかーというか、、、、集集集集落落落落単単単単位位位位のののの価値観価値観価値観価値観がががが残残残残っているっているっているっている。。。。結結結結いのいのいのいの制制制制度度度度であであであであるとかるとかるとかるとか、、、、ももももややややいとかいとかいとかいとか、、、、そういうものをなそういうものをなそういうものをなそういうものをなぜぜぜぜ簡簡簡簡単単単単にににに捨捨捨捨てられるのかてられるのかてられるのかてられるのか、、、、捨捨捨捨てていくのかてていくのかてていくのかてていくのか。。。。それそれそれそれはははは、、、、東東東東京一極京一極京一極京一極集集集集中中中中になったからなになったからなになったからなになったからなんんんんですですですですねねねね。。。。ややややははははりりりりまたまたまたまた地方地方地方地方のののの復権復権復権復権をををを考考考考えていくというよえていくというよえていくというよえていくというようなとこうなとこうなとこうなところろろろでこういうことをでこういうことをでこういうことをでこういうことを強調強調強調強調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。。。。     ゼロエミッションというとゼロエミッションというとゼロエミッションというとゼロエミッションというと、、、、よくよくよくよく、、、、出出出出すのはすのはすのはすのは全部全部全部全部ゼロにしなきゼロにしなきゼロにしなきゼロにしなきゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに考考考考えられるえられるえられるえられる、、、、もちもちもちもちろんろんろんろんそれがそれがそれがそれが理理理理想想想想ななななんんんんですがですがですがですが、、、、出出出出すのをすのをすのをすのを減減減減らすためにはらすためにはらすためにはらすためには入入入入れるれるれるれるほほほほううううもももも減減減減らさなきらさなきらさなきらさなきゃゃゃゃいけないですいけないですいけないですいけないですねねねね。。。。そこのそこのそこのそこの資源資源資源資源のののの再再再再使使使使用用用用としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややははははりりりり再生再生再生再生可能可能可能可能量量量量のののの範範範範囲囲囲囲にしにしにしにしましましましましょょょょうううう、、、、そしてそしてそしてそして廃棄量廃棄量廃棄量廃棄量、、、、環境中環境中環境中環境中へへへへ廃棄廃棄廃棄廃棄していくしていくしていくしていく量量量量はははは環境環境環境環境がががが受受受受けけけけ入入入入れられるれられるれられるれられる環境容環境容環境容環境容量量量量、、、、要要要要するにサステイナブルにするにサステイナブルにするにサステイナブルにするにサステイナブルに、、、、持続的持続的持続的持続的にそこがにそこがにそこがにそこが受受受受けけけけ入入入入れられるれられるれられるれられる。。。。ごごごごみみみみ捨捨捨捨てててて場場場場がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいにないにないにないになったからったからったからったから次次次次にににに穴穴穴穴をををを掘掘掘掘るというるというるというるというんじんじんじんじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、そこそこそこそこへへへへ永永永永続的続的続的続的にににに戻戻戻戻せるせるせるせる、、、、それがそれがそれがそれが環境環境環境環境にダにダにダにダメメメメーーーージをジをジをジを与与与与えないというようなえないというようなえないというようなえないというような仕仕仕仕組組組組みみみみ以以以以下下下下にしなくてはいけないにしなくてはいけないにしなくてはいけないにしなくてはいけない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの資源資源資源資源採採採採取取取取からからからから廃棄廃棄廃棄廃棄までのまでのまでのまでの物物物物質質質質のののの全全全全体体体体像像像像をきちをきちをきちをきちんんんんとシステムとしてとシステムとしてとシステムとしてとシステムとして完結完結完結完結させるさせるさせるさせる。。。。今今今今まではまではまではまでは単単単単独独独独のプロのプロのプロのプロセセセセスススス、、、、単単単単独独独独のののの工工工工場場場場、、、、単単単単独独独独のののの企業企業企業企業だだだだけでけでけでけで完結完結完結完結させようなさせようなさせようなさせようなんんんんてててて思思思思っておられるかもしれませっておられるかもしれませっておられるかもしれませっておられるかもしれませんんんんがががが、、、、そそそそんんんんなことはしなことはしなことはしなことはしょょょょせせせせんんんん不不不不可能可能可能可能にににに近近近近いいいい。。。。ですからですからですからですから、、、、そこでそこでそこでそこで排排排排出出出出されたものはされたものはされたものはされたものはほほほほかのとこかのとこかのとこかのところろろろにににに資資資資源源源源としてとしてとしてとして持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、それをそれをそれをそれを有効有効有効有効にににに使使使使ってもらうというようなってもらうというようなってもらうというようなってもらうというような形形形形でのネットワークシスでのネットワークシスでのネットワークシスでのネットワークシス
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テムをテムをテムをテムを構築構築構築構築させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、これもこれもこれもこれも藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長がおがおがおがお話話話話しになったようにしになったようにしになったようにしになったように、、、、自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系がががが持持持持っているっているっているっている一一一一種種種種のシスのシスのシスのシステムテムテムテム構構構構造造造造にににに、、、、階階階階層層層層システムとシステムとシステムとシステムと言言言言ったったったったほほほほうがいいでしうがいいでしうがいいでしうがいいでしょょょょうかうかうかうか、、、、学学学学ぶぶぶぶことがことがことがことが多多多多いいいいだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いいいいますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、なるなるなるなるべべべべくならくならくならくなら人人人人間間間間活動活動活動活動圏圏圏圏におけるにおけるにおけるにおける資源資源資源資源・・・・物物物物質質質質のののの滞滞滞滞留留留留時間時間時間時間をををを長長長長くするくするくするくする。。。。ここここれがゼロエミッションシステムのれがゼロエミッションシステムのれがゼロエミッションシステムのれがゼロエミッションシステムの発想発想発想発想ですですですです。。。。     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たエンたエンたエンたエンドオドオドオドオブパイプというのはブパイプというのはブパイプというのはブパイプというのは、、、、あるあるあるある製製製製造造造造プロプロプロプロセセセセスがあスがあスがあスがあるとるとるとると、、、、そこからそこからそこからそこから廃廃廃廃水水水水・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出るるるる。。。。これをこれをこれをこれを廃廃廃廃水水水水処処処処理理理理というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで処処処処理理理理をしてをしてをしてをして出出出出すすすす。。。。そうするとこそうするとこそうするとこそうするとここからまたこからまたこからまたこからまた廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出るるるる、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕組組組組みですみですみですみですねねねね。。。。これはこれでこれはこれでこれはこれでこれはこれで結結結結構構構構ですがですがですがですが、、、、廃廃廃廃水水水水中中中中のののの有有有有機物機物機物機物、、、、BOD、、、、COD をををを除除除除去去去去するとするとするとすると、、、、今度今度今度今度はははは窒窒窒窒素素素素、、、、リリリリンをンをンをンを除除除除かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そのそのそのその次次次次にはにはにはには色色色色をををを除除除除こうこうこうこう、、、、臭臭臭臭気気気気をををを除除除除こうこうこうこう、、、、気気気気ががががつつつついてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、環境環境環境環境ホホホホルルルルモモモモンがあるンがあるンがあるンがある、、、、ななななんんんんていうようなこていうようなこていうようなこていうようなことになってとになってとになってとになって、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方だだだだとととと、、、、次次次次からからからから次次次次へへへへエンエンエンエンドオドオドオドオブパイプをブパイプをブパイプをブパイプを増増増増ややややしていくというこしていくというこしていくというこしていくということになとになとになとになりりりりますますますますねねねね。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変だだだだというのでというのでというのでというので、、、、ククククリリリリーナープロダクションというーナープロダクションというーナープロダクションというーナープロダクションという考考考考ええええ方方方方がががが、、、、これはこれはこれはこれは国連国連国連国連機機機機関関関関のののの UNEP とかとかとかとか UNIDO というとこというとこというとこというところろろろでででで、、、、だだだだされましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの製製製製造造造造プロプロプロプロセセセセスをスをスをスを変変変変えてえてえてえてややややってってってって、、、、それでそれでそれでそれで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をなるをなるをなるをなるべべべべくくくく少少少少なくしようとなくしようとなくしようとなくしようということですいうことですいうことですいうことです。。。。しかししかししかししかし、、、、考考考考えてみれえてみれえてみれえてみればばばば、、、、原原原原材材材材料料料料とととと製品製品製品製品というのはというのはというのはというのは同同同同じじじじものであるはずがないのでものであるはずがないのでものであるはずがないのでものであるはずがないので、、、、必必必必ずずずず廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物といといといというのはうのはうのはうのは出出出出るるるるんんんんですですですですねねねね。。。。これをゼロにするということはできないこれをゼロにするということはできないこれをゼロにするということはできないこれをゼロにするということはできない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと改善改善改善改善されるというされるというされるというされるという程程程程度度度度のことであってものことであってものことであってものことであっても、、、、本本本本質質質質的的的的なななな解解解解決決決決にはならないわけですにはならないわけですにはならないわけですにはならないわけです。。。。     ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという発想発想発想発想はははは、、、、ここからここからここからここから出出出出るるるる廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をどうをどうをどうをどうややややってってってってほほほほかのプロかのプロかのプロかのプロセセセセスでスでスでスで資資資資源化源化源化源化するかするかするかするか。。。。そこからそこからそこからそこから出出出出たたたた廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をまたをまたをまたをまた別別別別ののののプロプロプロプロセセセセスでスでスでスで製品製品製品製品化化化化するするするする。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物はまたはまたはまたはまた別別別別ののののココココンンンンババババージョンージョンージョンージョン、、、、変変変変換換換換プロプロプロプロセセセセスをスをスをスを経経経経てててて、、、、またまたまたまた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というようなうというようなうというようなうというような、、、、こういうネットこういうネットこういうネットこういうネットワークがうまくワークがうまくワークがうまくワークがうまく組組組組めないめないめないめないだろだろだろだろうかといううかといううかといううかという、、、、そういうそういうそういうそういう発想発想発想発想ですですですです。。。。場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては異異異異業業業業種種種種、、、、農農農農業業業業とどういうとどういうとどういうとどういうふふふふうにうにうにうに絡絡絡絡んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか。。。。商商商商業活動業活動業活動業活動ななななんんんんかとどういうかとどういうかとどういうかとどういうふふふふうにうにうにうに、、、、ほほほほかのかのかのかの業業業業種種種種とどとどとどとどうううう……………………。。。。こういうこういうこういうこういう全全全全体体体体のシステムをのシステムをのシステムをのシステムをつつつつくるというのはくるというのはくるというのはくるというのは、、、、ややややははははりりりりあるあるあるある地域地域地域地域でいでいでいでいろんろんろんろんなななな産業産業産業産業がががが隣隣隣隣りりりり合合合合ってってってって存在存在存在存在するするするする。。。。隣隣隣隣りりりり合合合合っていなくてもいいっていなくてもいいっていなくてもいいっていなくてもいいんんんんですがですがですがですが、、、、あるあるあるある地域地域地域地域のののの中中中中でこういうものでこういうものでこういうものでこういうものをををを構成構成構成構成していかなくてはいけないということであしていかなくてはいけないということであしていかなくてはいけないということであしていかなくてはいけないということでありりりりますますますます。。。。     エンエンエンエンドオドオドオドオブパイプブパイプブパイプブパイプというのはというのはというのはというのは、、、、いわいわいわいわばばばば個個個個別別別別プロプロプロプロセセセセスにおいてスにおいてスにおいてスにおいて出口出口出口出口でででで対対対対策策策策をををを考考考考えるえるえるえる。。。。ククククリリリリーナープロダクションというのはーナープロダクションというのはーナープロダクションというのはーナープロダクションというのは、、、、プロプロプロプロセセセセスススス改改改改変変変変をををを考考考考えるえるえるえる。。。。ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは産業産業産業産業のネのネのネのネットワークットワークットワークットワーク、、、、クラスタクラスタクラスタクラスタリリリリングをングをングをングを考考考考えるえるえるえる。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような違違違違いがあるわけですいがあるわけですいがあるわけですいがあるわけです。。。。エンエンエンエンドオドオドオドオブブブブパイプもパイプもパイプもパイプも、、、、ククククリリリリーナープロダクションもーナープロダクションもーナープロダクションもーナープロダクションも、、、、下下下下流流流流側側側側へへへへ影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう低低低低減減減減させるかというようなさせるかというようなさせるかというようなさせるかというようなことをことをことをことを考考考考えるわけですしえるわけですしえるわけですしえるわけですし、、、、処処処処理理理理ココココストをなるストをなるストをなるストをなるべべべべくくくく最最最最小小小小化化化化しようしようしようしよう、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは、、、、ああいうネットワークをああいうネットワークをああいうネットワークをああいうネットワークをつつつつくることによってくることによってくることによってくることによって新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業ががががつつつつくくくくりりりり出出出出されるかもしれないされるかもしれないされるかもしれないされるかもしれない、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた新新新新しいしいしいしい雇雇雇雇用用用用がそこにがそこにがそこにがそこに生生生生まれるかもしれないまれるかもしれないまれるかもしれないまれるかもしれない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、何何何何よよよよりりりりもももも、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物があがあがあがありりりりませませませませんんんんからからからから、、、、すすすすべべべべてのものがてのものがてのものがてのものが価値価値価値価値をををを与与与与えられるえられるえられるえられる。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でのでのでのでの付付付付加加加加価値価値価値価値をそこにをそこにをそこにをそこに創出創出創出創出できるできるできるできるだろだろだろだろうううう、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、それがそれがそれがそれが最終最終最終最終的的的的なななな目目目目標標標標になるになるになるになるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。環境環境環境環境にににに対対対対するするするする影響影響影響影響というというというという意意意意味味味味ではではではでは、、、、エンエンエンエンドオドオドオドオブパイプブパイプブパイプブパイプ、、、、ククククリリリリーナープロダクションーナープロダクションーナープロダクションーナープロダクション、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの考考考考ええええ方方方方があるがあるがあるがある日日日日どこかでどこかでどこかでどこかで頭打頭打頭打頭打ちになってきますがちになってきますがちになってきますがちになってきますが、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物最最最最小小小小化化化化ということでということでということでということで、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らすというらすというらすというらすという意意意意味味味味でもでもでもでも意意意意味味味味があがあがあがありりりりますしますしますしますし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業管理管理管理管理というというというという意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、それはそれはそれはそれはややややははははりりりり資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを最最最最大大大大にににに高高高高めめめめることになることになることになることになりりりりますからますからますからますから、、、、利利利利益益益益最最最最大大大大、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような両面両面両面両面でででで重要重要重要重要なななな考考考考ええええ方方方方だだだだとととと思思思思っているわっているわっているわっているわけであけであけであけでありりりりますますますます。。。。     藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長もももも、、、、自自自自然然然然のののの生生生生態系態系態系態系にににに学学学学ぶぶぶぶ――――――――生生生生産者産者産者産者、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと文字文字文字文字がががが消消消消えてえてえてえて申申申申しわしわしわしわ
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けあけあけあけありりりりませませませませんんんんがががが、、、、消費者消費者消費者消費者、、、、それからそれからそれからそれから分分分分解解解解者者者者、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような役割役割役割役割分分分分担担担担によってによってによってによって生生生生態系態系態系態系のののの中中中中のののの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ちちちち、、、、そのそのそのそ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炭炭炭炭素素素素がががが循環循環循環循環しししし、、、、物物物物質質質質がががが循環循環循環循環するするするする、、、、栄養栄養栄養栄養塩塩塩塩がががが循環循環循環循環すすすするるるる、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような仕仕仕仕組組組組みをとっているわけでみをとっているわけでみをとっているわけでみをとっているわけで、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕組組組組みにサステイナブルなみにサステイナブルなみにサステイナブルなみにサステイナブルな社会社会社会社会システムというのはシステムというのはシステムというのはシステムというのは学学学学んんんんでいかなくてはいけないでいかなくてはいけないでいかなくてはいけないでいかなくてはいけない。。。。自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系というのはそもそもというのはそもそもというのはそもそもというのはそもそも種種種種のののの維維維維持持持持のためにのためにのためにのために生生生生産産産産をしをしをしをし、、、、増増増増殖殖殖殖をするわけでをするわけでをするわけでをするわけで、、、、何何何何かかかかほほほほかのかのかのかの目目目目的的的的があってたがあってたがあってたがあってただだだだたたたただだだだ生生生生産産産産をしていをしていをしていをしているわけるわけるわけるわけじじじじゃゃゃゃないないないないんんんんですですですですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、我我我我々々々々のののの２０２０２０２０世世世世紀紀紀紀パラダイムにおいてはパラダイムにおいてはパラダイムにおいてはパラダイムにおいては、、、、ともかくともかくともかくともかく生生生生産産産産をするをするをするをする、、、、売売売売れるかどうかわからないれるかどうかわからないれるかどうかわからないれるかどうかわからない、、、、見見見見込込込込みでみでみでみで生生生生産産産産をするというようなをするというようなをするというようなをするというような発想発想発想発想でででで来来来来たたたた。。。。持持持持続的続的続的続的なななな社会社会社会社会、、、、21 世世世世紀紀紀紀型型型型のパラダイムではのパラダイムではのパラダイムではのパラダイムでは、、、、ややややははははりオりオりオりオン・ン・ン・ン・デマデマデマデマンンンンドドドドでででで生生生生産産産産をするをするをするをする、、、、必要必要必要必要なもなもなもなもののののだだだだけけけけ生生生生産産産産をするをするをするをする、、、、こういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをこういうようなことを学学学学んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。生生生生活活活活圏圏圏圏内内内内でででで生生生生産産産産しししし、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて完結完結完結完結してしてしてしていくいくいくいく。。。。自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系はもちはもちはもちはもちろんろんろんろんですですですですねねねね。。。。それをそれをそれをそれをややややははははりりりりサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな社会社会社会社会ではではではでは達達達達成成成成していこうとしていこうとしていこうとしていこうと。。。。今今今今、、、、食糧食糧食糧食糧のののの自自自自給給給給率率率率はははは 40％％％％をををを切切切切っているとっているとっているとっていると言言言言っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、60％％％％のののの食糧食糧食糧食糧がががが外外外外国国国国からからからから入入入入ってくることによってってくることによってってくることによってってくることによって、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは動動動動物物物物のののの飼飼飼飼料料料料がががが持持持持ちちちち込込込込むむむむ窒窒窒窒素素素素、、、、ここここれがれがれがれが日日日日本本本本のののの土壌土壌土壌土壌中中中中にににに大大大大蓄蓄蓄蓄積積積積をををを始始始始めているわけですめているわけですめているわけですめているわけです。。。。日日日日本本本本全全全全体体体体がががが富富富富栄養栄養栄養栄養化化化化をしているをしているをしているをしている。。。。ここここんんんんなななな国国国国ををををつつつつくっていっちくっていっちくっていっちくっていっちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんですですですですねねねね。。。。ややややははははりりりり地域地域地域地域でででで生生生生産産産産をしてをしてをしてをして、、、、地域地域地域地域でででで消費消費消費消費をするをするをするをする。。。。化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料ななななんんんんかかかか使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても、、、、そこでそこでそこでそこで一体一体一体一体どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの物物物物質質質質循環循環循環循環がががが可能可能可能可能かというようなこかというようなこかというようなこかというようなこともともともとも、、、、例例例例ええええばばばば農農農農業業業業生生生生産産産産ではではではでは考考考考えていかなくてはいけないことですえていかなくてはいけないことですえていかなくてはいけないことですえていかなくてはいけないことです。。。。     自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系ではではではでは動動動動物物物物やややや植植植植物物物物がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな物物物物質質質質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いるわけではないしているわけではないしているわけではないしているわけではない。。。。いいいいろろろろんんんんなシスなシスなシスなシステムのテムのテムのテムの、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの、、、、別別別別のののの要素要素要素要素がががが持持持持っているっているっているっている機機機機能能能能をををを利用利用利用利用しししし合合合合ってってってって生生生生きているきているきているきている。。。。すなすなすなすなわちわちわちわち、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスを我我我我々々々々もももも購購購購入入入入するするするする。。。。脱脱脱脱物物物物質質質質化化化化をををを図図図図っていくというようなことがここにあるっていくというようなことがここにあるっていくというようなことがここにあるっていくというようなことがここにあるわけであわけであわけであわけでありりりりますますますます。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄にににに関関関関してもしてもしてもしても永永永永久久久久循環循環循環循環、、、、物物物物質質質質にににに関関関関してしてしてしてはははは永永永永久久久久循環循環循環循環があるがあるがあるがある。。。。それをそれをそれをそれを産業産業産業産業ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという形形形形でででで達達達達成成成成しようしようしようしよう、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような考考考考ええええ方方方方ですですですですねねねね。。。。     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というのはというのはというのはというのは、、、、結結結結局局局局のとこのとこのとこのところろろろ、、、、すすすすべべべべてのてのてのての資源資源資源資源をををを完完完完全全全全にににに使使使使いいいい尽尽尽尽くそうくそうくそうくそう、、、、こういうことによってこういうことによってこういうことによってこういうことによって資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めるめるめるめる。。。。産業産業産業産業間間間間のネットワークをのネットワークをのネットワークをのネットワークをつつつつくくくくりりりり、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業、、、、雇雇雇雇用用用用をををを発発発発生生生生させさせさせさせ、、、、新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産、、、、収収収収入入入入ををををそこにそこにそこにそこにつつつつくくくくりりりり出出出出していくしていくしていくしていく。。。。消費者消費者消費者消費者のののの側側側側からからからから言言言言ええええばばばば、、、、物物物物をををを購購購購入入入入するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、機機機機能能能能をををを購購購購入入入入するするするする。。。。物物物物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、生生生生産者産者産者産者がががが徹底徹底徹底徹底してしてしてして責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、物物物物をををを購購購購入入入入するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、機機機機能能能能をををを購購購購入入入入するというのはするというのはするというのはするというのは具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういうことかというとことかというとことかというとことかというと、、、、例例例例ええええばばばば耐耐耐耐久久久久消費消費消費消費財財財財、、、、家家家家電電電電でもいいですでもいいですでもいいですでもいいですねねねね。。。。住宅住宅住宅住宅でもいいでしでもいいでしでもいいでしでもいいでしょょょょうううう。。。。今今今今住住住住宅宅宅宅もももも消費消費消費消費財財財財ななななんだんだんだんだそうですがそうですがそうですがそうですが、、、、車車車車、、、、こういうものはもうこういうものはもうこういうものはもうこういうものはもうレレレレンタルシステムにしましンタルシステムにしましンタルシステムにしましンタルシステムにしましょょょょうようようようよとととと。。。。そそそそんんんんなものをなものをなものをなものを、、、、安安安安くいいものをくいいものをくいいものをくいいものを買買買買おうなおうなおうなおうなんんんんてててて思思思思うからうからうからうから、、、、ヒヒヒヒュュュューーーーザザザザーのーのーのーの建建建建物物物物をををを買買買買ってしってしってしってしまったまったまったまったりりりりするわけですするわけですするわけですするわけですねねねね。。。。レレレレンタルでいいンタルでいいンタルでいいンタルでいいんじんじんじんじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。だだだだってってってって、、、、昔昔昔昔ははははレレレレンタルンタルンタルンタルだだだだったわったわったわったわけですけですけですけですねねねね。。。。リリリリースースースース。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、借借借借家住家住家住家住まいをしてきたまいをしてきたまいをしてきたまいをしてきた。。。。家家家家族族族族構成構成構成構成がががが変変変変わったらわったらわったらわったら、、、、もうもうもうもう少少少少しししし大大大大きなきなきなきな家家家家にににに移移移移りりりり住住住住むむむむ。。。。子子子子供供供供がががが巣巣巣巣立立立立ったらったらったらったら小小小小さいさいさいさい家家家家にまたにまたにまたにまた移移移移りりりり住住住住むむむむ。。。。そういうことでよかっそういうことでよかっそういうことでよかっそういうことでよかったわけですたわけですたわけですたわけですねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、今今今今はもうがらくたをいっはもうがらくたをいっはもうがらくたをいっはもうがらくたをいっぱぱぱぱいいいい買買買買わされてわされてわされてわされて、、、、もうもうもうもう大大大大変変変変なななな荷荷荷荷物物物物をををを持持持持っているものっているものっているものっているものだだだだからからからから、、、、自分自分自分自分のののの家家家家がががが欲欲欲欲しくなるしくなるしくなるしくなる、、、、というようなことになるのかもしれませというようなことになるのかもしれませというようなことになるのかもしれませというようなことになるのかもしれませんんんん。。。。 このこのこのこの辺辺辺辺をををを一体一体一体一体どうどうどうどうややややってってってって推進推進推進推進できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。車車車車にしてもにしてもにしてもにしても、、、、レレレレンタルであるンタルであるンタルであるンタルである。。。。我我我我々々々々、、、、使使使使いたいたいたいたいいいい車車車車をををを常常常常ににににリリリリースでースでースでースで――――――――オオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアでもアでもアでもアでも、、、、アアアアメメメメリリリリカでもカでもカでもカでも、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもうごごごごくくくく一一一一般般般般的的的的になになになになっていますがっていますがっていますがっていますが――――――――決決決決まったまったまったまった車車車車ををををリリリリースでースでースでースで借借借借りりりりるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、使使使使いいいい終終終終わったらわったらわったらわったら、、、、それはもともそれはもともそれはもともそれはもともととととメメメメーカーにちーカーにちーカーにちーカーにちゃゃゃゃんんんんとととと戻戻戻戻すすすす。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、メメメメーカーのーカーのーカーのーカーの側側側側もももも、、、、自分自分自分自分ののののつつつつくったくったくったくった車車車車がががが戻戻戻戻ってくってくってくってくるわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、どこがどうどこがどうどこがどうどこがどう悪悪悪悪いのかいのかいのかいのか、、、、どこをどうどこをどうどこをどうどこをどう修修修修繕繕繕繕すれすれすれすればばばばまたまたまたまた使使使使えるのかというようえるのかというようえるのかというようえるのかというようなことがここにはなことがここにはなことがここにはなことがここには当然背当然背当然背当然背景景景景としてとしてとしてとして含含含含まれていなくちまれていなくちまれていなくちまれていなくちゃゃゃゃいけないですいけないですいけないですいけないですねねねね。。。。家家家家電電電電製品製品製品製品もそうでもそうでもそうでもそうですすすす。。。。冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫、、、、機機機機能能能能だだだだけけけけ我我我我々々々々はははは欲欲欲欲しいわけでししいわけでししいわけでししいわけでしょょょょうううう。。。。何何何何かをかをかをかを冷冷冷冷ややややすすすす、、、、ビビビビールをールをールをールを冷冷冷冷ややややすすすす。。。。だだだだっっっっ
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たらたらたらたら、、、、ああああんんんんなななな鉄鉄鉄鉄のののの固固固固ままままりりりりをををを自分自分自分自分でででで買買買買わなくたっていいわなくたっていいわなくたっていいわなくたっていいじじじじゃゃゃゃないですかないですかないですかないですか。。。。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機機機機能能能能だだだだけをけをけをけを買買買買うといううといううといううという、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方にできないにできないにできないにできないだろだろだろだろうかということですうかということですうかということですうかということです。。。。 まあまあまあまあ、、、、今今今今のとダブのとダブのとダブのとダブりりりりますがますがますがますが、、、、生生生生産者産者産者産者はははは、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、自分自分自分自分ののののつつつつくったものはくったものはくったものはくったものは徹底徹底徹底徹底的的的的にににに最最最最後後後後までまでまでまで責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ。。。。消費者消費者消費者消費者のののの側側側側としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややははははりりりり物物物物はははは買買買買わないわないわないわない、、、、機機機機能能能能をををを買買買買うううう、、、、こういうよこういうよこういうよこういうようなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをぜひぜひぜひぜひつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげていくていくていくていく。。。。それによってそれによってそれによってそれによって完完完完全全全全資源循環社会資源循環社会資源循環社会資源循環社会がががが生生生生まれていくのでまれていくのでまれていくのでまれていくのではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますいますいますいます。。。。じじじじゃゃゃゃぶぶぶぶじじじじゃゃゃゃぶぶぶぶ生生生生産産産産しながらしながらしながらしながら、、、、出口出口出口出口だだだだけでけでけでけでリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、リリリリサイクルなサイクルなサイクルなサイクルなんんんんてててて言言言言ったってったってったってったって、、、、ここにここにここにここに物物物物がたまっていくがたまっていくがたまっていくがたまっていくばばばばかかかかりりりりですですですですねねねね。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような仕仕仕仕組組組組みはみはみはみはややややめためためためたほほほほうがいいのではないかうがいいのではないかうがいいのではないかうがいいのではないか。。。。これもこれもこれもこれも再再再再びびびび高高高高月先月先月先月先生生生生のののの漫漫漫漫画画画画からとらせていたからとらせていたからとらせていたからとらせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 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パラダイムたパラダイムたパラダイムたパラダイム、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは繰繰繰繰りりりり返返返返しませしませしませしませんんんんがががが、、、、先先先先ほほほほどずっとどずっとどずっとどずっと申申申申しししし上上上上げげげげたたたたことはことはことはことは、、、、大体大体大体大体そそそそんんんんなことでなことでなことでなことで、、、、ゼロエミッションというようなゼロエミッションというようなゼロエミッションというようなゼロエミッションというような考考考考ええええ方方方方ととととリリリリンクしながらンクしながらンクしながらンクしながらつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげていくというようなことができるのではないかとていくというようなことができるのではないかとていくというようなことができるのではないかとていくというようなことができるのではないかと思思思思っているわけであっているわけであっているわけであっているわけでありりりりますますますます。。。。 日日日日本本本本のののの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はははは、、、、これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっとっとっとっと２２２２年年年年前前前前ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになりりりりますがますがますがますが、、、、日日日日経経経経新新新新聞聞聞聞にににに書書書書いてあいてあいてあいてあったったったった。「。「。「。「nipponensis」」」」とととと言言言言ううううんだんだんだんだそうですそうですそうですそうです。。。。日日日日本本本本病病病病。。。。先先先先送送送送りりりり中中中中毒毒毒毒。。。。口口口口先先先先ばばばばかかかかりりりりでででで改改改改革革革革をををを実行実行実行実行できないできないできないできない。。。。前前前前例例例例依存依存依存依存。。。。前前前前例例例例があれがあれがあれがあればばばば安安安安心心心心してしてしてして決断決断決断決断がががが下下下下せるけれどもせるけれどもせるけれどもせるけれども、、、、新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想にににに立立立立てなてなてなてないいいい。。。。危危危危機意識機意識機意識機意識のののの欠欠欠欠乏乏乏乏。。。。認識認識認識認識がががが甘甘甘甘いいいい。。。。いいいいつつつつのののの間間間間にかにかにかにか気気気気ががががつつつついたらいたらいたらいたら破破破破局局局局をををを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。リリリリスクスクスクスク過過過過敏敏敏敏。。。。自分自分自分自分のののの失失失失敗敗敗敗をををを恐恐恐恐れてれてれてれて、、、、成成成成長長長長分野分野分野分野をををを育育育育てるというようなことができないてるというようなことができないてるというようなことができないてるというようなことができない。。。。こういうよこういうよこういうよこういうようなことにならないようにうなことにならないようにうなことにならないようにうなことにならないように、、、、ややややははははりりりり私私私私たちはたちはたちはたちは今今今今、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった、、、、サステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな社会社会社会社会にににに向向向向けてかけてかけてかけてかじじじじをををを切切切切らなくてはいけないのではないからなくてはいけないのではないからなくてはいけないのではないからなくてはいけないのではないか。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、京都京都京都京都のののの本本本本日日日日のののの循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会にににに向向向向けたシンけたシンけたシンけたシンポポポポジジジジウウウウムにムにムにムにごごごご出席出席出席出席のののの皆皆皆皆様様様様方方方方がががが力力力力をををを振振振振るっていたるっていたるっていたるっていただだだだけれけれけれければばばばとととと、、、、そそそそんんんんななななふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの後後後後、、、、鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様にはパネルにはパネルにはパネルにはパネルディディディディスカッスカッスカッスカッションにもションにもションにもションにもごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりががががとうとうとうとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     そしてそしてそしてそして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションにスカッションにスカッションにスカッションに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。ききききょょょょうのテーうのテーうのテーうのテーママママであであであでありりりりますますますます、「、「、「、「環境経営環境経営環境経営環境経営とととと消費者視点消費者視点消費者視点消費者視点でめざすでめざすでめざすでめざす循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににつつつついていていていて」」」」というというというというテーテーテーテーママママでででで語語語語りりりり合合合合っていたっていたっていたっていただだだだくことになっておくことになっておくことになっておくことになっておりりりりますますますます。。。。そしてきそしてきそしてきそしてきょょょょうはうはうはうは、、、、産産産産・・・・学学学学・・・・官官官官・・・・民民民民ののののそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの分野分野分野分野からからからから 4 名名名名のパネのパネのパネのパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々をおをおをおをお招招招招きしてきしてきしてきして議議議議論論論論をををを深深深深めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。舞舞舞舞台台台台のののの準備準備準備準備がががが整整整整いますいますいますいます間間間間、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくだだだださいますようさいますようさいますようさいますよう、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 （（（（舞舞舞舞台台台台準備準備準備準備）））） 

 パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション 

 司司司司会会会会 

  準備準備準備準備がががが整整整整ったようでったようでったようでったようでごごごございますざいますざいますざいます。。。。引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションをスカッションをスカッションをスカッションを始始始始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きますきますきますきます。。。。まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションにスカッションにスカッションにスカッションにごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだくくくく皆皆皆皆様様様様方方方方ををををごごごご紹紹紹紹介介介介してまいしてまいしてまいしてまいりりりりましましましましょょょょうううう。。。。 

  パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの進行進行進行進行をををを務務務務めていためていためていためていただだだだきますきますきますきますココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、大大大大阪阪阪阪産業大産業大産業大産業大学大学学大学学大学学大学院院院院人人人人間間間間環境学研究科環境学研究科環境学研究科環境学研究科助教授助教授助教授助教授でででで、、、、NPO法人法人法人法人環境市民環境市民環境市民環境市民のののの理理理理事事事事もももも務務務務められていらっしめられていらっしめられていらっしめられていらっしゃゃゃゃいいいい
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ますますますます、、、、花田花田花田花田眞眞眞眞理子様理子様理子様理子様ですですですです。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのスト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。。。。皆皆皆皆様様様様からからからから向向向向かってかってかってかって右右右右側側側側からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいたしますしますしますします。。。。日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社環境会社環境会社環境会社環境管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生グループグループグループグループ参参参参事事事事、、、、麻麻麻麻埜埜埜埜豊彦様豊彦様豊彦様豊彦様ですですですです。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合新規新規新規新規事業事業事業事業部長部長部長部長、、、、嶋津功様嶋津功様嶋津功様嶋津功様ですですですです。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省商務情省商務情省商務情省商務情報報報報政策局政策局政策局政策局消費経済消費経済消費経済消費経済部長部長部長部長、、、、谷谷谷谷みどみどみどみどりりりり様様様様ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演のののの講講講講師師師師をををを務務務務めていためていためていためていただだだだきましたきましたきましたきました鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之様之様之様之様ですですですです。。。。 

  本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様のののの詳詳詳詳しいプロフしいプロフしいプロフしいプロフィィィィールにールにールにールにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、おおおお手手手手元元元元におにおにおにお配配配配りりりりいたしましたいたしましたいたしましたいたしました資料資料資料資料ををををごごごごららららんんんんくくくくだだだださいますようおさいますようおさいますようおさいますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速始始始始めていためていためていためていただだだだきますきますきますきます。。。。ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの花田様花田様花田様花田様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     本本本本日日日日はははは、、、、おおおお寒寒寒寒いとこいとこいとこいところろろろ、、、、皆皆皆皆様様様様おおおお集集集集ままままりりりりいたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。遠遠遠遠方方方方からおからおからおからお二人二人二人二人、、、、それからまたそれからまたそれからまたそれからまた、、、、非非非非常常常常にににに興興興興味味味味深深深深いいいい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを日日日日々々々々のののの経済活動経済活動経済活動経済活動のののの中中中中でなさっていでなさっていでなさっていでなさっていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるるるる企業企業企業企業からおからおからおからお二人二人二人二人というようにというようにというようにというように、、、、多多多多彩彩彩彩なパネなパネなパネなパネリリリリストをおストをおストをおストをお迎迎迎迎えいたしましてえいたしましてえいたしましてえいたしまして、、、、このこのこのこの京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書ののののふふふふるさとであるるさとであるるさとであるるさとである京都京都京都京都でででで、、、、しかもしかもしかもしかも発効発効発効発効のののの年年年年にフォーラムをにフォーラムをにフォーラムをにフォーラムを開開開開くこととなくこととなくこととなくこととなりりりりましましましましたたたた。。。。 このこのこのこの京都京都京都京都なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、周周周周りりりりをををを山山山山にににに囲囲囲囲まれておまれておまれておまれておりりりりますますますます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、山山山山というのはというのはというのはというのは、、、、季季季季語語語語にもにもにもにも、、、、「「「「山山山山笑笑笑笑うううう」」」」とかとかとかとか、、、、今今今今ぐぐぐぐらいですとらいですとらいですとらいですと「「「「山山山山装装装装うううう」」」」からからからから「「「「山山山山眠眠眠眠るるるる」」」」になるとこになるとこになるとこになるところろろろでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、日日日日々々々々のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで身身身身近近近近にににに四四四四季季季季のののの移移移移ろろろろいというのをいというのをいというのをいというのを感感感感じじじじることができるることができるることができるることができるひひひひととととつつつつのののの自自自自然然然然ではないではないではないではないかなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、京都京都京都京都というとこというとこというとこというところろろろはははは、、、、特特特特にににに生生生生活活活活のののの中中中中でででで自自自自然然然然をををを感感感感じじじじややややすいとこすいとこすいとこすいところろろろではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょょょょうううう、、、、遠遠遠遠方方方方からおからおからおからお二人二人二人二人おおおお見見見見えになったわけですえになったわけですえになったわけですえになったわけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ちちちちょょょょっともうっともうっともうっともう盛盛盛盛りりりりはははは過過過過ぎぎぎぎたたたたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、京都京都京都京都のののの紅紅紅紅葉葉葉葉もももも見見見見ていたていたていたていただだだだけたのでけたのでけたのでけたのではないはないはないはないでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。それでそれでそれでそれで、、、、京都京都京都京都のののの方方方方におにおにおにお伺伺伺伺いするといするといするといすると、、、、このこのこのこの一一一一、、、、二二二二年年年年、、、、紅紅紅紅葉葉葉葉があまがあまがあまがあまりりりりきれきれきれきれいではなくなってきたいではなくなってきたいではなくなってきたいではなくなってきたとととと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、紅紅紅紅葉葉葉葉のののの季節季節季節季節がががが遅遅遅遅くなってきたというようなことをくなってきたというようなことをくなってきたというようなことをくなってきたというようなことをよよよよくおっしくおっしくおっしくおっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響ではなではなではなではないかなといういかなといういかなといういかなというふふふふうにうにうにうに思思思思うわけですがうわけですがうわけですがうわけですが。。。。私私私私たたたたちがちがちがちが暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動をををを行行行行っているこのっているこのっているこのっているこの経済社会経済社会経済社会経済社会というのはというのはというのはというのは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど京都京都京都京都がそうがそうがそうがそうであるようにであるようにであるようにであるように、、、、自自自自然然然然システムとシステムとシステムとシステムと離離離離れてれてれてれて動動動動いているわけではあいているわけではあいているわけではあいているわけではありりりりませませませませんんんん。。。。自自自自然然然然のシステムののシステムののシステムののシステムの中中中中にににに経済社会経済社会経済社会経済社会システムがあシステムがあシステムがあシステムがありりりりましてましてましてまして、、、、経済社会経済社会経済社会経済社会システムというのはシステムというのはシステムというのはシステムというのは、、、、作作作作ってってってって、、、、使使使使うといううといううといううというのがのがのがのが代表代表代表代表的的的的なななな動動動動きなのですがきなのですがきなのですがきなのですが、、、、そのそのそのその動動動動きのきのきのきの中中中中でででで必必必必ずずずず、、、、周周周周りりりりのののの、、、、自分自分自分自分たちたちたちたち以以以以外外外外のとこのとこのとこのところろろろからからからから、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演のののの中中中中でででで鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にににに教教教教えていたえていたえていたえていただだだだきましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体をををを見見見見てもてもてもても、、、、もうもうもうもうかなかなかなかなりりりり限限限限界界界界だだだだというというというという有有有有限限限限なななな資源資源資源資源ややややエネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを取取取取りりりり込込込込んんんんでででで、、、、インプットインプットインプットインプットしてしてしてして、、、、作作作作ったったったったりりりり使使使使ったったったったりりりりしているしているしているしている。。。。そのそのそのその作作作作ったったったったりりりり使使使使ったったったったりりりりしているしているしているしている中中中中でででで、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、自自自自然然然然シスシスシスシステムにまたテムにまたテムにまたテムにまた悪悪悪悪いいいい影響影響影響影響をををを出出出出しているしているしているしている。。。。そのそのそのその 1 つつつつがががが温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスではないかというスではないかというスではないかというスではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそのののの作作作作ったったったった使使使使ったったったったがががが終終終終わったわったわったわった後後後後はははは、、、、またまたまたまた廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの形形形形でででで経済社会経済社会経済社会経済社会システムのシステムのシステムのシステムの外外外外にににに出出出出してしまうというアしてしまうというアしてしまうというアしてしまうというアウウウウトプットトプットトプットトプット。。。。このインプットとアこのインプットとアこのインプットとアこのインプットとアウウウウトプットとトプットとトプットとトプットと両面両面両面両面でででで周周周周りりりりのシのシのシのシステムにステムにステムにステムに、、、、特特特特にににに地球地球地球地球というというというというふふふふうにうにうにうに表表表表現現現現されるされるされるされる自自自自然然然然環境環境環境環境ですとかですとかですとかですとか、、、、私私私私たちたちたちたち自自自自身身身身のののの社会環境社会環境社会環境社会環境にににに少少少少なからずなからずなからずなからず影響影響影響影響をををを与与与与えてしまっているということがあるわけですえてしまっているということがあるわけですえてしまっているということがあるわけですえてしまっているということがあるわけです。。。。そこでそこでそこでそこで先先先先ほほほほどのどのどのどの基調基調基調基調講講講講演演演演にあにあにあにありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、経経経経済社会済社会済社会済社会全全全全体体体体のパラダイムののパラダイムののパラダイムののパラダイムの変変変変化化化化ということがということがということがということが求求求求められているわめられているわめられているわめられているわけですがけですがけですがけですが、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のののの最最最最後後後後のパワーのパワーのパワーのパワーポポポポイントのイントのイントのイントの図図図図のとこのとこのとこのところろろろにあにあにあにありりりりましたましたましたました、、、、先先先先送送送送りりりりですとかですとかですとかですとか、、、、前前前前例例例例にににに依存依存依存依存したしたしたしたりりりりというようなというようなというようなというような、、、、そういうそういうそういうそういう日日日日本本本本病病病病とととと言言言言われているもののちわれているもののちわれているもののちわれているもののちょょょょうどうどうどうど正正正正反反反反対対対対のののの
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取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、つつつつままままりりりり先先先先送送送送りりりりせずせずせずせず、、、、前前前前例例例例をををを打破打破打破打破してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして危危危危機意識機意識機意識機意識をををを持持持持ってってってって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しっしっしっしゃゃゃゃるるるる企業企業企業企業のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。今今今今回回回回のこのパネルのこのパネルのこのパネルのこのパネルディディディディスカッションではスカッションではスカッションではスカッションでは、、、、まずまずまずまず企企企企業業業業ではではではではどういうことをされているかということをおどういうことをされているかということをおどういうことをされているかということをおどういうことをされているかということをお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、皆皆皆皆様様様様からからからから向向向向かってかってかってかって右右右右側側側側のののの、、、、日日日日本本本本写真印刷株写真印刷株写真印刷株写真印刷株式式式式会社環境会社環境会社環境会社環境管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生管理部安全衛生ググググループループループループ参参参参事事事事のののの麻麻麻麻埜埜埜埜様様様様からおからおからおからお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。印刷印刷印刷印刷というというというという業界業界業界業界というというというというのはのはのはのは、、、、実実実実はははは環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの点点点点でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい、、、、つつつつままままりりりり環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの出出出出ししししややややすいすいすいすい業界業界業界業界ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。そのそのそのその中中中中でどのようにでどのようにでどのようにでどのように取取取取りりりり組組組組みをされているかということをまずおみをされているかということをまずおみをされているかということをまずおみをされているかということをまずお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、麻麻麻麻埜埜埜埜様様様様、、、、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。。。。 

 麻埜参麻埜参麻埜参麻埜参事事事事     はいはいはいはい。。。。先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社環境会社環境会社環境会社環境管理部管理部管理部管理部、、、、麻埜麻埜麻埜麻埜とととと申申申申しましましましますすすす。。。。弊弊弊弊社社社社日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷はははは、、、、社団社団社団社団法人法人法人法人京都京都京都京都工工工工業会業会業会業会、、、、そのそのそのその中中中中のののの傘傘傘傘下下下下にあにあにあにありりりりますますますます環境環境環境環境管理管理管理管理研究会研究会研究会研究会にににに加加加加盟盟盟盟しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、京都京都京都京都工工工工業会業会業会業会といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに早早早早くからくからくからくから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まれたまれたまれたまれた環境先進企業環境先進企業環境先進企業環境先進企業がががが非非非非常常常常にににに多多多多くおられますくおられますくおられますくおられます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、何何何何とかとかとかとか先進企業先進企業先進企業先進企業にににに対対対対してしてしてして追追追追いいいいつつつつきたいというきたいというきたいというきたいという一一一一心心心心でででで今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社会社会社会社はははは壬壬壬壬生生生生、、、、四四四四条条条条大大大大宮宮宮宮とちとちとちとちょょょょうどうどうどうど西院西院西院西院のののの間間間間ににににごごごございますざいますざいますざいます、、、、四四四四条条条条大大大大通通通通りりりりにににに面面面面したしたしたした位位位位置置置置にににに本社本社本社本社をををを構構構構えておえておえておえておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、創創創創業業業業がががが昭昭昭昭和和和和 4 年年年年、、、、設立設立設立設立がががが昭昭昭昭和和和和 21 年年年年ということでということでということでということで、、、、紛紛紛紛れもなくれもなくれもなくれもなく京都京都京都京都でででで生生生生まれまれまれまれ育育育育ったったったった印刷印刷印刷印刷会社会社会社会社ですですですです。。。。     おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料でででで 13ペペペページージージージ、、、、ここにここにここにここに当当当当社社社社のののの資料資料資料資料、、、、1枚枚枚枚でででで両面両面両面両面にまとめさせていたにまとめさせていたにまとめさせていたにまとめさせていただだだだきましきましきましきましたのでたのでたのでたので、、、、ごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばいいかといいかといいかといいかと思思思思いますいますいますいます。。。。現現現現在在在在はははは、、、、紙紙紙紙へへへへのののの印刷印刷印刷印刷だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、印印印印刷刷刷刷技術技術技術技術をををを応応応応用用用用しましたしましたしましたしました産業資産業資産業資産業資材材材材、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは電子機電子機電子機電子機材材材材のののの製製製製造造造造ということでということでということでということで、、、、そちらのそちらのそちらのそちらの分野分野分野分野がががが非非非非常常常常にににに大大大大きくなっておきくなっておきくなっておきくなっておりりりりましてましてましてまして、、、、日写日写日写日写グループとしてグループとしてグループとしてグループとして国内国内国内国内にににに 12 カカカカ所所所所、、、、海海海海外外外外にににに 19 のののの拠拠拠拠点点点点をををを持持持持つつつつ企業企業企業企業になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。弊弊弊弊社社社社のののの事業内容事業内容事業内容事業内容ですとかですとかですとかですとか、、、、会社会社会社会社概概概概要要要要ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、このこのこのこの資資資資料料料料にもにもにもにも載載載載せておせておせておせておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、弊弊弊弊社社社社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、、、、ここにここにここにここに URL、、、、アアアアドドドドレレレレスをスをスをスを載載載載せておせておせておせておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、こちらをこちらをこちらをこちらをぜひぜひぜひぜひごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社会社会社会社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及及及及びびびび成成成成果果果果ということなということなということなということなんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そそそそのののの次次次次のののの資料資料資料資料にににに載載載載せておせておせておせておりりりりますがますがますがますが、、、、2003 年度年度年度年度からからからから 2004 年度年度年度年度にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、大体大体大体大体ここここのようなテーのようなテーのようなテーのようなテーママママでもってでもってでもってでもって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。。。。例例例例ええええばばばば、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物削削削削減減減減とととと再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のののの防止防止防止防止、、、、汚染汚染汚染汚染のののの予予予予防防防防、、、、製製製製造造造造・・・・開発開発開発開発によるによるによるによる環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低低低低減減減減。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、ググググリリリリーーーーンンンン調調調調達達達達推進推進推進推進とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行なっておなっておなっておなっておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、「「「「環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書 2005」、」、」、」、2005 年年年年版版版版環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書、、、、このこのこのこの 10 月月月月にできにできにできにでき上上上上がったがったがったがったばばばばかかかかりりりりででででごごごございましざいましざいましざいましてててて、、、、ぜひぜひぜひぜひこちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうをうをうをうを閲閲閲閲覧覧覧覧いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。ここにここにここにここに問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先もももも載載載載っておっておっておっておりりりりますけれどますけれどますけれどますけれどもももも、、、、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ホホホホームームームームペペペページでもージでもージでもージでもごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけますのでけますのでけますのでけますので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの全全全全般般般般的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて一度一度一度一度閲閲閲閲覧覧覧覧いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     そのそのそのその中中中中でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということで、、、、一一一一番番番番上上上上にににに掲掲掲掲げげげげていますていますていますています廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物削削削削減減減減とととと再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうにうにうにうにつつつついていていていて若若若若干干干干おおおお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     今今今今のテーのテーのテーのテーママママのとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、2004 年度年度年度年度までのまでのまでのまでの成成成成果果果果ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、2004 年度年度年度年度再生再生再生再生・・・・再再再再資源資源資源資源化率化率化率化率 98.5％％％％達達達達成成成成。。。。これはこれはこれはこれは、、、、2004 年度年度年度年度上上上上期期期期でででで 97％％％％台台台台であったのをであったのをであったのをであったのを、、、、2004 年度年度年度年度下期下期下期下期にはにはにはには 99％％％％をををを超超超超えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。そのそのそのその下下下下にににに、、、、ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みというこみというこみというこみということでとでとでとで、、、、まずまずまずまず、、、、弊弊弊弊社社社社からからからから出出出出ますますますます廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの処処処処理理理理フローフローフローフロー、、、、このこのこのこの図図図図をををを載載載載せさせていたせさせていたせさせていたせさせていただだだだいているいているいているいているんんんんですがですがですがですが、、、、そこそこそこそこにににに 2004 年度年度年度年度のののの総排総排総排総排出出出出量量量量とととと書書書書いておいておいておいておりりりりますますますます、、、、そのそのそのその下下下下にににに有有有有価価価価物物物物というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますますますます。。。。このこのこのこの有有有有価価価価
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物物物物がががが何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、これはこれはこれはこれは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを、、、、おおおお金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって売却売却売却売却しているしているしているしている、、、、つつつつままままりりりり資源資源資源資源ととととしてしてしてして売却売却売却売却しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。それがそれがそれがそれが全全全全体体体体のののの 52.9％％％％ごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年にににに比比比比べべべべまままましてしてしてして 1.8％％％％のののの増増増増加加加加になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化しておしておしておしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、有有有有価価価価物物物物になっていないになっていないになっていないになっていない廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが現現現現在在在在 45.6％％％％ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年にににに比比比比べべべべますとますとますとますと 7.4％％％％減少減少減少減少しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、いまいまいまいまだだだだもってもってもってもって焼却焼却焼却焼却・・・・埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのてのほほほほうにうにうにうに回回回回っているっているっているっている、、、、資源化資源化資源化資源化されされされされていないていないていないていない廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、これがこれがこれがこれが 83 トンということでトンということでトンということでトンということで 1.5％％％％、、、、これにこれにこれにこれにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては前前前前年年年年比比比比 45.8％％％％削削削削減減減減したというしたというしたというしたという形形形形になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。     ちちちちょょょょっとフローっとフローっとフローっとフロー図図図図をををを飛飛飛飛ばばばばしましてしましてしましてしまして、、、、次次次次ののののペペペページージージージ、、、、14ペペペページのージのージのージのほほほほうをうをうをうを見見見見ていたていたていたていただだだだきますときますときますときますと、、、、再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率のののの推推推推移移移移になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。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通通通通りりりり 2004 年度年度年度年度はははは 98.5％％％％ですがですがですがですが、、、、そそそそのののの中中中中でででで、、、、日日日日本本本本写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式写真印刷株式会社会社会社会社としてはとしてはとしてはとしては、、、、2007 年年年年までにゼロエミッションまでにゼロエミッションまでにゼロエミッションまでにゼロエミッション宣言宣言宣言宣言をしたいとをしたいとをしたいとをしたいといういういういう考考考考ええええ方方方方でいますがでいますがでいますがでいますが、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする弊弊弊弊社社社社でででで決決決決めているめているめているめている基基基基準準準準というものがというものがというものがというものがごごごございますざいますざいますざいます。。。。ゼゼゼゼロエミッションにロエミッションにロエミッションにロエミッションに対対対対するするするする基基基基準準準準というものはそれというものはそれというものはそれというものはそれぞぞぞぞれのれのれのれの会社会社会社会社がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれにれにれにれに決決決決めているとこめているとこめているとこめているところろろろがあがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、99％％％％ぐぐぐぐらいをもってゼロエミッションとしているらいをもってゼロエミッションとしているらいをもってゼロエミッションとしているらいをもってゼロエミッションとしている会社会社会社会社もあもあもあもありりりりますしますしますしますし、、、、いわいわいわいわゆるゆるゆるゆる行行行行政政政政でででで処処処処分分分分されるされるされるされる一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを除除除除いていていていて 100％％％％とととと言言言言っているっているっているっている企業企業企業企業ももももごごごございますざいますざいますざいます。。。。弊弊弊弊社社社社のののの場場場場合合合合はははは、、、、事業事業事業事業系系系系一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物もももも含含含含めましてめましてめましてめまして 99.5％％％％以以以以上上上上、、、、これがずっとこれがずっとこれがずっとこれがずっと保保保保てるようなてるようなてるようなてるような状状状状態態態態になっになっになっになってゼロエミッションをてゼロエミッションをてゼロエミッションをてゼロエミッションを宣言宣言宣言宣言したいというようにしたいというようにしたいというようにしたいというように考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその下下下下ににににママママテテテテリリリリアル・アル・アル・アル・リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと書書書書いていますいていますいていますいています。。。。これのこれのこれのこれの基基基基準準準準、、、、言葉言葉言葉言葉のののの説説説説明明明明になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、ここここれはれはれはれは物物物物質質質質的的的的なななな再生再生再生再生。。。。つつつつままままりりりり、、、、プラスチックのプラスチックのプラスチックのプラスチックの廃廃廃廃材材材材、、、、廃廃廃廃プラスチックからプラスチックからプラスチックからプラスチックから新新新新しいプラスチックしいプラスチックしいプラスチックしいプラスチック材材材材ををををつつつつくるというくるというくるというくるという処処処処理法理法理法理法ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、例例例例ええええばばばば金金金金・・・・銀銀銀銀・・・・銅銅銅銅・アルミとかが・アルミとかが・アルミとかが・アルミとかが含含含含まれているようなまれているようなまれているようなまれているような廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物からはからはからはからは、、、、そういったそういったそういったそういった成分成分成分成分をををを回回回回収収収収しししし、、、、残残残残りりりりのののの成成成成分分分分をさらにをさらにをさらにをさらに土土土土木木木木やややや建建建建築用資源築用資源築用資源築用資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用するというようなものするというようなものするというようなものするというようなもの、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをママママテテテテリリリリアアアアル・ル・ル・ル・リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと呼呼呼呼んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、サーサーサーサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの基基基基準準準準ななななんんんんですがですがですがですが、、、、これはいこれはいこれはいこれはいろんろんろんろんなななな考考考考ええええ方方方方があがあがあがありりりりますますますます。。。。焼却焼却焼却焼却をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその熱熱熱熱をををを利用利用利用利用するということでするということでするということでするということで、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー回回回回収収収収ににににつつつつながるということなながるということなながるということなながるということなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まずまずまずまず、、、、燃燃燃燃料化料化料化料化、、、、ここにここにここにここに RPF をををを含含含含むむむむとととと書書書書いていますいていますいていますいています。。。。RPF、、、、紙紙紙紙とプラスチッとプラスチッとプラスチッとプラスチックからクからクからクからつつつつくるくるくるくる燃燃燃燃料料料料ということでということでということでということで、、、、排排排排出出出出されるされるされるされる紙紙紙紙・プラスチックから・プラスチックから・プラスチックから・プラスチックから固形固形固形固形燃燃燃燃料料料料ををををつつつつくるくるくるくる、、、、ここここれがれがれがれが石石石石炭炭炭炭のかわのかわのかわのかわりりりりになってになってになってになって、、、、今現今現今現今現在在在在、、、、製製製製紙紙紙紙会社会社会社会社などでもなどでもなどでもなどでも専専専専用用用用ののののボボボボイラーができてきておイラーができてきておイラーができてきておイラーができてきておりりりり、、、、そちらのそちらのそちらのそちらのほほほほうにうにうにうに活用活用活用活用されるされるされるされる。。。。これがこれがこれがこれが 1つつつつのサーのサーのサーのサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルであるサイクルであるサイクルであるサイクルである。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、焼却焼却焼却焼却熱熱熱熱のののの常時常時常時常時利用利用利用利用ということでということでということでということで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、焼却焼却焼却焼却したしたしたした際際際際のののの廃廃廃廃熱熱熱熱でででで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。。。。発発発発電電電電をしてをしてをしてをして、、、、事業事業事業事業場場場場のののの電電電電力力力力をををを賄賄賄賄っているようなっているようなっているようなっているような状況状況状況状況、、、、そういうものをサそういうものをサそういうものをサそういうものをサーーーーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと呼呼呼呼ぼぼぼぼうとうとうとうと。。。。例例例例ええええばばばば、、、、よくあるよくあるよくあるよくある事事事事でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、ビビビビニールニールニールニールハハハハウウウウスにスにスにスに熱熱熱熱をををを供供供供給給給給しますとかしますとかしますとかしますとか、、、、ではそういったものがではそういったものがではそういったものがではそういったものが夏夏夏夏ももももややややるのかなということでるのかなということでるのかなということでるのかなということで、、、、季節季節季節季節的的的的なものとなものとなものとなものとかかかか一一一一時時時時的的的的にににに利用利用利用利用するものはするものはするものはするものは基本的基本的基本的基本的にはサーにはサーにはサーにはサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルとはサイクルとはサイクルとはサイクルとは認認認認めないというめないというめないというめないという方向方向方向方向にあにあにあにありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、そういったそういったそういったそういった熱熱熱熱利用利用利用利用をしておをしておをしておをしておりりりりましてもましてもましてもましても、、、、例例例例ええええばばばば焼却焼却焼却焼却したしたしたした後後後後のののの燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻ををををリリリリササササイクルするイクルするイクルするイクルする、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化するということでするということでするということでするということで、、、、それにそれにそれにそれにつつつついてはサーいてはサーいてはサーいてはサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルとしてサイクルとしてサイクルとしてサイクルとして計計計計算算算算しまししまししまししましょょょょうといううといううといううという形形形形でででで決決決決めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物そのものがそのものがそのものがそのものが助助助助燃燃燃燃剤剤剤剤、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中和中和中和中和剤剤剤剤としてとしてとしてとして使使使使用用用用されながらされながらされながらされながら処処処処理理理理されるされるされるされる、、、、そういったものもサーそういったものもサーそういったものもサーそういったものもサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと含含含含めめめめよよよようということでうということでうということでうということで、、、、現現現現在在在在のようなのようなのようなのような再生再生再生再生・・・・再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。     先先先先ほほほほどのどのどのどの 13ペペペページのージのージのージの下下下下のフローのフローのフローのフロー図図図図にににに戻戻戻戻っていたっていたっていたっていただだだだきたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、ここのここのここのここの一一一一番番番番右右右右側側側側にににに再再再再生生生生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化とととと書書書書いておいておいておいておりりりりましてましてましてまして、、、、これがこれがこれがこれが有有有有価価価価物物物物となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。実際実際実際実際このこのこのこの分分分分ににににつつつついていていていてはははは、、、、おおおお金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって売却売却売却売却しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、有有有有価価価価物物物物とととと廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの境境境境目目目目はははは何何何何かかかか、、、、違違違違いはいはいはいは何何何何
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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、、、、要要要要するにおするにおするにおするにお金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって売却売却売却売却するかするかするかするか、、、、おおおお金金金金をををを支払支払支払支払ってってってって処処処処理理理理してもらうかしてもらうかしてもらうかしてもらうか、、、、どちらかのどちらかのどちらかのどちらかの差差差差になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、同同同同じじじじようにようにようにように再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化されていてもされていてもされていてもされていても、、、、有有有有価価価価物物物物にはならずににはならずににはならずににはならずに処処処処理理理理費用費用費用費用をををを払払払払っているというのっているというのっているというのっているというのがががが、、、、次次次次のののの再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物というというというということになことになことになことになりりりりますますますます。。。。     このフローこのフローこのフローこのフロー図図図図のののの中中中中でででで二重丸二重丸二重丸二重丸ををををつつつつけているものけているものけているものけているもの、、、、これがこれがこれがこれが先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたママママテテテテリリリリアアアアル・ル・ル・ル・リリリリサイクルというものですサイクルというものですサイクルというものですサイクルというものです。。。。実際実際実際実際にににに、、、、例例例例ええええばばばばプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック関係関係関係関係、、、、廃廃廃廃プラスチックもプラスチックもプラスチックもプラスチックも、、、、造造造造園園園園土土土土木木木木関係関係関係関係のののの資資資資材材材材にににに再生再生再生再生利用利用利用利用されているというようなされているというようなされているというようなされているというような形形形形がががが半半半半分以分以分以分以上上上上ごごごございますしざいますしざいますしざいますし、、、、廃油廃油廃油廃油関係関係関係関係、、、、溶剤溶剤溶剤溶剤関係関係関係関係もももも回回回回収収収収されているものがあるというようなされているものがあるというようなされているものがあるというようなされているものがあるというような形形形形ですですですです。。。。     丸丸丸丸をををを 1 つつつつつつつつけていますものはけていますものはけていますものはけていますものは、、、、これはこれはこれはこれはケケケケミカル・ミカル・ミカル・ミカル・リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと当当当当社社社社ではではではでは言言言言っておっておっておっておりりりりますますますますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、別別別別のののの物物物物質質質質にににに再生再生再生再生するするするする。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ここにあここにあここにあここにありりりりますようにますようにますようにますように、、、、樹樹樹樹木木木木くずをくずをくずをくずを肥肥肥肥料料料料やややや用用用用土土土土にににに変変変変えるえるえるえる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生ごごごごみをみをみをみを肥肥肥肥料料料料にするといったようなものにするといったようなものにするといったようなものにするといったようなもの、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを言言言言いますいますいますいますしししし、、、、ここでここでここでここで再生再生再生再生・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化のののの中中中中でででで印印印印ののののつつつついていないものがいていないものがいていないものがいていないものが、、、、先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明しましたサーしましたサーしましたサーしましたサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルということになサイクルということになサイクルということになサイクルということになりりりりますますますます。。。。     このこのこのこの再生再生再生再生・・・・再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率、、、、今現今現今現今現在在在在 99％％％％レベレベレベレベルにあるわけですけれどもルにあるわけですけれどもルにあるわけですけれどもルにあるわけですけれども、、、、これをもっとこれをもっとこれをもっとこれをもっと安定安定安定安定的的的的にににに率率率率をををを上上上上げげげげ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宣言宣言宣言宣言をしていきたいというをしていきたいというをしていきたいというをしていきたいという中中中中でででで、、、、全全全全社的社的社的社的にどにどにどにどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしたかということがみをしたかということがみをしたかということがみをしたかということが次次次次のとこのとこのとこのところろろろでででで書書書書かれてあかれてあかれてあかれてありりりりますますますます。。。。3R のののの推進推進推進推進。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの 3R というというというということでことでことでことで、、、、Reduce、、、、Reuse、、、、Recycle。。。。Reduce というというというというとととと発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制ですですですですねねねね。。。。要要要要はははは、、、、生生生生産産産産するするするする上上上上ででででのののの不適不適不適不適合率合率合率合率をををを減減減減らすらすらすらす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事事事事務務務務のののの効率効率効率効率、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、よよよよりりりり廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの発発発発生生生生をををを抑抑抑抑えてえてえてえていくということのいくということのいくということのいくということの努努努努力力力力。。。。それからそれからそれからそれから Reuse、、、、これはこれはこれはこれは再再再再利用利用利用利用。。。。例例例例ええええばばばば、、、、要要要要らなくなったらなくなったらなくなったらなくなったオオオオフフフフィィィィスススス家具家具家具家具関係関係関係関係、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは備品備品備品備品関係関係関係関係、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを一一一一たたたたんんんん総総総総務務務務関係関係関係関係でストックしましてでストックしましてでストックしましてでストックしまして、、、、必必必必要要要要としているとしているとしているとしている部部部部署署署署にまたにまたにまたにまた回回回回していくというしていくというしていくというしていくというやりやりやりやり方方方方。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、パパパパレレレレットなットなットなットなんんんんかでもかでもかでもかでも、、、、破破破破損損損損したパしたパしたパしたパレレレレットもットもットもットも修修修修理理理理をしてをしてをしてをして使使使使うというようなことでうというようなことでうというようなことでうというようなことで、、、、リリリリユユユユースにースにースにースに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、Recycle、、、、これがこれがこれがこれが一一一一番番番番大大大大きいわけですけれどもきいわけですけれどもきいわけですけれどもきいわけですけれども、、、、1 つつつつはははは、、、、リリリリササササイクルのルートイクルのルートイクルのルートイクルのルート開開開開拓拓拓拓ということがということがということがということがごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私はははは現現現現在在在在のののの部部部部署署署署へへへへ来来来来てててて、、、、いいいいろんろんろんろんなななな産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの業者業者業者業者ささささんんんんのののの訪訪訪訪問問問問をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。電電電電話話話話がかかってきてがかかってきてがかかってきてがかかってきて、、、、新規新規新規新規のののの業者業者業者業者ささささんんんんからからからから来来来来るわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、私私私私もももも営営営営業経業経業経業経験験験験があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、昔昔昔昔いいいいろろろろいいいいろろろろ新規新規新規新規先先先先にににに訪訪訪訪問問問問するときにするときにするときにするときに断断断断られたられたられたられた経経経経験験験験があがあがあがありりりりますけれどますけれどますけれどますけれどもももも、、、、私私私私はははは一一一一切切切切業者業者業者業者ささささんんんんをををを断断断断らずにらずにらずにらずに、、、、会会会会ってってってって話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。話話話話をするをするをするをする中中中中でででで、、、、提提提提案案案案をしてくをしてくをしてくをしてくだだだださいとおさいとおさいとおさいとお願願願願いしいしいしいし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな提提提提案案案案をををを受受受受けてけてけてけて、、、、そのそのそのその中中中中でででで今現今現今現今現在在在在率率率率がががが上上上上がってきたがってきたがってきたがってきたんじんじんじんじゃゃゃゃないかないかないかないかなとなとなとなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なことがなことがなことがなことが、、、、そのそのそのその下下下下にににに線線線線をををを引引引引いていていていて書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。緻緻緻緻密密密密なななな廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物分分分分別別別別のののの徹底徹底徹底徹底ということですということですということですということです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、当然当然当然当然全全全全社社社社員員員員にににに呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけて、、、、同同同同じじじじようなようなようなような形形形形ででででややややっっっっていたていたていたていただだだだかないといけないかないといけないかないといけないかないといけない。。。。横横横横のののの四角四角四角四角のののの中中中中にににに書書書書いておいておいておいておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、再生再生再生再生・・・・再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率をををを向向向向上上上上させるにはさせるにはさせるにはさせるには全全全全社社社社員員員員によるによるによるによる分分分分別別別別へへへへのののの協力協力協力協力がががが必要必要必要必要不不不不可可可可欠欠欠欠であるということですであるということですであるということですであるということです。。。。これをこれをこれをこれをするためにするためにするためにするために、、、、ではどではどではどではどんんんんなことをしたのかなことをしたのかなことをしたのかなことをしたのか。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物分分分分別別別別をををを徹底徹底徹底徹底するためにするためにするためにするために、、、、まずまずまずまず、、、、規規規規程程程程・・・・規規規規則則則則化化化化ですですですですねねねね。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物管理規物管理規物管理規物管理規程程程程というものをというものをというものをというものをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。それをそれをそれをそれを含含含含んんんんでででで、、、、分分分分別別別別するするするする方方方方法法法法図図図図ややややらをらをらをらを全部全部全部全部一一一一緒緒緒緒にしたにしたにしたにした廃棄廃棄廃棄廃棄物管理物管理物管理物管理ママママニニニニュュュュアルアルアルアル、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを制制制制定定定定してしてしてして、、、、これをいこれをいこれをいこれをいろろろろいいいいろろろろ機機機機会会会会ごごごごとにとにとにとに見見見見直直直直しをしていしをしていしをしていしをしているるるる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、規規規規程程程程ををををつつつつくるくるくるくるだだだだけではけではけではけでは当然当然当然当然分分分分別別別別というのはなさというのはなさというのはなさというのはなされないわけでれないわけでれないわけでれないわけで、、、、それなそれなそれなそれなりりりりのののの受受受受けけけけ皿皿皿皿がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。分分分分別回別回別回別回収収収収箱箱箱箱をををを各各各各職職職職場場場場にににに設設設設置置置置しましたしましたしましたしました。。。。それそれそれそれからからからから、、、、分分分分別別別別集集集集積積積積場場場場ということでということでということでということで、、、、全全全全社社社社のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが集集集集まるまるまるまる集集集集積積積積場場場場をををを整備整備整備整備いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。     次次次次にににに、、、、管理管理管理管理体体体体制制制制ですですですです。。。。各各各各職職職職場場場場にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物管理物管理物管理物管理責任責任責任責任者者者者、、、、これはこれはこれはこれはほほほほぼぼぼぼ部門長部門長部門長部門長、、、、部長部長部長部長クラスのクラスのクラスのクラスの人人人人にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物管理物管理物管理物管理責任責任責任責任者者者者になっていたになっていたになっていたになっていただだだだいていていていて、、、、そのもとにそのもとにそのもとにそのもとに廃棄廃棄廃棄廃棄物管理物管理物管理物管理推進推進推進推進員員員員およびおよびおよびおよび廃棄廃棄廃棄廃棄物管理物管理物管理物管理
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副副副副推進推進推進推進員員員員をををを設設設設置置置置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。こういうこういうこういうこういう人人人人たちによってたちによってたちによってたちによって職職職職場場場場のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを管理管理管理管理していたしていたしていたしていただだだだここここうということですうということですうということですうということです。。。。そしてそしてそしてそして教育教育教育教育ですですですです。。。。全全全全社社社社説説説説明明明明会会会会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、わからないわからないわからないわからない分分分分別別別別方方方方法法法法、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを受受受受けけけけ付付付付けるけるけるける相相相相談窓談窓談窓談窓口口口口をををを開設開設開設開設しましたしましたしましたしました。。。。 次次次次にににに、、、、わかわかわかわかりやりやりやりやすさということですさということですさということですさということで、、、、分分分分別別別別というのはというのはというのはというのは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分があがあがあがありりりりますますますます。。。。こういうものはどういうこういうものはどういうこういうものはどういうこういうものはどういうふふふふうにうにうにうに分分分分けたらいいのかということでけたらいいのかということでけたらいいのかということでけたらいいのかということで、、、、分分分分別別別別方方方方法法法法図図図図、、、、図図図図式式式式化化化化しましましましましてしてしてして、、、、あるいはイラストをあるいはイラストをあるいはイラストをあるいはイラストをつつつつけてけてけてけて、、、、わかわかわかわかりやりやりやりやすいすいすいすい表示表示表示表示をしたということですをしたということですをしたということですをしたということです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそれでもれでもれでもれでもややややははははりりりり分分分分別別別別違違違違反反反反というものがというものがというものがというものが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、分分分分別別別別確確確確認認認認をををを集集集集積積積積場場場場でででで行行行行うううう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物パトロールをパトロールをパトロールをパトロールを実施実施実施実施するというようなことをするというようなことをするというようなことをするというようなことを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、かなかなかなかなりりりり各各各各職職職職場場場場にもにもにもにも浸透浸透浸透浸透してきたわけですけれしてきたわけですけれしてきたわけですけれしてきたわけですけれどもどもどもども、、、、さらにさらにさらにさらに高高高高度度度度なななな管理管理管理管理としましてとしましてとしましてとしまして、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物計物計物計物計量量量量管理管理管理管理システムというものをシステムというものをシステムというものをシステムというものを導導導導入入入入いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、各各各各職職職職場場場場ごごごごとにとにとにとに職職職職場場場場をあらわすをあらわすをあらわすをあらわす、、、、あるいあるいあるいあるいはそのはそのはそのはその廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの名前名前名前名前をあらわすをあらわすをあらわすをあらわすババババーーーーココココーーーードドドドシールをシールをシールをシールを配配配配りりりりましてましてましてまして、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出すときにそのすときにそのすときにそのすときにその袋袋袋袋にににに貼貼貼貼ってってってって出出出出していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、はかはかはかはかりりりりのののの上上上上にににに乗乗乗乗せてせてせてせて、、、、ババババーーーーココココーーーードセドセドセドセンサーでンサーでンサーでンサーで読読読読みみみみ取取取取れれれればばばば、、、、いいいいつつつつどこからどこからどこからどこから出出出出てきたどういうてきたどういうてきたどういうてきたどういう廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが何何何何キキキキロあるということがすロあるということがすロあるということがすロあるということがすべべべべててててココココンンンンピュピュピュピュータにータにータにータに計計計計算算算算されてされてされてされて集集集集計計計計されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。これによってこれによってこれによってこれによって、、、、一一一一元元元元管理管理管理管理できるとできるとできるとできると同同同同時時時時にににに、、、、自分自分自分自分のののの職職職職場場場場のシのシのシのシールをールをールをールを貼貼貼貼ってってってって出出出出すわけですからすわけですからすわけですからすわけですから、、、、当然当然当然当然分分分分別別別別違違違違反反反反もももも非非非非常常常常にににに減減減減ってきたといってきたといってきたといってきたというようなうようなうようなうような効効効効果果果果があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。     ここにここにここにここに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと白白白白黒黒黒黒ののののココココピピピピーですのでーですのでーですのでーですので写真写真写真写真がががが見見見見にくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませんんんんがががが、、、、取取取取りりりり組組組組んんんんででででいるいるいるいる内容内容内容内容のことをのことをのことをのことを載載載載せさせていたせさせていたせさせていたせさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。右右右右側側側側のののの写真写真写真写真、、、、これはこれはこれはこれ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イラストイラストイラストイラスト表示表示表示表示ですですですです。。。。このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、食食食食べべべべたたたた弁弁弁弁当当当当のプラスチックののプラスチックののプラスチックののプラスチックの箱箱箱箱をををを洗洗洗洗ってってってって捨捨捨捨てなさいてなさいてなさいてなさいというようなこともというようなこともというようなこともというようなことも書書書書いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、左左左左側側側側のののの下下下下のののの写真写真写真写真、、、、これはこれはこれはこれは事事事事務所務所務所務所棟棟棟棟のののの分分分分別別別別集集集集積積積積場場場場ですですですです。。。。このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで、、、、事事事事務所務所務所務所においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、何何何何種種種種類類類類にもにもにもにも廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを分分分分けてけてけてけて出出出出すというすというすというすというようなことにしておようなことにしておようなことにしておようなことにしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、真真真真んんんん中中中中はははは工工工工場場場場内内内内のののの分分分分別別別別集集集集積積積積場場場場。。。。工工工工場場場場というのはいというのはいというのはいというのはいろろろろいいいいろろろろなななな不適不適不適不適合合合合品品品品とかがとかがとかがとかが出出出出ますますますます。。。。それをそれをそれをそれを 1 つつつつ 1 つつつつ分分分分けてけてけてけて集集集集積積積積するということですするということですするということですするということです。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、右右右右側側側側、、、、休憩休憩休憩休憩所所所所。。。。休憩休憩休憩休憩所所所所にににに至至至至りりりりましてもましてもましてもましても、、、、ややややははははりごりごりごりごみはまみはまみはまみはまぜぜぜぜてててて出出出出さないさないさないさない、、、、分分分分別別別別をしてをしてをしてをして出出出出すというすというすというすという形形形形でででで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。。。。このこのこのこの取組取組取組取組みとみとみとみと、、、、ルートルートルートルート開開開開拓拓拓拓によによによによりりりりましてましてましてまして、、、、日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷のののの場場場場合合合合もももも、、、、今今今今 99％％％％までこまでこまでこまでこぎぎぎぎつつつつけているというけているというけているというけているという状況状況状況状況ですですですです。。。。     1つつつつ、、、、先先先先ほほほほどどどど有有有有価価価価物物物物ということがあということがあということがあということがありりりりましたましたましたました。。。。今現今現今現今現在在在在、、、、弊弊弊弊社社社社がががが出出出出していますしていますしていますしています廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、半半半半分分分分以以以以上上上上がががが有有有有価価価価物物物物としてとしてとしてとして売却売却売却売却できておできておできておできておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは紙紙紙紙くずということでくずということでくずということでくずということで、、、、日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷はははは印刷印刷印刷印刷会社会社会社会社ですのでですのでですのでですので、、、、紙紙紙紙くずもくずもくずもくずも産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になになになになりりりりますますますます。。。。それそれそれそれをまずどうをまずどうをまずどうをまずどう処処処処理理理理するするするするのかということでのかということでのかということでのかということで取取取取りりりり組組組組んんんんでででで、、、、一一一一番番番番ややややははははりりりり成成成成果果果果がががが上上上上がったのはがったのはがったのはがったのは、、、、紙紙紙紙くずもくずもくずもくずも今今今今 3 種種種種類類類類ぐぐぐぐらいらいらいらいにににに分分分分別別別別しているわけですがしているわけですがしているわけですがしているわけですが、、、、製製製製紙紙紙紙会社会社会社会社のののの基基基基準準準準にににに合合合合ったったったった再生再生再生再生可能可能可能可能古紙古紙古紙古紙ですですですです。。。。これとこれとこれとこれと、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物。。。。再生再生再生再生可能可能可能可能古紙古紙古紙古紙以以以以外外外外のののの紙紙紙紙ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、RPF、、、、固形固形固形固形燃燃燃燃料料料料にするためににするためににするためににするために、、、、そのそのそのその基基基基準準準準にににに合合合合ったものをったものをったものをったものを分分分分けるということでけるということでけるということでけるということで、、、、今今今今紙紙紙紙もももも 3 種種種種類類類類にににに分分分分けてけてけてけて分分分分別別別別しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの紙紙紙紙がががが弊弊弊弊社社社社のののの場場場場合合合合はははは圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに多多多多いのでいのでいのでいので、、、、非非非非常常常常にににに再生再生再生再生・・・・再再再再資源化率向資源化率向資源化率向資源化率向上上上上にはにはにはには役役役役立立立立っているというこっているというこっているというこっているということになとになとになとになりりりりますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは樹樹樹樹脂脂脂脂くずくずくずくず、、、、プラスチックのプラスチックのプラスチックのプラスチックの中中中中でもでもでもでも特特特特にににに単単単単一一一一樹樹樹樹脂脂脂脂でででで出出出出てくるてくるてくるてくる廃廃廃廃材材材材とととともがあもがあもがあもがありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、例例例例ええええばばばばアクアクアクアクリリリリルルルル、、、、ABS、、、、ポポポポリリリリカカカカ、、、、それからそれからそれからそれからポポポポリリリリエチエチエチエチレレレレンンンン、、、、そういそういそういそういったものをったものをったものをったものを素素素素材材材材単単単単位位位位でででで分分分分けてけてけてけて捨捨捨捨てるということですてるということですてるということですてるということです。。。。もうもうもうもう、、、、ほほほほかのかのかのかの素素素素材材材材とととと分分分分けないけないけないけない。。。。アクアクアクアクリリリリルはアクルはアクルはアクルはアクリリリリルルルルだだだだけけけけ。。。。ポポポポリリリリカはカはカはカはポポポポリリリリカカカカだだだだけけけけ。。。。ABS はははは ABS だだだだけというけというけというけという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出出出出すすすす。。。。そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって、、、、有有有有価価価価物物物物業者業者業者業者がががが買買買買いいいい取取取取ってくれるというようなことになっているわけでってくれるというようなことになっているわけでってくれるというようなことになっているわけでってくれるというようなことになっているわけですすすす。。。。これもこれもこれもこれも、、、、色色色色つつつつきときときときと透透透透明明明明とをまとをまとをまとをまぜぜぜぜてしまうとてしまうとてしまうとてしまうと価値価値価値価値がががが下下下下がるということでがるということでがるということでがるということで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれをまれをまれをまれをま
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たたたた色色色色ののののつつつついたものといたものといたものといたものと透透透透明明明明のものにのものにのものにのものに分分分分けてけてけてけて集集集集めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。     今今今今後後後後のののの日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷のののの目目目目標標標標ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、1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宣言宣言宣言宣言をするといをするといをするといをするということでうことでうことでうことで、、、、一一一一般般般般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを含含含含めためためためた単単単単純純純純焼却焼却焼却焼却埋埋埋埋立立立立廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを削削削削減減減減していってしていってしていってしていって、、、、2007 年年年年までにゼロまでにゼロまでにゼロまでにゼロエミッションエミッションエミッションエミッション宣言宣言宣言宣言をするをするをするをする。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつはははは、、、、よよよよりりりり環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないないリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進。。。。リリリリサイクルしているといってもサイクルしているといってもサイクルしているといってもサイクルしているといっても、、、、サーサーサーサーママママル・ル・ル・ル・リリリリサイクルでサイクルでサイクルでサイクルで、、、、焼却焼却焼却焼却をしてをしてをしてをして出出出出すのであれすのであれすのであれすのであればばばば、、、、ややややははははりりりりそのそのそのその焼却焼却焼却焼却するするするする部部部部分分分分でででで二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生をををを呼呼呼呼んんんんでいるわけですでいるわけですでいるわけですでいるわけです。。。。ややややははははりりりり焼却焼却焼却焼却しないでしないでしないでしないで、、、、ママママテテテテリリリリアル・アル・アル・アル・リリリリサイクルできるというのがサイクルできるというのがサイクルできるというのがサイクルできるというのが一一一一番番番番いいわけですからいいわけですからいいわけですからいいわけですから、、、、ママママテテテテリリリリアル・アル・アル・アル・リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル率率率率というのもというのもというのもというのも現現現現在在在在計計計計算算算算をしてをしてをしてをして出出出出しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、これをもっとこれをもっとこれをもっとこれをもっと向向向向上上上上させていきさせていきさせていきさせていきたいたいたいたい、、、、ここここのようにのようにのようにのように考考考考えてえてえてえて日日日日々々々々取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。     簡簡簡簡単単単単ではあではあではあではありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、弊弊弊弊社社社社日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつつきましてきましてきましてきまして紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。今今今今、、、、さらっとおっしさらっとおっしさらっとおっしさらっとおっしゃゃゃゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、有有有有価価価価物物物物がががが半半半半分以分以分以分以上上上上というというというというののののはははは驚驚驚驚異異異異的的的的なことでなことでなことでなことでごごごございますざいますざいますざいます。。。。普普普普通通通通はははは、、、、引引引引きききき取取取取ってもらうときにってもらうときにってもらうときにってもらうときに、、、、逆逆逆逆有有有有償償償償といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、引引引引きききき取取取取ってもらうためにおってもらうためにおってもらうためにおってもらうためにお金金金金ををををつつつつけてけてけてけて引引引引きききき取取取取ってもらうというのがってもらうというのがってもらうというのがってもらうというのが、、、、再生再生再生再生とととと言言言言いましてもいましてもいましてもいましても普普普普通通通通ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、有有有有価価価価物物物物がががが半半半半分以分以分以分以上上上上というのはというのはというのはというのはややややははははりりりりすすすすごごごごいなといなといなといなと思思思思いましたしいましたしいましたしいましたし、、、、そそそそのののの分分分分けけけけ方方方方がががが徹底徹底徹底徹底されているされているされているされているなということになということになということになということに非非非非常常常常にににに驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。     ではではではでは、、、、続続続続いていていていて、、、、丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合新規新規新規新規事業事業事業事業部長部長部長部長、、、、嶋津様嶋津様嶋津様嶋津様からからからから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だだだきますきますきますきます。。。。丹丹丹丹後後後後といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、私私私私などもなどもなどもなども丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんというのがすというのがすというのがすというのがすぐぐぐぐにににに出出出出てくるわけですけれどもてくるわけですけれどもてくるわけですけれどもてくるわけですけれども、、、、先先先先ほほほほどのどのどのど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にもにもにもにも、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源のののの使使使使いいいい方方方方というのをもっとというのをもっとというのをもっとというのをもっと考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないけないけないけないというおいというおいというおいというお話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。ちちちちょょょょうどそのことでうどそのことでうどそのことでうどそのことで、、、、非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、しかもしかもしかもしかも思思思思いがけないがけないがけないがけないというかいというかいというかいというか、、、、世世世世界界界界にににに例例例例がないというかがないというかがないというかがないというか、、、、非非非非常常常常にににに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されていらっしみをされていらっしみをされていらっしみをされていらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。嶋津嶋津嶋津嶋津ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いしいしいしいしますますますます。。。。 

 嶋津部長嶋津部長嶋津部長嶋津部長     失失失失礼礼礼礼いたしますいたしますいたしますいたします。。。。丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合からからからから参参参参りりりりましたましたましたました嶋津嶋津嶋津嶋津とととと申申申申しますしますしますします。。。。今今今今、、、、ココココーーーーディディディディネーネーネーネーターのターのターのターの先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話があがあがあがありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、丹後丹後丹後丹後といえといえといえといえばばばば丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんん、、、、ちちちちょょょょうどこのうどこのうどこのうどこの時期時期時期時期になになになになりりりりますとますとますとますと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ有有有有名名名名なものがなものがなものがなものが、、、、カニがカニがカニがカニがごごごございますざいますざいますざいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと最近最近最近最近はははは非非非非常常常常にににに海海海海がががが荒荒荒荒れておれておれておれておりりりりましてましてましてまして、、、、漁漁漁漁ののののほほほほうがちうがちうがちうがちょょょょっとっとっとっと少少少少ないようでないようでないようでないようでごごごございますけれどもざいますけれどもざいますけれどもざいますけれども、、、、ちちちちょょょょうどこのうどこのうどこのうどこの時時時時期期期期になになになになりりりりますとますとますとますと、、、、丹後丹後丹後丹後のののの産業産業産業産業といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、私私私私どものどものどものどもの織物織物織物織物業業業業とととと、、、、それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつはははは精精精精密密密密機機機機械械械械金金金金属属属属のののの加工加工加工加工業業業業ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつはははは、、、、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観観観観光光光光業業業業ででででごごごございざいざいざいますますますます。。。。このこのこのこの冬冬冬冬のののの時期時期時期時期になになになになりりりりますとますとますとますと、、、、カニにカニにカニにカニに代表代表代表代表されますされますされますされます、、、、またまたまたまた夏場夏場夏場夏場になになになになりりりりますとますとますとますと、、、、海海海海ののののレレレレジジジジャャャャーのおーのおーのおーのお客客客客ささささんんんんもたくさもたくさもたくさもたくさんんんんおおおお見見見見えになえになえになえになりりりりますますますます。。。。それがそれがそれがそれが丹後丹後丹後丹後のののの 3 つつつつのののの大大大大きなきなきなきな産業産業産業産業とととと呼呼呼呼んんんんででででもいいかともいいかともいいかともいいかと思思思思いますいますいますいます。。。。 私私私私どものどものどものどもの丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんん、、、、絹絹絹絹 100％％％％のののの着物着物着物着物用用用用のののの生生生生地地地地ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。このこのこのこの京都京都京都京都のののの産地産地産地産地でででで京京京京友友友友禅禅禅禅とされてとされてとされてとされて完完完完成成成成品品品品化化化化されるわけでされるわけでされるわけでされるわけでごごごございますけれどもざいますけれどもざいますけれどもざいますけれども、、、、丹後丹後丹後丹後におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、染染染染色色色色をするをするをするをする前前前前のののの真真真真っっっっ白白白白のののの絹絹絹絹織物織物織物織物、、、、このこのこのこの真真真真っっっっ白白白白のののの絹絹絹絹織物織物織物織物がががが丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんん。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの色色色色におにおにおにお染染染染めくめくめくめくだだだださいとさいとさいとさいと、、、、歌歌歌歌にもにもにもにも歌歌歌歌われておるわけですけれどもわれておるわけですけれどもわれておるわけですけれどもわれておるわけですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう真真真真っっっっ白白白白のののの絹絹絹絹織物織物織物織物のののの生生生生地地地地をををを生生生生産産産産しているしているしているしている産産産産地地地地ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。そそそそのののの産地産地産地産地にあにあにあにありりりりましてましてましてまして、、、、京都府京都府京都府京都府北部北部北部北部のののの丹後丹後丹後丹後地方地方地方地方のののの織物織物織物織物業者業者業者業者ささささんんんんがががが集集集集ままままりりりりましてましてましてまして、、、、私私私私どものどものどものどもの丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合というというというという商工組商工組商工組商工組合合合合をををを結結結結成成成成いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりましてましてましてまして、、、、ききききょょょょうううう現現現現
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在在在在のののの組組組組合合合合員員員員数数数数がががが 2,400名名名名弱弱弱弱ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。出出出出資資資資金金金金のののの総総総総額額額額がががが 2億億億億 1,700万万万万。。。。年年年年配配配配のののの方方方方ですとですとですとですとごごごご存存存存じじじじをいたをいたをいたをいただだだだいているかもしれませいているかもしれませいているかもしれませいているかもしれませんんんんがががが、、、、過去過去過去過去、、、、昭昭昭昭和和和和 49 年年年年、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど第第第第 1 次次次次ののののオオオオイルショイルショイルショイルショックがあックがあックがあックがありりりりましたましたましたました、、、、そのそのそのその直前直前直前直前がががが産地産地産地産地のののの生生生生産産産産規規規規模模模模ののののピピピピークでークでークでークでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、当時当時当時当時約約約約 1 千千千千万万万万反反反反のちのちのちのちりりりりめめめめんんんんをををを生生生生産産産産いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりましたましたましたました。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、いいいいろんろんろんろんなななな要要要要因因因因ががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。ライフスライフスライフスライフスタイルもタイルもタイルもタイルも相相相相当当当当にににに変変変変化化化化いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりましてましてましてまして、、、、おおおお着物着物着物着物をおをおをおをお召召召召しいたしいたしいたしいただだだだいていていていて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くくくく、、、、そういうそういうそういうそういう機機機機会会会会そのものもそのものもそのものもそのものも非非非非常常常常にににに少少少少なくなっておなくなっておなくなっておなくなっておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた同同同同時時時時にににに、、、、日日日日本本本本のののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは丹後丹後丹後丹後だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくしてなくしてなくしてなくして、、、、中国中国中国中国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一時期時期時期時期はははは韓韓韓韓国国国国とととと、、、、海海海海外外外外でででで生生生生産産産産されましたされましたされましたされました輸輸輸輸入入入入織物織物織物織物、、、、こういうもののこういうもののこういうもののこういうものの経済的経済的経済的経済的なななな攻攻攻攻勢勢勢勢もももも非非非非常常常常にににに大大大大きなものがきなものがきなものがきなものがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、ききききょょょょうううう現現現現在在在在ではではではでは非非非非常常常常にににに産地産地産地産地のののの規規規規模模模模のののの縮縮縮縮小小小小をををを余余余余儀儀儀儀なくされているというのがなくされているというのがなくされているというのがなくされているというのが、、、、非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、最近最近最近最近のののの産産産産地地地地のののの状況状況状況状況ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 そのそのそのその産地産地産地産地にあにあにあにありりりりましてましてましてまして、、、、私私私私どもどもどもども丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合がががが何何何何ををををややややっているのかといいますとっているのかといいますとっているのかといいますとっているのかといいますと、、、、当然当然当然当然ながらながらながらながら、、、、産地産地産地産地のののの組組組組合合合合員員員員ささささんんんんであであであでありりりりますますますます織物織物織物織物業者業者業者業者ささささんんんんのののの支支支支援援援援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、、、、産地産地産地産地全全全全体体体体のののの PR、、、、振振振振興興興興、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは宣宣宣宣伝伝伝伝をいたすをいたすをいたすをいたす、、、、そういうそういうそういうそういう事業事業事業事業とととと、、、、それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつはははは、、、、業者業者業者業者ささささんんんんがががが生生生生糸糸糸糸をををを購購購購入入入入してしてしてして、、、、縦縦縦縦・・・・横横横横をををを生生生生糸糸糸糸をををを使使使使ってってってって織物織物織物織物をををを織織織織るるるるんんんんですですですです。。。。織物織物織物織物というのはというのはというのはというのは、、、、縦縦縦縦糸糸糸糸とととと横横横横糸糸糸糸とととと、、、、こうしてこうしてこうしてこうして布布布布地地地地にするわけですけれどもにするわけですけれどもにするわけですけれどもにするわけですけれども、、、、織物織物織物織物業者業者業者業者ささささんんんんがががが生生生生糸糸糸糸でででで織織織織っておられたっておられたっておられたっておられた状状状状態態態態でででで即即即即製品製品製品製品になるというものではになるというものではになるというものではになるというものでは実実実実ははははごごごございませざいませざいませざいませんんんんのでしてのでしてのでしてのでして、、、、精精精精練練練練というというというという加工加工加工加工ををををややややらないとらないとらないとらないと白白白白生生生生地地地地がががが得得得得られないられないられないられない。。。。そこがそこがそこがそこが、、、、このこのこのこの産地産地産地産地のののの中中中中でもずっとでもずっとでもずっとでもずっと長長長長いいいい間間間間、、、、今今今今でもそうですけれどもでもそうですけれどもでもそうですけれどもでもそうですけれども、、、、非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担になっていることもになっていることもになっていることもになっていることも確確確確かでかでかでかでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、絹絹絹絹のののの中中中中ののののセリセリセリセリシンというシンというシンというシンという成分成分成分成分をををを取取取取りりりり除除除除くことによってくことによってくことによってくことによって、、、、真真真真っっっっ白白白白でしなでしなでしなでしなややややかなかなかなかな、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは白白白白のののの状状状状態態態態でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、真真真真珠珠珠珠とととと同同同同じじじじようなようなようなような、、、、ちちちちょょょょっといっといっといっといぶぶぶぶしたようなしたようなしたようなしたような、、、、非非非非常常常常にににに上上上上品品品品でででで、、、、きめのきめのきめのきめの細細細細かいかいかいかい光光光光沢沢沢沢のあるのあるのあるのある絹絹絹絹というというというという繊繊繊繊維維維維がががが生生生生まれてくるわけなまれてくるわけなまれてくるわけなまれてくるわけなんんんんですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、織物織物織物織物業者業者業者業者ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、業者業者業者業者ささささんんんんのののの織織織織られたられたられたられた織物織物織物織物をおをおをおをお預預預預かかかかりりりりしてしてしてして、、、、精精精精練練練練というというというという加工加工加工加工をををを施施施施してしてしてして白白白白生生生生地地地地というというというという完完完完成度成度成度成度をををを高高高高めためためためた商商商商品品品品ををををつつつつくるくるくるくる、、、、このこのこのこの織物織物織物織物のののの加工加工加工加工のののの仕仕仕仕事事事事もももも組組組組合合合合のののの直直直直営営営営のののの工工工工場場場場ででででややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。こういったこういったこういったこういった織物織物織物織物のののの加工加工加工加工のののの事業事業事業事業とととと、、、、大大大大きくこのきくこのきくこのきくこの 2 つつつつのののの事業事業事業事業をををを営営営営んんんんでいるわけででいるわけででいるわけででいるわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、さっきさっきさっきさっき申申申申しましたしましたしましたしました、、、、昨昨昨昨今今今今非非非非常常常常にににに経済的経済的経済的経済的なななな環境環境環境環境もももも厳厳厳厳しくなっておしくなっておしくなっておしくなっておりりりりますますますます中中中中でででで、、、、産地産地産地産地のののの中中中中でででで何何何何かかかか新新新新しいしいしいしい切切切切りりりり口口口口がががが見見見見つつつつからないものかなということをずっとからないものかなということをずっとからないものかなということをずっとからないものかなということをずっと模模模模索索索索をををを続続続続けておったわけなけておったわけなけておったわけなけておったわけなんんんんですですですです。。。。そういったときにそういったときにそういったときにそういったときに、、、、従従従従来来来来はははは利用利用利用利用のののの価値価値価値価値のないものとしてのないものとしてのないものとしてのないものとして顧顧顧顧みられずにみられずにみられずにみられずに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは取取取取りりりり除除除除いていていていて捨捨捨捨てていたてていたてていたてていたセリセリセリセリシンというシンというシンというシンという成分成分成分成分がががが、、、、実実実実はははは非非非非常常常常にににに付付付付加加加加価値価値価値価値のあるのあるのあるのある、、、、逆逆逆逆にににに言言言言ええええばばばばすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい宝宝宝宝のののの山山山山があるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかということをおないかということをおないかということをおないかということをお教教教教えもいたえもいたえもいたえもいただだだだきききき、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは我我我我々々々々もそこにもそこにもそこにもそこに目目目目をををを向向向向けることができましてけることができましてけることができましてけることができまして、、、、平平平平成成成成 9 年年年年のこのこのこのころろろろからでからでからでからでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、ままままだだだだままままだごだごだごだごくくくく最近最近最近最近のことなのことなのことなのことなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこのセリセリセリセリシンというシンというシンというシンという成分成分成分成分をををを純粋純粋純粋純粋にににに自分自分自分自分のののの手手手手元元元元にににに取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、セセセセリリリリシンでもってシンでもってシンでもってシンでもって新新新新しいしいしいしい事業事業事業事業というものをというものをというものをというものを立立立立ちちちち上上上上げげげげることはできないることはできないることはできないることはできないだろだろだろだろうかということをうかということをうかということをうかということを取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めてめてめてめて実実実実はははは今今今今にににに至至至至っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの 15ペペペページをちージをちージをちージをちょょょょっとおっとおっとおっとお開開開開きいたきいたきいたきいただだだだきますときますときますときますと、、、、今私今私今私今私がががが申申申申しししし上上上上げげげげかけておかけておかけておかけておりりりりますことをますことをますことをますことを非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単にフローにフローにフローにフロー図図図図をかいておをかいておをかいておをかいておりりりりますますますます。。。。このフローこのフローこのフローこのフロー図図図図のののの上上上上半半半半分分分分、、、、従従従従来来来来からのからのからのからの精精精精練練練練システムシステムシステムシステム。。。。今現今現今現今現在在在在もこうしておるわけでもこうしておるわけでもこうしておるわけでもこうしておるわけでごごごございますけれどもざいますけれどもざいますけれどもざいますけれども、、、、産地産地産地産地のののの織物織物織物織物メメメメーカーさーカーさーカーさーカーさんんんんでででで織織織織られましたられましたられましたられました絹絹絹絹のののの生織物生織物生織物生織物、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる生生生生糸糸糸糸でででで縦縦縦縦・・・・横横横横をををを織織織織りりりりましたままのましたままのましたままのましたままの状状状状態態態態のののの織物織物織物織物ですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これをこれをこれをこれを組組組組合合合合のののの直直直直営営営営工工工工場場場場でおでおでおでお預預預預かかかかりりりりをしてをしてをしてをして精精精精練練練練加工加工加工加工をををを施施施施してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、右右右右側側側側にあにあにあにありりりりますますますます絹絹絹絹のののの白白白白生生生生地地地地、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんとしてとしてとしてとして加工加工加工加工したものをまたしたものをまたしたものをまたしたものをまた織物織物織物織物メメメメーカーさーカーさーカーさーカーさんんんんににににおおおお返返返返しするしするしするしする。。。。そしてそしてそしてそして、、、、組組組組合合合合のののの工工工工場場場場ではではではでは、、、、加工加工加工加工賃賃賃賃をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて工工工工場場場場のののの経営経営経営経営をしているをしているをしているをしている。。。。いわいわいわいわゆるゆるゆるゆる染染染染工工工工場場場場とととと同同同同じじじじ仕仕仕仕事事事事になるわけですになるわけですになるわけですになるわけですねねねね。。。。そうしてできましたそうしてできましたそうしてできましたそうしてできました白白白白生生生生地地地地がががが、、、、地地地地元元元元のののの業者業者業者業者からからからから
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京都京都京都京都のののの白白白白生生生生地地地地問問問問屋屋屋屋ささささんんんん、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは織物織物織物織物のののの問問問問屋屋屋屋ささささんんんんにににに流流流流れていきましてれていきましてれていきましてれていきまして、、、、そこでそこでそこでそこで中中中中振振振振袖袖袖袖、、、、ああああるいはるいはるいはるいは訪訪訪訪問着問着問着問着等等等等のののの着物着物着物着物にににに加工加工加工加工されてされてされてされて、、、、全全全全国国国国へへへへ呉呉呉呉服服服服屋屋屋屋ささささんんんんをををを通通通通じじじじましておましておましておましてお客客客客様様様様におにおにおにお求求求求めいためいためいためいただだだだいているということないているということないているということないているということなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの組組組組合合合合のののの工工工工場場場場のののの精精精精練練練練というというというという行行行行程程程程のののの中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来申申申申しておしておしておしておりりりりますますますますセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを取取取取りりりり除除除除くわけですくわけですくわけですくわけです。。。。セリセリセリセリシンというのはシンというのはシンというのはシンというのは、、、、絹絹絹絹のののの繊繊繊繊維維維維になになになになりりりりますフますフますフますフィィィィブロインのブロインのブロインのブロインの表表表表面面面面ののののほほほほうをうをうをうを覆覆覆覆っているもうっているもうっているもうっているもう一一一一種種種種のたのたのたのたんんんんぱぱぱぱくくくく質質質質ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここここれをれをれをれを取取取取りりりり除除除除いていていていて白白白白生生生生地地地地としてなすわけですけれどもとしてなすわけですけれどもとしてなすわけですけれどもとしてなすわけですけれども、、、、取取取取りりりり除除除除くというくというくというくという工工工工程程程程のののの中中中中でででで、、、、現現現現状状状状でででではははは、、、、アルカアルカアルカアルカリリリリ剤剤剤剤、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは石石石石けけけけんんんん等等等等をををを使使使使用用用用してしてしてしてボボボボイルでイルでイルでイルで数時間数時間数時間数時間かけてかけてかけてかけて煮煮煮煮沸沸沸沸処処処処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、セセセセリリリリシンをシンをシンをシンを可可可可溶溶溶溶化化化化してしてしてして除除除除去去去去しているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれども、、、、そこにはそこにはそこにはそこには、、、、当然当然当然当然セリセリセリセリシンをシンをシンをシンを非非非非常常常常にたにたにたにたくさくさくさくさんんんん含含含含んだんだんだんだ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薬薬薬薬剤剤剤剤をををを含含含含んだんだんだんだ廃廃廃廃液液液液がががが発発発発生生生生するわけでしてするわけでしてするわけでしてするわけでして、、、、非非非非常常常常にににに高高高高たたたたんんんんぱぱぱぱくのくのくのくの汚汚汚汚濁濁濁濁廃廃廃廃水水水水がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。公公公公害害害害のののの問問問問題題題題対象対象対象対象になるわけですのでになるわけですのでになるわけですのでになるわけですので、、、、非非非非常常常常にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんのののの経費経費経費経費をかけをかけをかけをかけてててて廃廃廃廃水水水水のののの処処処処理理理理施設施設施設施設をををを建造建造建造建造してしてしてして、、、、またまたまたまた多多多多額額額額のののの経費経費経費経費をかけてをかけてをかけてをかけて処処処処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその上上上上でででで、、、、隣隣隣隣のののの河河河河川川川川放放放放流等流等流等流等をいたしているわけですけれどもをいたしているわけですけれどもをいたしているわけですけれどもをいたしているわけですけれども、、、、少少少少なからずなからずなからずなからず工工工工場場場場のののの経営経営経営経営上上上上にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担になっになっになっになっているのはているのはているのはているのは、、、、もうもうもうもう紛紛紛紛れもないことなのでれもないことなのでれもないことなのでれもないことなのでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 セリセリセリセリシンというシンというシンというシンという物物物物質質質質はははは、、、、従従従従来来来来絹絹絹絹をををを繊繊繊繊維維維維としてとしてとしてとして使使使使うときにはうときにはうときにはうときには邪邪邪邪魔魔魔魔なものというなものというなものというなものという位位位位置置置置づけづけづけづけだだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、繊繊繊繊維維維維としてとしてとしてとして使使使使うときにはうときにはうときにはうときには確確確確かにそうかもしれないけれどもかにそうかもしれないけれどもかにそうかもしれないけれどもかにそうかもしれないけれども、、、、繊繊繊繊維維維維じじじじゃゃゃゃなしになしになしになしに、、、、もっともっともっともっとほほほほかのかのかのかの利用用利用用利用用利用用途途途途があるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかということないかということないかということないかということだだだだったわけでしてったわけでしてったわけでしてったわけでして、、、、特特特特にににに人人人人間間間間のののの健康健康健康健康とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは美美美美容容容容というというというという観観観観点点点点からからからから、、、、ヒヒヒヒトのトのトのトの体体体体にとってにとってにとってにとって、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは皮膚皮膚皮膚皮膚ににににとってとってとってとって見見見見たときにはたときにはたときにはたときには、、、、このこのこのこのセリセリセリセリシンというシンというシンというシンという物物物物質質質質はははは非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい機機機機能能能能をををを秘秘秘秘めているといめているといめているといめているということがわかってまいうことがわかってまいうことがわかってまいうことがわかってまいりりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは後後後後になってからになってからになってからになってから言言言言われておったことであるわけでわれておったことであるわけでわれておったことであるわけでわれておったことであるわけですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、繭繭繭繭からからからから生生生生糸糸糸糸をとるをとるをとるをとる工工工工程程程程でででで、、、、繭繭繭繭をををを炊炊炊炊いていていていて、、、、そしてそしてそしてそして糸糸糸糸をををを引引引引きききき出出出出してしてしてして生生生生糸糸糸糸ををををつつつつくるくるくるくる、、、、そのそのそのその工工工工程程程程でででで、、、、昔昔昔昔でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、製製製製糸糸糸糸工工工工場場場場のののの女女女女工工工工ささささんんんんがががが、、、、もうもうもうもう朝朝朝朝からからからから晩晩晩晩までまでまでまで、、、、繭繭繭繭がががが浮浮浮浮かかかかんんんんでいるおでいるおでいるおでいるお湯湯湯湯をさわをさわをさわをさわりりりりながらながらながらながら、、、、一本一本一本一本一本一本一本一本生生生生糸糸糸糸をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、機機機機械械械械でででで取取取取っていくっていくっていくっていく。。。。今今今今こそこそこそこそ機機機機械械械械でででで繰繰繰繰糸糸糸糸をしますけれどもをしますけれどもをしますけれどもをしますけれども、、、、昔昔昔昔はははは、、、、座座座座繰繰繰繰りりりりといいましてといいましてといいましてといいまして、、、、釜釜釜釜でこうしてでこうしてでこうしてでこうして炊炊炊炊いたいたいたいた繭繭繭繭をををを手手手手でさわでさわでさわでさわりりりりながらながらながらながら、、、、こまをこまをこまをこまを回回回回してしてしてして糸糸糸糸をををを繰繰繰繰りりりり取取取取るということをるということをるということをるということをややややっていたっていたっていたっていた、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方のののの手手手手というのはというのはというのはというのは、、、、非非非非常常常常にににに寒寒寒寒いときにいときにいときにいときに冷冷冷冷たいたいたいたい水水水水をさわっていてもをさわっていてもをさわっていてもをさわっていても、、、、あかあかあかあかぎぎぎぎれれれれ一一一一つつつつなくなくなくなく、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな手手手手をなさっておられたというのがをなさっておられたというのがをなさっておられたというのがをなさっておられたというのが昔昔昔昔からからからから産地産地産地産地のののの中中中中でのでのでのでの言言言言いいいい伝伝伝伝えのえのえのえの中中中中にもあったにもあったにもあったにもあったぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしてててて、、、、非非非非常常常常にににに肌肌肌肌をををを守守守守るるるる力力力力があるがあるがあるがあるんだんだんだんだということがということがということがということが同同同同時時時時にわかってきたということなにわかってきたということなにわかってきたということなにわかってきたということなんんんんですですですです。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを情情情情報報報報をををを得得得得るるるる中中中中でででで、、、、組組組組合合合合としてもとしてもとしてもとしても、、、、そうならこのそうならこのそうならこのそうならこのセリセリセリセリシンというものをシンというものをシンというものをシンというものを、、、、織織織織物物物物のののの仕仕仕仕事事事事としてとらえるのではなくてとしてとらえるのではなくてとしてとらえるのではなくてとしてとらえるのではなくて、、、、織物織物織物織物以以以以外外外外のののの絹絹絹絹のののの産業産業産業産業ををををつつつつくくくくりりりり出出出出すことすことすことすことができができができができんやんやんやんやろろろろうかといううかといううかといううかという視点視点視点視点でででで、、、、まずまずまずまずセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして取取取取りりりり出出出出すことができたらすことができたらすことができたらすことができたら、、、、そのそのそのそのセリセリセリセリシンをどうシンをどうシンをどうシンをどう有効利用有効利用有効利用有効利用しようかというしようかというしようかというしようかという事業事業事業事業にににに取取取取りりりり組組組組んんんんできたということなできたということなできたということなできたということなんんんんですですですです。。。。 

15ペペペページのージのージのージの下下下下半半半半分分分分はははは、、、、今現今現今現今現在在在在ややややっておっておっておっておりりりりますますますますセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを取取取取りりりり出出出出すすすす、、、、従従従従来来来来のののの精精精精練練練練とはとはとはとは違違違違うううう、、、、新新新新しいシステムとしいシステムとしいシステムとしいシステムと位位位位置置置置づけておづけておづけておづけておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、織物織物織物織物はははは、、、、おおおお預預預預かかかかりりりりしてしてしてして、、、、加工加工加工加工してしてしてして、、、、またまたまたまた真真真真っっっっ当当当当なななな白白白白生生生生地地地地でおでおでおでお返返返返しをしなきしをしなきしをしなきしをしなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんんのでのでのでので、、、、これをこれをこれをこれを少少少少しでもしでもしでもしでも棄棄棄棄損損損損するようなことするようなことするようなことするようなことがあったらがあったらがあったらがあったら、、、、これはもうとこれはもうとこれはもうとこれはもうとんんんんでもないことででもないことででもないことででもないことでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ですからですからですからですから、、、、織物織物織物織物はははは織物織物織物織物でででで、、、、白白白白生生生生地地地地にちにちにちにちゃゃゃゃんんんんとととと加工加工加工加工するするするする傍傍傍傍らららら、、、、織物織物織物織物にもともとにもともとにもともとにもともと含含含含まれておったまれておったまれておったまれておったセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを純粋純粋純粋純粋なななな形形形形でででで取取取取りりりり出出出出そうということをそうということをそうということをそうということを取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。 このときによくこのときによくこのときによくこのときによく誤誤誤誤解解解解をいたをいたをいたをいただだだだくことがあくことがあくことがあくことがありりりりましたましたましたましたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるセリセリセリセリシンのシンのシンのシンの回回回回収収収収というというというという捉捉捉捉ええええ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だだだきますときますときますときますと、、、、精精精精錬錬錬錬でででで発発発発生生生生したしたしたした廃廃廃廃液液液液からからからからセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを回回回回収収収収するするするするんんんんやややや、、、、いいいいいいいいややややないかとないかとないかとないかと言言言言うてうてうてうて関関関関心心心心をもっていたをもっていたをもっていたをもっていただだだだいたことがいたことがいたことがいたことが非非非非常常常常にににに多多多多くくくくごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ですですですですけどけどけどけど、、、、実実実実はそうでははそうでははそうでははそうではごごごございませざいませざいませざいませんんんんのでしてのでしてのでしてのでして、、、、廃廃廃廃水水水水というのはというのはというのはというのは、、、、セリセリセリセリシンはもとよシンはもとよシンはもとよシンはもとよりりりりですけですけですけですけ
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れどもれどもれどもれども、、、、ほほほほかのかのかのかの加工加工加工加工薬薬薬薬剤剤剤剤等等等等もももも非非非非常常常常にたっにたっにたっにたっぷぷぷぷりりりり、、、、いいいいろんろんろんろんなものがまざっていますなものがまざっていますなものがまざっていますなものがまざっています。。。。そういうそういうそういうそういうものからものからものからものからセリセリセリセリシンとシンとシンとシンとほほほほかのものをかのものをかのものをかのものを分分分分離離離離してしてしてして、、、、さらにさらにさらにさらに精精精精製製製製してしてしてして取取取取りりりり出出出出すということはすということはすということはすということは、、、、もうもうもうもう極極極極めてめてめてめて高高高高度度度度なななな技術技術技術技術、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは高高高高度度度度なななな設設設設備備備備がががが必要必要必要必要ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、理理理理屈屈屈屈のののの上上上上ではではではでは可能可能可能可能だだだだけどけどけどけど、、、、現実的現実的現実的現実的にはとてもにはとてもにはとてもにはとても無無無無理理理理だだだだということでということでということでということで、、、、私私私私どものどものどものどもの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、精精精精錬錬錬錬をををを行行行行いますいますいますいますごごごごくくくく初期初期初期初期のののの段段段段階階階階でででで織物織物織物織物をまずをまずをまずをまず洗洗洗洗浄浄浄浄するわけですけれどもするわけですけれどもするわけですけれどもするわけですけれども、、、、きれいにしたきれいにしたきれいにしたきれいにした状状状状態態態態でででで、、、、水水水水だだだだけをけをけをけを使使使使ってってってって、、、、薬薬薬薬品品品品はははは使使使使わずにわずにわずにわずに水水水水だだだだけでけでけでけで、、、、セリセリセリセリシンシンシンシンだだだだけをまずけをまずけをまずけをまず抽抽抽抽出出出出するというするというするというするという方方方方法法法法ででででセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを抽抽抽抽出出出出するするするする。。。。ああああとととと、、、、残残残残りりりりましたましたましたました織物織物織物織物、、、、ままままだだだだ多多多多少少少少セリセリセリセリシンもシンもシンもシンも残残残残っておるわけですけれどもっておるわけですけれどもっておるわけですけれどもっておるわけですけれども、、、、これにこれにこれにこれにつつつつきましきましきましきましてはてはてはては、、、、しかるしかるしかるしかるべべべべくくくく、、、、必要必要必要必要なななな、、、、適適適適当当当当なななな処処処処理理理理をををを施施施施してしてしてして、、、、そそそそのののの後後後後にににに完完完完成成成成品品品品のののの白白白白生生生生地地地地にしてにしてにしてにして出出出出荷荷荷荷ををををするするするする。。。。ですからですからですからですから、、、、1反反反反のののの絹絹絹絹織物織物織物織物からからからから、、、、セリセリセリセリシンはシンはシンはシンはセリセリセリセリシンできれいにちシンできれいにちシンできれいにちシンできれいにちょょょょううううだだだだいをしていをしていをしていをして、、、、そそそそしてしてしてして織物織物織物織物はははは織物織物織物織物できれいにできれいにできれいにできれいに白白白白生生生生地地地地にしてにしてにしてにして、、、、またまたまたまた業者業者業者業者ささささんんんんにににに納納納納めますめますめますめます。。。。余余余余すとこすとこすとこすところろろろなくなくなくなく絹絹絹絹ををををすすすすべべべべてててて使使使使おうということでおうということでおうということでおうということでややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 今今今今、、、、たまたまこうしておたまたまこうしておたまたまこうしておたまたまこうしてお持持持持ちしておちしておちしておちしておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと遠遠遠遠いですからいですからいですからいですから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ことができませくことができませくことができませくことができませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、純粋純粋純粋純粋ににににセリセリセリセリシンシンシンシンだだだだけのけのけのけの水水水水溶液溶液溶液溶液としてとしてとしてとしてセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを絹絹絹絹からからからから取取取取りりりり出出出出しておるということでしておるということでしておるということでしておるということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、おおおお手手手手元元元元におにおにおにお配配配配りりりりさせていたさせていたさせていたさせていただだだだいていますいていますいていますいています資料資料資料資料にににに、、、、こういうカラーのチラシをこういうカラーのチラシをこういうカラーのチラシをこういうカラーのチラシをホホホホッチッチッチッチキキキキスでスでスでスで 3 枚枚枚枚とめていたとめていたとめていたとめていただだだだいたものがいたものがいたものがいたものがごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、そのそのそのその一一一一番番番番上上上上にににに、「、「、「、「セリセリセリセリシンってシンってシンってシンって何何何何？？？？」」」」というというというという、、、、特特特特にににに一一一一般般般般のののの方方方方にもまずにもまずにもまずにもまずセリセリセリセリシンをおシンをおシンをおシンをお知知知知りりりりいたいたいたいただだだだけるようにということでけるようにということでけるようにということでけるようにということで、、、、ここここんんんんなななな資料資料資料資料ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますますますます。。。。これはまたこれはまたこれはまたこれはまたぜひぜひぜひぜひごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばあああありりりりがたいとがたいとがたいとがたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。とととと申申申申しますのもしますのもしますのもしますのも、、、、当初当初当初当初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、、、、絹絹絹絹、、、、イイイイココココールールールール、、、、繊繊繊繊維維維維、、、、これがすこれがすこれがすこれがすべべべべてでてでてでてでごごごございざいざいざいましたましたましたました。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその場場場場合合合合にはにはにはには、、、、セリセリセリセリシンはシンはシンはシンは不不不不要要要要なものなものなものなもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは邪邪邪邪魔魔魔魔なものなものなものなもの。。。。基基基基本的本的本的本的にににに、、、、我我我我々々々々のののの工工工工場場場場でででで取取取取りりりり除除除除いていていていて捨捨捨捨てててててててて、、、、一一一一般般般般のののの消費者消費者消費者消費者のののの方方方方がおがおがおがお手手手手にににに取取取取ってってってってごごごごららららんんんんになるになるになるになるシルクというのはシルクというのはシルクというのはシルクというのは、、、、セリセリセリセリシンをシンをシンをシンを取取取取りりりり除除除除いたいたいたいた後後後後のものしかのものしかのものしかのものしか、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存存存存じじじじいたいたいたいただだだだいていませいていませいていませいていませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、セリセリセリセリシンというものがシンというものがシンというものがシンというものが存在存在存在存在しているということしているということしているということしているということ、、、、そのことすらそのことすらそのことすらそのことすら一一一一般般般般にはにはにはには認認認認知知知知いたいたいたいただだだだいていないわけですのでいていないわけですのでいていないわけですのでいていないわけですので、、、、実実実実はははは私私私私どものどものどものどもの今今今今のののの一一一一番番番番のののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題はははは、、、、まずまずまずまずセリセリセリセリシンシンシンシンというというというという物物物物質質質質があるがあるがあるがあるんだんだんだんだよとよとよとよと。。。。このこのこのこのセリセリセリセリシンというのはシンというのはシンというのはシンというのは、、、、実実実実はははは絹絹絹絹のののの成分成分成分成分ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、繊繊繊繊維維維維ではないけれどもではないけれどもではないけれどもではないけれども、、、、ヒヒヒヒトのトのトのトの体体体体やややや肌肌肌肌にとってすにとってすにとってすにとってすばばばばらしいらしいらしいらしい効効効効果果果果をををを持持持持っていますよっていますよっていますよっていますよ、、、、というというというということをまずことをまずことをまずことをまず知知知知っていたっていたっていたっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの新新新新しいしいしいしい絹絹絹絹があるがあるがあるがあるんだんだんだんだよというよというよというよという、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつのののの絹絹絹絹、、、、これをこれをこれをこれを知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくくくく。。。。そのそのそのその絹絹絹絹をををを実際実際実際実際にまたにまたにまたにまた肌肌肌肌にににに感感感感じじじじていたていたていたていただだだだくことでくことでくことでくことで、、、、ききききょょょょうまでのうまでのうまでのうまでの絹絹絹絹織物織物織物織物のののの産業産業産業産業とととと一一一一緒緒緒緒にににに新新新新しいしいしいしい絹絹絹絹のののの産業産業産業産業ががががつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげていけれていけれていけれていければばばばすすすすばばばばらしいらしいらしいらしいんじんじんじんじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというつつつつももももりりりりでででで、、、、セリセリセリセリシンのシンのシンのシンの PR、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは認知認知認知認知度度度度をををを高高高高めていためていためていためていただだだだくためのくためのくためのくための活動活動活動活動、、、、このことにこのことにこのことにこのことに邁邁邁邁進進進進いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。 そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、原原原原料料料料としてとしてとしてとしてセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを PR いたしてもいたしてもいたしてもいたしても、、、、なかなかこれなかなかこれなかなかこれなかなかこれ、、、、難難難難ししししゅゅゅゅううううごごごございざいざいざいましてましてましてまして、、、、そうならどういいそうならどういいそうならどういいそうならどういいんだんだんだんだということをということをということをということを実際実際実際実際にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくためにはくためにはくためにはくためには、、、、ややややははははりりりり製品製品製品製品ををををつつつつくらなきくらなきくらなきくらなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、今現今現今現今現在在在在、、、、私私私私どものどものどものどもの組組組組合合合合としてとしてとしてとして、、、、セリセリセリセリシンシンシンシンをををを活用活用活用活用したしたしたした基基基基礎礎礎礎化化化化粧粧粧粧品品品品ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは入入入入浴浴浴浴剤剤剤剤、、、、シシシシャャャャンプーンプーンプーンプー、、、、リリリリンスンスンスンス、、、、こういったものこういったものこういったものこういったものをををを実際実際実際実際におにおにおにお店店店店でおでおでおでお求求求求めいためいためいためいただだだだいていていていて、、、、日日日日々々々々ごごごご使使使使用用用用いたいたいたいただだだだけるようなけるようなけるようなけるような商商商商品品品品をををを、、、、製製製製造造造造・・・・販売販売販売販売といといといということもうこともうこともうことも含含含含めてめてめてめて、、、、事業事業事業事業としてとしてとしてとしてややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。基本的基本的基本的基本的にはまずにはまずにはまずにはまずセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを、、、、ききききょょょょうまでうまでうまでうまでごごごご存存存存じじじじいたいたいたいただだだだけていなかったけていなかったけていなかったけていなかった新新新新しいしいしいしい絹絹絹絹、、、、ここここんんんんなものがあるなものがあるなものがあるなものがあるんだんだんだんだよよよよ、、、、とってもいいとってもいいとってもいいとってもいいんんんんですよとですよとですよとですよということをいうことをいうことをいうことを多多多多くのくのくのくの、、、、特特特特にににに女女女女性性性性のののの皆皆皆皆ささささんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ごごごご存存存存じじじじいたいたいたいただだだだいていていていて、、、、喜喜喜喜んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけけけけれれれればばばば、、、、このこのこのこの上上上上ないないないない幸幸幸幸いいいいだだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 最最最最後後後後になになになになりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、セリセリセリセリシンといってもシンといってもシンといってもシンといっても、、、、これはあくまでもこれはあくまでもこれはあくまでもこれはあくまでも総総総総称称称称ででででごごごございましざいましざいましざいまし
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てててて、、、、いいいいろんろんろんろんななななセリセリセリセリシンがシンがシンがシンがごごごございますざいますざいますざいます。。。。国内国内国内国内でもおでもおでもおでもお取取取取りりりり組組組組みみみみなさっておられるなさっておられるなさっておられるなさっておられる会社会社会社会社ささささんんんんによによによによっていっていっていっていろろろろいいいいろろろろととととごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私どものどものどものどものセリセリセリセリシンはどうなのかとシンはどうなのかとシンはどうなのかとシンはどうなのかと尋尋尋尋ねねねねられたときにられたときにられたときにられたときに、、、、ややややははははりりりりこれがこれがこれがこれが私私私私どものどものどものどものセリセリセリセリシンですということをあるシンですということをあるシンですということをあるシンですということをある程程程程度度度度差差差差別別別別化化化化もしておもしておもしておもしてお伝伝伝伝えしたいというえしたいというえしたいというえしたいという気気気気持持持持ちもあちもあちもあちもありりりりましてましてましてまして、、、、このカラーのこのカラーのこのカラーのこのカラーのリリリリーフーフーフーフレレレレットのットのットのットの一一一一番下番下番下番下にににに書書書書いておいておいておいておりりりりますがますがますがますが、、、、丹後織物工丹後織物工丹後織物工丹後織物工業業業業組組組組合合合合ではではではでは、、、、丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんからからからから抽抽抽抽出出出出したしたしたしたセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを「「「「絹絹絹絹セリセリセリセリシンシンシンシン」」」」というというというという名前名前名前名前ををををつつつつけておけておけておけておりりりりますますますます。。。。セリセリセリセリシンというのはシンというのはシンというのはシンというのは普普普普通通通通のののの、、、、単単単単純純純純なななな普普普普通名通名通名通名詞詞詞詞ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのそのセリセリセリセリシンのシンのシンのシンの中中中中でででで、、、、特特特特にににに私私私私どもがどもがどもがどもが丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんからからからから、、、、丹後丹後丹後丹後のののの織物織物織物織物からからからから取取取取りりりり出出出出したしたしたしたセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを絹絹絹絹セリセリセリセリシンというシンというシンというシンという名前名前名前名前ををををつつつつけてけてけてけて PR をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。セリセリセリセリシンというシンというシンというシンというだだだだけではなかなかけではなかなかけではなかなかけではなかなか頭頭頭頭にとめてにとめてにとめてにとめていたいたいたいただだだだきにくいきにくいきにくいきにくいケケケケースもースもースもースもごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、絹絹絹絹のののの成分成分成分成分ですよということをですよということをですよということをですよということを特特特特にににに強強強強くくくく強調強調強調強調もさもさもさもさせていたせていたせていたせていただだだだくくくく、、、、そういうそういうそういうそういう思思思思いもいもいもいも込込込込めてめてめてめて、、、、絹絹絹絹セリセリセリセリシンというシンというシンというシンという名前名前名前名前でででで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命 PR をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておるということでいておるということでいておるということでいておるということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今回回回回のののの、、、、こういうこういうこういうこういう非非非非常常常常にににに高高高高尚尚尚尚なななな会議会議会議会議のおのおのおのお話話話話のののの中中中中ではではではでは、、、、環境環境環境環境のためにということがあってもいいのかもしれませのためにということがあってもいいのかもしれませのためにということがあってもいいのかもしれませのためにということがあってもいいのかもしれませんんんんがががが、、、、私私私私どものどものどものどもの場場場場合合合合はははは、、、、たまたまたまたまたまたまたまたまそういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みをしておったことがみをしておったことがみをしておったことがみをしておったことが結結結結果果果果的的的的にににに環境環境環境環境にもにもにもにも多多多多少少少少ならずともならずともならずともならずとも寄寄寄寄与与与与させていたさせていたさせていたさせていただだだだけるなということをけるなということをけるなということをけるなということをごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ききききょょょょうこうこうこうこんんんんなななな席席席席をちをちをちをちょょょょううううだだだだいできましたことをいできましたことをいできましたことをいできましたことを非非非非常常常常にににに喜喜喜喜んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ややややははははりりりり自自自自然然然然というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに偉偉偉偉大大大大でででで、、、、繭繭繭繭のののの糸糸糸糸にににに 2 種種種種類類類類のたのたのたのたんんんんぱぱぱぱくくくく質質質質があったわけですけどがあったわけですけどがあったわけですけどがあったわけですけど、、、、そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの 1 種種種種類類類類しかしかしかしか使使使使っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった、、、、もうもうもうもう 1 種種種種類類類類はははは廃廃廃廃棄棄棄棄していたものがしていたものがしていたものがしていたものが、、、、よくよくよくよく調調調調べべべべてみたらてみたらてみたらてみたら製品製品製品製品化化化化できたということでできたということでできたということでできたということで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか自自自自然然然然はははは偉偉偉偉大大大大だだだだということということということということですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、このこのこのこの製品製品製品製品ににににつつつついてなかなかいてなかなかいてなかなかいてなかなか市市市市場場場場のののの反反反反応応応応がいいということをがいいということをがいいということをがいいということをおおおお聞聞聞聞きしていますきしていますきしていますきしています。。。。今市今市今市今市場場場場でででで、、、、消費者消費者消費者消費者のののの意識意識意識意識がちがちがちがちょょょょっとっとっとっと変変変変わってきたということわってきたということわってきたということわってきたということがあっがあっがあっがあってててて、、、、おおおお聞聞聞聞きのきのきのきの方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんがががが、、、、ＬＬＬＬＯＯＯＯＨＨＨＨＡＳ－ＡＳ－ＡＳ－ＡＳ－ロロロロハハハハススススーーーーというというというという言葉言葉言葉言葉ががががごごごございざいざいざいますますますますねねねね。。。。ライフスタイル・ライフスタイル・ライフスタイル・ライフスタイル・オオオオブ・ブ・ブ・ブ・ヘヘヘヘルスルスルスルス――――健康健康健康健康ですですですですねねねね――――アンアンアンアンドドドド・サステイナ・サステイナ・サステイナ・サステイナビビビビリリリリテテテティィィィといといといということがうことがうことがうことがキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになってになってになってになって、、、、消費者消費者消費者消費者のののの意識意識意識意識もももも随随随随分分分分そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向にににに変変変変わってきているわってきているわってきているわってきている。。。。例例例例ええええばばばば、、、、自自自自然然然然からとったものにからとったものにからとったものにからとったものに対対対対してしてしてして非非非非常常常常にににに高高高高いいいい価値価値価値価値をををを見出見出見出見出すようになってきているというすようになってきているというすようになってきているというすようになってきているという市市市市場場場場のののの変変変変化化化化もももも背背背背景景景景にあってのにあってのにあってのにあっての取取取取りりりり組組組組みではないかというみではないかというみではないかというみではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、今度今度今度今度はそのはそのはそのはその消費者消費者消費者消費者のののの視点視点視点視点ということでということでということでということで、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省商務情省商務情省商務情省商務情報報報報政策局政策局政策局政策局消費経済消費経済消費経済消費経済部部部部長長長長のののの谷谷谷谷みどみどみどみどりりりりささささんんんんにおにおにおにお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。前前前前からからからから思思思思っていたっていたっていたっていたんんんんですがですがですがですが、、、、谷谷谷谷みどみどみどみどりりりりささささんんんんというのはとてもきれいなおというのはとてもきれいなおというのはとてもきれいなおというのはとてもきれいなお名前名前名前名前でででで、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省ではもったいないというようなおではもったいないというようなおではもったいないというようなおではもったいないというようなお名前名前名前名前ななななんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこの配布配布配布配布のののの 16ペペペページからージからージからージから谷谷谷谷ささささんんんんのののの資料資料資料資料になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、そこにそこにそこにそこに書書書書かれていかれていかれていかれているるるる、、、、今今今今はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省におにおにおにお戻戻戻戻りりりりになになになになりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、今年今年今年今年までまでまでまで環境環境環境環境省省省省にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。とととというわけでいうわけでいうわけでいうわけで、、、、まさにまさにまさにまさに消費者消費者消費者消費者のののの視点視点視点視点からからからから循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指していくというこのパネルしていくというこのパネルしていくというこのパネルしていくというこのパネルディディディディススススカッションにはカッションにはカッションにはカッションにはほほほほんんんんとうになくてはならないというかとうになくてはならないというかとうになくてはならないというかとうになくてはならないというか、、、、ここここんんんんなになになになにぴぴぴぴったったったったりりりりのののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃったのかというようなったのかというようなったのかというようなったのかというような方方方方ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ではではではでは、、、、谷谷谷谷ささささんんんん、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。。。。 

 谷部長谷部長谷部長谷部長     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、16ペペペページからージからージからージから。。。。     消費経済消費経済消費経済消費経済部長部長部長部長になになになになりりりりましたのはこのましたのはこのましたのはこのましたのはこの 9 月月月月ですですですです。。。。夏夏夏夏までまでまでまで、、、、環境環境環境環境省水省水省水省水環境環境環境環境部部部部企企企企画課長画課長画課長画課長でででで水水水水質質質質のののの保全保全保全保全ををををややややっておっておっておっておりりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその前前前前のののの年年年年はははは環境環境環境環境省省省省のののの環境環境環境環境計画課長計画課長計画課長計画課長ということでということでということでということで、、、、去去去去年年年年のののの環環環環境境境境白白白白書書書書とととと、、、、これもこれもこれもこれも去去去去年年年年出出出出ましたましたましたました「「「「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好好好循環循環循環循環ビビビビジョンジョンジョンジョン」」」」のののの作作作作成成成成といったといったといったといった仕仕仕仕事事事事をさをさをさをさ
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せていたせていたせていたせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。今今今今、、、、消費経済消費経済消費経済消費経済部長部長部長部長としてとしてとしてとして大大大大変変変変なのはなのはなのはなのは、、、、松松松松下下下下のののの石油石油石油石油温温温温風風風風暖暖暖暖房房房房機機機機のののの一一一一酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの事事事事故故故故ななななんんんんですですですです。。。。ちちちちょょょょっとこのっとこのっとこのっとこの場場場場をおかをおかをおかをおかりりりりしてすみませしてすみませしてすみませしてすみませんんんんがががが、、、、松松松松下下下下のののの石油石油石油石油温温温温風風風風暖暖暖暖房房房房機機機機、、、、92 年年年年までにまでにまでにまでに製製製製造造造造されたものはされたものはされたものはされたものは危危危危ないものがないものがないものがないものがあるのであるのであるのであるので、、、、回回回回収収収収がががが進進進進みますようにみますようにみますようにみますように、、、、あああありりりりととととあらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機機機機会会会会におにおにおにお願願願願いをしておいをしておいをしておいをしておりりりりますますますます。。。。ごごごご親親親親戚戚戚戚とかもとかもとかもとかも含含含含めめめめ、、、、松松松松下下下下のののの石油石油石油石油温温温温風風風風暖暖暖暖房房房房機機機機があがあがあがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、92 年年年年製製製製までのはまでのはまでのはまでのは使使使使わないでわないでわないでわないで、、、、松松松松下下下下にににに言言言言ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。対象対象対象対象機機機機器器器器ならならならなら 5万万万万円円円円でででで引引引引きききき取取取取るそうでするそうでするそうでするそうです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは資料資料資料資料にににに戻戻戻戻りりりりますますますます。。。。資料資料資料資料のののの 17ペペペページージージージ、、、、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好好好循環循環循環循環ビビビビジョンのジョンのジョンのジョンのごごごご説説説説明明明明ですですですです。。。。このときこのときこのときこのとき私私私私はははは消費者消費者消費者消費者のことをのことをのことをのことをややややっていなかったっていなかったっていなかったっていなかったんんんんですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、後後後後からからからから見見見見てみるとてみるとてみるとてみると、、、、このこのこのこの資料資料資料資料はははは、、、、当時当時当時当時つつつつくったくったくったくった資料資料資料資料のそのままをのそのままをのそのままをのそのままを消費者関係消費者関係消費者関係消費者関係のとこのとこのとこのところろろろをちをちをちをちょょょょっとっとっとっと活活活活字字字字をををを大大大大きくきくきくきくしたしたしたしただだだだけなけなけなけなんんんんですがですがですがですが、、、、どれどれどれどれほほほほどどどど消費者消費者消費者消費者、、、、消費者消費者消費者消費者とととと書書書書いていたかわかいていたかわかいていたかわかいていたかわかりりりりますますますます。。。。17 ペペペページのージのージのージの、、、、このこのこのこのビビビビジョンにジョンにジョンにジョンに「「「「HERB 構想構想構想構想」」」」とととと小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣がががが名前名前名前名前ををををつつつつけてくけてくけてくけてくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。「。「。「。「健健健健ややややかでかでかでかで美美美美ししししくくくく豊豊豊豊かなかなかなかな環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国」」」」にににに日日日日本本本本をしたいをしたいをしたいをしたい、、、、こういうこういうこういうこういう構想構想構想構想だだだだったったったったんんんんですですですです。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、このこのこのこの健健健健ややややかでかでかでかで美美美美しくしくしくしく豊豊豊豊かかかか、、、、Healthy とととと Rich とととと Beautiful でしでしでしでしょょょょうとうとうとうと。。。。環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが好好好好循環循環循環循環するするするする、、、、環環環環境境境境をよくすることがをよくすることがをよくすることがをよくすることが経済経済経済経済をよくしをよくしをよくしをよくし、、、、経済経済経済経済をよくしたらまたをよくしたらまたをよくしたらまたをよくしたらまた環境環境環境環境もよくなるもよくなるもよくなるもよくなる、、、、これはこれはこれはこれは Ecologyとととと Economy ですよですよですよですよねねねねとととと。。。。このこのこのこの頭文字頭文字頭文字頭文字をとってをとってをとってをとって HERB 構想構想構想構想というというというという名前名前名前名前ををををつつつつけてくけてくけてくけてくだだだださいましさいましさいましさいましたたたた。。。。     さてさてさてさて、、、、このこのこのこのビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの好好好好循環循環循環循環のののの基盤基盤基盤基盤はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、「、「、「、「環境環境環境環境のののの価値価値価値価値をををを積極的積極的積極的積極的にににに評評評評価価価価するするするする市市市市場場場場ですですですです」」」」とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、今今今今おおおお二二二二方方方方からおからおからおからお話話話話があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、こういっこういっこういっこういったたたた事業者事業者事業者事業者のののの方方方方がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命頑頑頑頑張張張張ってくってくってくってくだだだださるさるさるさる。。。。でもでもでもでも、、、、それをそれをそれをそれを市市市市場場場場がががが評評評評価価価価するするするする形形形形でででで初初初初めていめていめていめていろろろろんんんんなものがなものがなものがなものが前前前前にににに進進進進みますみますみますみます。。。。そのそのそのその市市市市場場場場ををををつつつつくるくるくるくる人人人人々々々々がががが、、、、左左左左下下下下ですですですです。。。。まずまずまずまず価値観価値観価値観価値観とととと需需需需要要要要ををををつつつつくくくくるるるる消費者消費者消費者消費者。。。。需需需需要要要要だだだだけとはけとはけとはけとは書書書書いてあいてあいてあいてありりりりませませませませんんんん。。。。価値観価値観価値観価値観もももも。。。。市市市市場場場場のののの、、、、日日日日本本本本のののの国国国国のののの考考考考ええええ方方方方ををををつつつつくくくくるのがるのがるのがるのが消費者消費者消費者消費者ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。それからそれからそれからそれから投投投投資資資資家家家家ですですですです。。。。投投投投資資資資家家家家というのはというのはというのはというのは、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの銀銀銀銀行行行行ママママンンンンやややや証証証証券券券券会社会社会社会社のののの人人人人ではあではあではあではありりりりませませませませんんんん。。。。私私私私たちがおたちがおたちがおたちがお金金金金をををを銀銀銀銀行行行行にににに持持持持っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、郵郵郵郵貯貯貯貯にににに持持持持っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、最近最近最近最近エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドドというようなフというようなフというようなフというようなファァァァンンンンドドドドがあがあがあがありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは環環環環境境境境にににに優優優優しいしいしいしい事業事業事業事業をしているをしているをしているをしている株式株式株式株式でででで運運運運用用用用するするするする投投投投資資資資信信信信託託託託ですですですです。。。。例例例例ええええばばばばそういったそういったそういったそういったやりやりやりやり方方方方をををを考考考考ええええるかるかるかるか。。。。それでそれでそれでそれで日日日日本本本本のののの将将将将来来来来はははは変変変変わってくるとわってくるとわってくるとわってくると思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、事業者事業者事業者事業者やややや教育機教育機教育機教育機関関関関がががが商商商商品品品品、、、、サーサーサーサービビビビスススス、、、、人人人人ををををつつつつくるくるくるくる。。。。行行行行政政政政、、、、民民民民間間間間団体団体団体団体ががががココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーをーをーをーをつつつつくるくるくるくる。。。。いいいいろんろんろんろんなななな人人人人がががが大大大大切切切切ですですですです。。。。右右右右側側側側にににに、、、、そのためにそのためにそのためにそのために大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは何何何何かかかか書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。技術開発技術開発技術開発技術開発とかインとかインとかインとかインセセセセンテンテンテンティィィィブとかブとかブとかブとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあるあるあるあるんんんんですがですがですがですが、、、、大大大大きなきなきなきな活活活活字字字字にしましたのがにしましたのがにしましたのがにしましたのが、「、「、「、「環境環境環境環境情情情情報報報報」」」」ですですですです。。。。     さてさてさてさて、、、、18 ペペペページをージをージをージをごごごごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。今今今今からからからから私私私私たちがたちがたちがたちが始始始始められるめられるめられるめられる好好好好循環循環循環循環へへへへのののの歩歩歩歩みみみみ。。。。3 つつつつキキキキャャャャッチフッチフッチフッチフレレレレーズをーズをーズをーズをつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。1つつつつ目目目目がががが、「、「、「、「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わざのわざのわざのわざ」。」。」。」。このこのこのこの中中中中でででで、、、、ググググリリリリーーーーンンンン消費消費消費消費をををを増増増増ややややしていきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが財布財布財布財布をををを開開開開いておいておいておいてお金金金金をををを使使使使うときうときうときうとき、、、、1円円円円 1円円円円がががが企業企業企業企業にににに対対対対すすすするるるる投投投投票票票票ですですですです。。。。1票票票票ですですですです。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの企業企業企業企業をををを支支支支持持持持しますとしますとしますとしますと、、、、そういうそういうそういうそういう行行行行為為為為ですですですです。。。。それがそれがそれがそれが環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい方方方方にににに向向向向かっていったらかっていったらかっていったらかっていったらばばばば、、、、日日日日本本本本ははははほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに大大大大きくきくきくきく変変変変わるとわるとわるとわると思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次がががが、「、「、「、「”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」。」。」。」。これがこれがこれがこれがごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生抑制抑制抑制抑制ですですですです。。。。3 番番番番目目目目にににに、「、「、「、「自自自自然然然然がはがはがはがはぐぐぐぐくくくくむむむむ心心心心とととと力力力力」」」」とあとあとあとありりりりますますますます。。。。自自自自然然然然のののの中中中中でででで心心心心がががが健健健健ややややかになるかになるかになるかになる。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、エエエエコツコツコツコツーーーーリリリリズムのおズムのおズムのおズムのお話話話話ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。自自自自然然然然がががが育育育育むむむむ力力力力、、、、これはこれはこれはこれは例例例例ええええばばばば太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電やややや風風風風力発力発力発力発電電電電をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいエネルギーですしいエネルギーですしいエネルギーですしいエネルギーです。。。。 こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを人人人人々々々々ががががややややっていくとっていくとっていくとっていくと、、、、日日日日本本本本がどのようにがどのようにがどのようにがどのように変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生ががががおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったったったった、、、、東東東東京中京中京中京中心心心心主主主主義義義義ではないではないではないではない形形形形でででで、、、、3つつつつののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーをーをーをーを描描描描いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。まずまずまずまず最初最初最初最初がががが、、、、19ペペペページのージのージのージの「「「「自自自自然然然然のののの恵恵恵恵みがみがみがみが人人人人をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ里里里里」。」。」。」。ここではここではここではここでは、、、、例例例例ええええばばばばエエエエコツコツコツコツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの発展発展発展発展
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とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境イイイイメメメメージでージでージでージで、、、、そこでそこでそこでそこでつつつつくったくったくったくった農農農農産産産産物物物物やややや地地地地場場場場産産産産品品品品がががが売売売売れるれるれるれる。。。。実実実実はははは、、、、本本本本文文文文ではではではでは、「、「、「、「ネットネットネットネット通販通販通販通販をしていますをしていますをしていますをしています」」」」とかとかとかとか書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。このこのこのこのビビビビジョンではジョンではジョンではジョンでは、、、、2025 年年年年のののの姿姿姿姿ををををつつつつくっているくっているくっているくっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そこでそこでそこでそこで 1人人人人ずずずずつつつつインタインタインタインタビビビビュュュューをするーをするーをするーをする形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。2004年年年年はははは 31歳歳歳歳のののの団団団団塊塊塊塊ジジジジュュュュニアがニアがニアがニアが 52歳歳歳歳になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、民民民民宿宿宿宿ををををややややっているっているっているっている、、、、こういうこういうこういうこういう絵絵絵絵姿姿姿姿ですですですです。。。。 次次次次がががが、、、、20 ペペペページージージージ、「、「、「、「ものづくものづくものづくものづくりりりりのわざがのわざがのわざがのわざが循環循環循環循環ををををつつつつくるくるくるくる街街街街」」」」ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば北北北北九九九九州州州州ですとかですとかですとかですとか、、、、川川川川崎崎崎崎ですとかですとかですとかですとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな工工工工業都市業都市業都市業都市があがあがあがありりりりますよますよますよますよねねねね。。。。ここでここでここでここで環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮型型型型製品製品製品製品のののの生生生生産産産産やリやリやリやリサイサイサイサイクルなどでクルなどでクルなどでクルなどで地域地域地域地域のののの雇雇雇雇用用用用がががが支支支支えられているえられているえられているえられている街街街街ですですですです。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、2004 年年年年はははは 14歳歳歳歳のののの中学中学中学中学 2 年年年年生生生生がががが
35歳歳歳歳になっているといになっているといになっているといになっているというううう S ささささんんんんにににに登登登登場場場場してもらいましたしてもらいましたしてもらいましたしてもらいました。「。「。「。「環境環境環境環境配慮配慮配慮配慮のののの経営経営経営経営でででで評評評評価価価価されていされていされていされているるるる会社会社会社会社でエンジニアとしてでエンジニアとしてでエンジニアとしてでエンジニアとして働働働働いていますいていますいていますいています。。。。私私私私もグもグもグもグリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入ををををややややっていますっていますっていますっています……………………。。。。家家家家ではではではでは、、、、子子子子供供供供のののの成成成成長長長長にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて家具家具家具家具やややや省省省省エネエネエネエネ家家家家電電電電ををををレレレレンタルしていますンタルしていますンタルしていますンタルしています」。」。」。」。これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生かかかからあらあらあらありりりりましたましたましたました。「。「。「。「休休休休暇暇暇暇はははは、、、、夫夫夫夫やややや子子子子供供供供とととと島島島島でででで過過過過ごごごごしますしますしますします」。」。」。」。このエンジニアこのエンジニアこのエンジニアこのエンジニア、、、、実実実実はははは女女女女性性性性ななななんんんんでででですすすすねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、次次次次がががが、、、、21ペペペページージージージ、「、「、「、「環境環境環境環境のののの心心心心でででで生生生生まれまれまれまれ変変変変わるわるわるわる都会都会都会都会」」」」ですですですです。。。。ここではここではここではここでは、、、、最最最最先先先先端端端端のののの環境環境環境環境技術技術技術技術をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす市市市市場場場場としてとしてとしてとして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をををを先先先先取取取取りりりりしていますしていますしていますしています。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代でででで
77 歳歳歳歳になっているになっているになっているになっている Y ささささんんんんにににに登登登登場場場場してしてしてしてもらっていますもらっていますもらっていますもらっています。「。「。「。「退職退職退職退職金金金金でででで家家家家をエをエをエをエココココハハハハウウウウスにしましスにしましスにしましスにしましたたたた。。。。蓄蓄蓄蓄えのえのえのえの一一一一部部部部はエはエはエはエココココフフフファァァァンンンンドドドドにしていますにしていますにしていますにしています」。」。」。」。そしでそしでそしでそしで「「「「NPO でででで活動活動活動活動していますしていますしていますしています」」」」とととと、、、、そそそそういったういったういったういった人人人人ですですですです。。。。     さてさてさてさて、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで日日日日本本本本ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーがーがーがーが描描描描かれたかれたかれたかれた後後後後にににに、、、、22 ペペペページではージではージではージでは、、、、去去去去年年年年生生生生まれまれまれまれたたたた人人人人がががが 21 歳歳歳歳のののの大学大学大学大学生生生生になっていてになっていてになっていてになっていて、「、「、「、「途途途途上上上上国国国国をををを旅旅旅旅行行行行してしてしてして、、、、環境環境環境環境をををを良良良良くするくするくするくする日日日日本本本本のののの技術技術技術技術がががが活活活活きているのをきているのをきているのをきているのを目目目目にしましたにしましたにしましたにしました」」」」とととと語語語語りりりりますますますます。。。。右右右右のののの写真写真写真写真はははは太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電ですですですです。「。「。「。「20世世世世紀紀紀紀のののの技術技術技術技術をををを牽牽牽牽引引引引したのはしたのはしたのはしたのは軍軍軍軍事事事事だだだだったというったというったというったという人人人人がいますががいますががいますががいますが、、、、今今今今世世世世紀紀紀紀はははは環境環境環境環境ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。環境環境環境環境でででで豊豊豊豊かになることをかになることをかになることをかになることを目指目指目指目指しししし、、、、技術技術技術技術をををを磨磨磨磨きききき人人人人をををを育育育育ててきたててきたててきたててきた日日日日本本本本にににに生生生生まれたことをまれたことをまれたことをまれたことを、、、、私私私私はははは誇誇誇誇りりりりにににに思思思思っていますっていますっていますっています」。」。」。」。そういうそういうそういうそういう将将将将来来来来がががが描描描描けたらいいなとけたらいいなとけたらいいなとけたらいいなと思思思思っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 こういうこういうこういうこういうビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを出出出出してしてしてして、、、、今今今今こういったこういったこういったこういったビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画ををををつつつつくるというくるというくるというくるという作作作作業業業業をををを、、、、中中中中央央央央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会でででで、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のもとでのもとでのもとでのもとで進進進進めていためていためていためていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。     さてさてさてさて、、、、そのそのそのその中中中中でででで具具具具体的体的体的体的にはどういうアクションがとれるでしにはどういうアクションがとれるでしにはどういうアクションがとれるでしにはどういうアクションがとれるでしょょょょうううう。。。。23 ペペペページージージージ、、、、これはこれはこれはこれは白白白白書書書書からからからから取取取取りりりりましたましたましたました。。。。例例例例ええええばばばば環境環境環境環境ララララベベベベルということでルということでルということでルということで、、、、環境環境環境環境情情情情報報報報をををを伝伝伝伝えるというえるというえるというえるという話話話話があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。低公低公低公低公害害害害車車車車はははは、、、、平平平平成成成成 14 年度年度年度年度でででで国内国内国内国内出出出出荷台荷台荷台荷台数数数数のののの 3 分分分分のののの 2 になになになになりりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその背背背背景景景景にはにはにはには、、、、ここここのののの下下下下にあるようなにあるようなにあるようなにあるような低低低低排排排排出出出出ガガガガスススス車車車車とかとかとかとか、、、、環境基環境基環境基環境基準達準達準達準達成成成成車車車車とかとかとかとか、、、、こういったこういったこういったこういった環境環境環境環境ララララベベベベルがあるルがあるルがあるルがあるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。環境環境環境環境ララララベベベベルはルはルはルはほほほほかにもあかにもあかにもあかにもありりりりますますますます。。。。     さてさてさてさて、、、、24 ペペペページージージージ。。。。消費者消費者消費者消費者対対対対策策策策をををを今今今今ややややっているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これがこれがこれがこれが環境環境環境環境にもにもにもにも協力協力協力協力できできできできることがあるととてもることがあるととてもることがあるととてもることがあるととても思思思思いますいますいますいます。。。。むむむむだだだだなものをなものをなものをなものを買買買買わせないってわせないってわせないってわせないって重要重要重要重要だだだだ、、、、とととと先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、むむむむだだだだなものをすなものをすなものをすなものをすごごごごくくくくひひひひどくどくどくどく買買買買わせているのがわせているのがわせているのがわせているのが悪質悪質悪質悪質業者業者業者業者のののの人人人人たちでたちでたちでたちですすすす。。。。おおおお年年年年寄寄寄寄りりりりがががが亡亡亡亡くなったときにくなったときにくなったときにくなったときに、、、、遺遺遺遺品品品品のののの整整整整理理理理にににに行行行行ったらったらったらったら山山山山のようなのようなのようなのような健康健康健康健康食品食品食品食品だだだだとかとかとかとかふふふふととととんんんんとかとかとかとか、、、、ものすものすものすものすごごごごくくくく出出出出てきたとおっしてきたとおっしてきたとおっしてきたとおっしゃゃゃゃるるるる方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを売売売売りつりつりつりつけたけたけたけた悪質悪質悪質悪質業者業者業者業者などをなどをなどをなどを、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、特定商取特定商取特定商取特定商取引引引引法法法法というのでというのでというのでというので捕捕捕捕まえておまえておまえておまえておりりりりますますますます。。。。勧誘勧誘勧誘勧誘者者者者のののの氏氏氏氏名名名名をををを言言言言わわわわないとかないとかないとかないとか、、、、このこのこのこの資料資料資料資料のののの「「「「○」」」」とととと書書書書いてあるとこいてあるとこいてあるとこいてあるところろろろにににに違違違違反反反反するとするとするとすると、、、、通通通通信信信信販売販売販売販売、、、、訪訪訪訪問問問問販売販売販売販売、、、、連連連連鎖鎖鎖鎖販売販売販売販売などになどになどになどに、、、、業業業業務務務務停停停停止止止止処処処処分分分分をかけますをかけますをかけますをかけます。。。。クークークークーリリリリングングングングオオオオフというフというフというフという制制制制度度度度もあもあもあもありりりりますますますます。。。。     25 ペペペページにージにージにージに、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境のののの観観観観点点点点からもからもからもからもひひひひどいというどいというどいというどいという業者業者業者業者のののの処処処処分分分分のののの例例例例をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。ディディディディススススポポポポーーーーザザザザーのーのーのーのママママルチルチルチルチ商法商法商法商法ですですですです。。。。このこのこのこの 2 月月月月にににに業業業業務務務務改善改善改善改善指示指示指示指示をををを出出出出したしたしたしたんんんんですですですです。。。。台台台台所所所所ののののごごごごみをみをみをみを全全全全部部部部ごりごりごりごりごりごりごりごりっとっとっとっと破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、そのままそのままそのままそのまま下下下下水水水水にににに出出出出してしまうしてしまうしてしまうしてしまう単単単単体体体体ののののディディディディススススポポポポーーーーザザザザーをーをーをーをママママルチルチルチルチ商商商商
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法法法法でででで販売販売販売販売していましたしていましたしていましたしていました。。。。業者業者業者業者はははは、「、「、「、「ディディディディススススポポポポーーーーザザザザーのーのーのーの使使使使用用用用をををを禁禁禁禁止止止止するようなするようなするようなするような条条条条例例例例はないはないはないはない」」」」とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。でもでもでもでも、、、、東東東東京京京京をはをはをはをはじじじじめとしてめとしてめとしてめとして多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体でででで、、、、これはこれはこれはこれは水水水水質汚質汚質汚質汚濁濁濁濁のもとですかのもとですかのもとですかのもとですからららら、、、、禁禁禁禁止止止止されていますされていますされていますされています。。。。こういったうそをこういったうそをこういったうそをこういったうそをつつつついちいちいちいちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。これはこれはこれはこれは特定商取特定商取特定商取特定商取引引引引法法法法違違違違反反反反でででですすすす。。。。ほほほほかにもいかにもいかにもいかにもいろんろんろんろんなななな特定商取特定商取特定商取特定商取引引引引法法法法違違違違反反反反があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。それでそれでそれでそれで業業業業務務務務改善改善改善改善指示指示指示指示をををを出出出出していましていましていましていますすすす。。。。     さてさてさてさて、、、、このこのこのこの特定商取特定商取特定商取特定商取引引引引法法法法ではではではでは、、、、訪訪訪訪問問問問販売販売販売販売、、、、連連連連鎖鎖鎖鎖販売販売販売販売などになどになどになどにつつつついてはいてはいてはいては都都都都道道道道府県府県府県府県からもからもからもからも業業業業務務務務改善改善改善改善指示指示指示指示とかとかとかとか業業業業務務務務停停停停止止止止命命命命令令令令をををを出出出出すことができますすことができますすことができますすことができます。。。。むむむむししししろろろろ、、、、実実実実はははは訪訪訪訪問問問問販売販売販売販売ならならならなら都都都都道道道道府県府県府県府県ののののほほほほうがうがうがうが主主主主ななななんんんんですですですです。。。。広域広域広域広域だだだだとかとかとかとか、、、、よっよっよっよっぽぽぽぽどどどどひひひひどいどいどいどい例例例例はははは国国国国がががが出出出出すことになっていますすことになっていますすことになっていますすことになっています。。。。     さてさてさてさて、、、、それでそれでそれでそれで、、、、26 ペペペページージージージ、、、、悪質悪質悪質悪質住宅住宅住宅住宅リリリリフォームでフォームでフォームでフォームで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん県県県県からもからもからもからも指示指示指示指示だだだだとかとかとかとか業業業業務務務務停停停停止止止止命命命命令令令令とかとかとかとか出出出出ているているているている例例例例がががが書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。リリリリフォームフォームフォームフォームだだだだってってってって、、、、これもこれもこれもこれも要要要要らないことをらないことをらないことをらないことをややややっっっっているわけですからているわけですからているわけですからているわけですから、、、、むむむむだだだだもいいとこもいいとこもいいとこもいいところろろろですですですです。。。。もっともっともっともっと環境環境環境環境ににににひひひひどいこともあどいこともあどいこともあどいこともありりりりますますますます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ここはシロアここはシロアここはシロアここはシロアリリリリがわいていますよとうそをがわいていますよとうそをがわいていますよとうそをがわいていますよとうそをつつつついていていていて、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい分分分分量量量量のシロアのシロアのシロアのシロアリリリリ駆駆駆駆除除除除剤剤剤剤をををを、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りりりりががががだだだだめとめとめとめと言言言言わないのをいいことにわないのをいいことにわないのをいいことにわないのをいいことに、、、、まいてまいてまいてまいて、、、、高高高高額額額額のののの請請請請求求求求をををを出出出出していますしていますしていますしています。。。。ここここういったものにういったものにういったものにういったものにつつつついていていていて、、、、訪訪訪訪問問問問販売販売販売販売のののの悪悪悪悪徳徳徳徳業者業者業者業者にににに対対対対してしてしてして業業業業務務務務停停停停止止止止処処処処分分分分をををを都都都都道道道道府県府県府県府県からからからから出出出出せませませませますすすす。。。。環境環境環境環境のののの観観観観点点点点からもいいことからもいいことからもいいことからもいいことだだだだとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、連連連連携携携携できたらいいとできたらいいとできたらいいとできたらいいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     悪質悪質悪質悪質業者業者業者業者をををを見見見見つつつつけたらけたらけたらけたら、、、、消費消費消費消費生生生生活活活活セセセセンターなどのンターなどのンターなどのンターなどの消費者消費者消費者消費者相相相相談窓談窓談窓談窓口口口口にににに言言言言っていたっていたっていたっていただだだだきますきますきますきますとととと、、、、例例例例ええええばばばばクークークークーリリリリングングングングオオオオフができますよというフができますよというフができますよというフができますよというごごごご相相相相談談談談もできますしもできますしもできますしもできますし、、、、そこからそこからそこからそこから、、、、このこのこのこの業者業者業者業者ははははひひひひどいということになどいということになどいということになどいということになりりりりますとますとますとますと、、、、国国国国やややや都都都都道道道道府県府県府県府県のののの行行行行政政政政処処処処分分分分ににににつつつつななななげげげげることができますることができますることができますることができます。。。。いいいいろんろんろんろんなななな形形形形でででで、、、、むむむむだだだだなものをなものをなものをなものを買買買買わないというのはわないというのはわないというのはわないというのは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったとおったとおったとおったとおりりりり、、、、大事大事大事大事なことですなことですなことですなことです。。。。むむむむだだだだなものなものなものなものやややや、、、、害害害害のあるものをのあるものをのあるものをのあるものを買買買買わせているわせているわせているわせている業者業者業者業者があちこがあちこがあちこがあちこちにいますちにいますちにいますちにいます。。。。力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そういそういそういそういうことをなくしていきたいとうことをなくしていきたいとうことをなくしていきたいとうことをなくしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。非非非非常常常常にににに力強力強力強力強いいいい、、、、こういうこういうこういうこういう行行行行政政政政ママママンがいらっしンがいらっしンがいらっしンがいらっしゃゃゃゃるとるとるとると、、、、私私私私たちたちたちたちのののの社会社会社会社会はどはどはどはどんんんんどどどどんんんんよくなっていくなというよくなっていくなというよくなっていくなというよくなっていくなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどどどど環境環境環境環境ララララベベベベルのことをルのことをルのことをルのことを教教教教えていたえていたえていたえていただだだだいたわけですがいたわけですがいたわけですがいたわけですが、、、、あそこにあそこにあそこにあそこに排排排排ガガガガスススス規規規規制制制制のラのラのラのラベベベベルルルルのおのおのおのお話話話話ががががごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。実実実実はははは、、、、ああいうああいうああいうああいうララララベベベベルルルルををををつつつつけるけるけるけるだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、あのステッカーがあのステッカーがあのステッカーがあのステッカーが貼貼貼貼ってあってあってあってあるるるる車車車車というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは税税税税金金金金もももも優優優優遇遇遇遇されるというようなされるというようなされるというようなされるというような、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みのみのみのみのほほほほうもうもうもうもぜひぜひぜひぜひ行行行行政政政政ののののほほほほうがうがうがうが進進進進めていっめていっめていっめていっていたていたていたていただだだだきたいなというきたいなというきたいなというきたいなとい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。。。。それでそれでそれでそれで、、、、環境環境環境環境ララララベベベベルにルにルにルにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、谷谷谷谷ささささんんんんががががちちちちょょょょうどおうどおうどおうどおつつつつくくくくりりりりになになになになりりりりましたましたましたました平平平平成成成成 16 年年年年のののの環境環境環境環境白白白白書書書書があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、こちらでこちらでこちらでこちらで、、、、環境環境環境環境ララララベベベベルルルルににににつつつついていていていて非非非非常常常常にににに詳詳詳詳しくしくしくしく扱扱扱扱ってくってくってくってくだだだださっていますさっていますさっていますさっています。。。。環境環境環境環境白白白白書書書書というのはというのはというのはというのは、、、、別別別別にににに私私私私がががが宣宣宣宣伝伝伝伝するするするするものでもないのですがものでもないのですがものでもないのですがものでもないのですが、、、、環境環境環境環境省省省省ののののホホホホームームームームペペペページからージからージからージから、、、、すすすすべべべべてのてのてのての年年年年のものがのものがのものがのものが、、、、しかもしかもしかもしかも子子子子供供供供環環環環境境境境白白白白書書書書もももも含含含含めめめめ、、、、見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。すすすすべべべべてのてのてのてのペペペページをージをージをージを見見見見ることができますしることができますしることができますしることができますし、、、、すすすすべべべべてのてのてのての図図図図表表表表をををを見見見見ることができますのでることができますのでることができますのでることができますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ごごごご利用利用利用利用になってくになってくになってくになってくだだだださいさいさいさい。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、ララララベベベベルにルにルにルにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、ちちちちょょょょうどここがうどここがうどここがうどここが京都京都京都京都ですのでですのでですのでですので、、、、ちちちちょょょょっっっっとととと 2 つだつだつだつだけけけけ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うことがうことがうことがうことがごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。1つつつつはははは、、、、京都京都京都京都からからからから発発発発したしたしたした省省省省エネのラエネのラエネのラエネのラベベベベルというのがルというのがルというのがルというのがごごごございますざいますざいますざいます。。。。緑緑緑緑色色色色でででで AAA というようにというようにというようにというように、、、、3 けたでけたでけたでけたでそのそのそのその製品製品製品製品のののの環境環境環境環境性性性性能能能能をををを表表表表してしてしてしているいるいるいるもももものですのですのですのですがががが、、、、これこれこれこれをををを試試試試験験験験的的的的にににに京都京都京都京都でででで、、、、家家家家電電電電製品製品製品製品をををを売売売売るるるるおおおお店店店店でそのラでそのラでそのラでそのラベベベベルをルをルをルをつつつつけましてけましてけましてけまして、、、、どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい消費者消費者消費者消費者のののの方方方方がそれにがそれにがそれにがそれに反反反反応応応応しているかというしているかというしているかというしているかという調調調調査査査査ををををいたしましたらいたしましたらいたしましたらいたしましたら、、、、消費者消費者消費者消費者がががが買買買買うううう時時時時ににににそれそれそれそれをををを非非非非常常常常にににによくよくよくよく見見見見てててて買買買買っているということがわかっているということがわかっているということがわかっているということがわかりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、そのラそのラそのラそのラベベベベルがどルがどルがどルがどんんんんどどどどんんんんこれこれこれこれ
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からからからから全全全全国国国国にににに広広広広がっていがっていがっていがっていこうこうこうこうととととしているしているしているしている動動動動きがきがきがきがごごごございますざいますざいますざいます。。。。これをこれをこれをこれを仕掛仕掛仕掛仕掛けたのはけたのはけたのはけたのは、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの
NGO ななななんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、特特特特にににに京都京都京都京都にあるにあるにあるにある気気気気候候候候ネットワークというとこネットワークというとこネットワークというとこネットワークというところろろろもももも中中中中心心心心になってになってになってになって動動動動かしましたかしましたかしましたかしました。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ではではではでは、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、例例例例ええええばばばばいいおいいおいいおいいお店店店店、、、、悪悪悪悪いおいおいおいお店店店店、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを全全全全くくくく考考考考えないでどえないでどえないでどえないでどんんんんどどどどんんんん売売売売りつりつりつりつけるおけるおけるおけるお店店店店、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えているおえているおえているおえているお店店店店とあったときにとあったときにとあったときにとあったときに、、、、私私私私たちたちたちたちがそのおがそのおがそのおがそのお店店店店をををを選選選選ぶぶぶぶことができないといけないですよことができないといけないですよことができないといけないですよことができないといけないですよねねねね。。。。商商商商品品品品にはにはにはには環境環境環境環境ララララベベベベルというのがあルというのがあルというのがあルというのがあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、おおおお店店店店にもにもにもにも環境環境環境環境ララララベベベベルがあってもいいルがあってもいいルがあってもいいルがあってもいいんじんじんじんじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーーガガガガイイイイドドドドとかとかとかとか、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドドとかとかとかとか、、、、幾幾幾幾つつつつかかかか名前名前名前名前はあはあはあはありりりりますけれどますけれどますけれどますけれどもももも、、、、そういうものもそういうものもそういうものもそういうものも出出出出ていますていますていますています。。。。ここここれもれもれもれも、、、、京都京都京都京都でもでもでもでも出出出出しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。京都京都京都京都にあるにあるにあるにある環境市民環境市民環境市民環境市民というというというというＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯもももも出出出出しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、今今今今またまたまたまた新新新新しいものをしいものをしいものをしいものをつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、またそうまたそうまたそうまたそういういういういうガガガガイイイイドドドドがががが出出出出ましたらましたらましたらましたら、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご参考参考参考参考になさってくになさってくになさってくになさってくだだだださいさいさいさい。。。。     さてさてさてさて、、、、今今今今、、、、有有有有価価価価物物物物化化化化をををを支支支支えるえるえるえる技術技術技術技術やややや取取取取りりりり組組組組みですとかみですとかみですとかみですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市場場場場のののの動動動動きということきということきということきということににににつつつついていいていいていいていろろろろいいいいろごろごろごろご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、シシシシステムステムステムステム全全全全体体体体をををを変変変変えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないというおいけないというおいけないというおいけないというお話話話話があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような観観観観点点点点からからからから、、、、今今今今のおのおのおのお三三三三方方方方ののののごごごご発発発発表表表表、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにおうにおうにおうにお聞聞聞聞きになきになきになきになりりりりましたでしましたでしましたでしましたでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 鈴木特別鈴木特別鈴木特別鈴木特別学術学術学術学術顧顧顧顧問問問問     非非非非常常常常にににに力強力強力強力強いおいおいおいお話話話話をおをおをおをお三三三三方方方方からからからから伺伺伺伺ってってってって、、、、私私私私はははは大大大大変変変変、、、、感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けてけてけてけて伺伺伺伺っておっておっておっておりりりりましたましたましたました。。。。ややややははははりりりり、、、、例例例例ええええばばばば麻埜麻埜麻埜麻埜ささささんんんんのののの日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷がいがいがいがいろろろろいいいいろごろごろごろごみのみのみのみの分分分分別別別別、、、、今今今今まではまではまではまでは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物とととと考考考考えられえられえられえられたものがたものがたものがたものが、、、、実実実実はははは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、きちきちきちきちんんんんとととと半半半半分以分以分以分以上上上上はははは資源資源資源資源としてそのままとしてそのままとしてそのままとしてそのまま有有有有価価価価物物物物としてとしてとしてとしてちちちちゃゃゃゃんんんんとととと取取取取引引引引がされているがされているがされているがされている、、、、これはこれはこれはこれはややややははははりりりりほほほほかのかのかのかの受受受受けけけけ手手手手があることですからがあることですからがあることですからがあることですから、、、、おおおお買買買買いにないにないにないになるとこるとこるとこるところろろろはそれをきちはそれをきちはそれをきちはそれをきちんんんんとととと資源資源資源資源としてとしてとしてとして認認認認めてそれをめてそれをめてそれをめてそれを使使使使っていかれるっていかれるっていかれるっていかれる、、、、これはこれはこれはこれは価値価値価値価値があるもがあるもがあるもがあるものでものでものでものでも、、、、ままままぜぜぜぜ合合合合わせてしまうとまたわせてしまうとまたわせてしまうとまたわせてしまうとまた分分分分けけけけなけれなけれなけれなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという、、、、混混混混合合合合物物物物になることによになることによになることによになることによってってってって、、、、我我我我々々々々ののののほほほほうではエントロうではエントロうではエントロうではエントロピピピピーーーー的的的的なななな価値価値価値価値がががが変変変変わっていくとわっていくとわっていくとわっていくと言言言言いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ややややははははりりりり単単単単独独独独でででで、、、、工工工工程廃程廃程廃程廃水水水水、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工工工工程程程程からからからから出出出出るるるる廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をきちをきちをきちをきちんんんんとととと使使使使っていかれるというのはっていかれるというのはっていかれるというのはっていかれるというのは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なことななことななことななことなんんんんですですですですねねねね。。。。ややややははははりりりりこういうようなカルチこういうようなカルチこういうようなカルチこういうようなカルチャャャャーがいーがいーがいーがいろろろろいいいいろろろろなななな企業企業企業企業ででででほほほほんんんんととととうにうにうにうに行行行行きききき渡渡渡渡っていくとっていくとっていくとっていくと、、、、それがそれがそれがそれが全全全全体体体体のシステムとしてのシステムとしてのシステムとしてのシステムとして、、、、気気気気ががががつつつついてみるといてみるといてみるといてみると地域地域地域地域、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会全全全全体体体体としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味をををを持持持持ってくるってくるってくるってくるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、それはそれはそれはそれは、、、、全全全全体体体体をををを考考考考ええええなくてもなくてもなくてもなくても、、、、企業企業企業企業のののの中中中中でもでもでもでも、、、、日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、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基基基基準準準準をををを一体一体一体一体どこどこどこどこにおいてにおいてにおいてにおいておられるのでしおられるのでしおられるのでしおられるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。たたたただだだだ、、、、ゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションというのはははは、、、、ごごごごみゼロというこみゼロというこみゼロというこみゼロということとととだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ややややははははりりりり、、、、そこでおそこでおそこでおそこでお出出出出しになったしになったしになったしになった有有有有価価価価物物物物としてのとしてのとしてのとしての、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから見見見見れれれればばばば要要要要らないものならないものならないものならないものなんんんんですがですがですがですが、、、、価値価値価値価値があるものをいがあるものをいがあるものをいがあるものをいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで使使使使っていくというっていくというっていくというっていくという、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体のシステムとしてそれがのシステムとしてそれがのシステムとしてそれがのシステムとしてそれが生生生生きてくるときてくるときてくるときてくると、、、、私私私私はははは、、、、そのそのそのその次次次次のののの段階段階段階段階にまたそのにまたそのにまたそのにまたその地域地域地域地域がががが進進進進んんんんでいくでいくでいくでいくというというというという意意意意味味味味でででで非非非非常常常常にににに意意意意味味味味があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、島島島島津津津津ささささんんんんのおのおのおのお話話話話はははは、、、、今今今今までまでまでまで邪邪邪邪魔魔魔魔なななな廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物、、、、迷惑迷惑迷惑迷惑なものとなものとなものとなものと思思思思われていたもののわれていたもののわれていたもののわれていたものの中中中中ににににややややははははりりりりきちきちきちきちんんんんとしたとしたとしたとした価値価値価値価値をををを見見見見つつつつけてけてけてけて、、、、フフフフィィィィブブブブロインというかロインというかロインというかロインというか、、、、中中中中のののの繊繊繊繊維維維維とととと分分分分けられたけられたけられたけられたセリセリセリセリシンというシンというシンというシンという、、、、これはたこれはたこれはたこれはたんんんんぱぱぱぱくくくく質質質質だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、それそれそれそれをきちをきちをきちをきちんんんんとまたとまたとまたとまた抽抽抽抽出出出出してしてしてして、、、、精精精精錬錬錬錬してしてしてして、、、、それそれそれそれ自自自自身身身身をををを精精精精製製製製していくというようなしていくというようなしていくというようなしていくというようなプロプロプロプロセセセセスをスをスをスを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて１１１１つつつつのののの非非非非常常常常にににに価値価値価値価値があるものをまたそこからがあるものをまたそこからがあるものをまたそこからがあるものをまたそこからつつつつくくくくりりりり出出出出すすすす。。。。多多多多分分分分ほほほほかにもこういうかにもこういうかにもこういうかにもこういう天天天天然然然然物物物物起起起起源源源源でいでいでいでいろんろんろんろんなものができるなものができるなものができるなものができる可能可能可能可能性性性性があるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。ですかですかですかですからららら、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを考考考考えるえるえるえる１１１１つつつつのきっかけにいのきっかけにいのきっかけにいのきっかけにいろんろんろんろんなななな方方方方にあるにあるにあるにある意意意意味味味味ではインパクトをではインパクトをではインパクトをではインパクトを与与与与ええええていかれるというていかれるというていかれるというていかれるという、、、、非非非非常常常常にこれもまたにこれもまたにこれもまたにこれもまた、、、、何何何何というというというというんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、1つつつつののののモデモデモデモデルルルルケケケケースになるースになるースになるースになる
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意意意意味味味味をををを持持持持っているっているっているっているだろだろだろだろうとうとうとうと非非非非常常常常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいといといといと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。     谷谷谷谷ささささんんんんはははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではもうすではもうすではもうすではもうすべべべべてのことをてのことをてのことをてのことを兼兼兼兼ねねねね備備備備えておられてえておられてえておられてえておられて、、、、ややややははははりりりり一一一一番番番番重要重要重要重要だだだだとととと思思思思いましたのはいましたのはいましたのはいましたのは、、、、今今今今そういうおそういうおそういうおそういうお立立立立場場場場におられるにおられるにおられるにおられる、、、、消費者消費者消費者消費者のののの立立立立場場場場からからからから何何何何がががが必要必要必要必要かということかということかということかということをををを行行行行政政政政としてとしてとしてとして実現実現実現実現していくというしていくというしていくというしていくという、、、、そういうそういうそういうそういう視点視点視点視点でででで、、、、一一一一般般般般のののの方方方方々々々々のののの立立立立場場場場にににに立立立立ったったったった目目目目線線線線でそでそでそでそれをれをれをれを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるということでるということでるということでるということで、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは文文文文化化化化をををを、、、、私私私私ななななんんんんかはかはかはかは、、、、パラダイムがパラダイムがパラダイムがパラダイムがななななんんんんてててて簡簡簡簡単単単単にににに言言言言いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを具具具具体的体的体的体的なななな形形形形でででで実現実現実現実現しししし、、、、そしてそしてそしてそして具具具具体的体的体的体的にににに一一一一般般般般のののの方方方方々々々々にわかっていたにわかっていたにわかっていたにわかっていただだだだくためのくためのくためのくための、、、、先先先先ほほほほどのいどのいどのいどのいろんろんろんろんなななな、、、、2025 年年年年でしたでしでしたでしでしたでしでしたでしょょょょうかうかうかうか、、、、国国国国のののの姿姿姿姿みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものを、、、、非非非非常常常常にわかにわかにわかにわかりやりやりやりやすいすいすいすい形形形形でおでおでおでおつつつつくくくくりりりりになるというのはになるというのはになるというのはになるというのは大大大大変変変変重要重要重要重要だだだだとととと思思思思ううううんんんんでででですすすすねねねね。。。。ややややははははりりりり消消消消費者費者費者費者のののの目目目目線線線線でとでとでとでと言言言言うときにうときにうときにうときに、、、、花田花田花田花田先先先先生生生生もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで消費者消費者消費者消費者をををを――――――――みみみみんんんんななななややややははははりりりり消費者消費者消費者消費者であであであでありりりりながらながらながらながら、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては生生生生産者産者産者産者であであであでありりりり、、、、企業企業企業企業でででで働働働働きききき、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域のののの人人人人、、、、いいいいろんろんろんろんなななな側面側面側面側面をををを持持持持ったそれったそれったそれったそれぞぞぞぞれのれのれのれの個個個個人人人人がががが、、、、消費者消費者消費者消費者というというというという目目目目でででで全全全全体体体体をををを見見見見ていくというようなときにていくというようなときにていくというようなときにていくというようなときに、、、、それをそれをそれをそれを何何何何かもっとかもっとかもっとかもっと、、、、まあまあまあまあ、、、、谷谷谷谷ささささんんんんななななんんんんかはかはかはかは一一一一番番番番そういそういそういそういうううう意意意意味味味味でででで歯歯歯歯がゆいがゆいがゆいがゆい思思思思いをされるのはいをされるのはいをされるのはいをされるのは、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ大大大大勢勢勢勢おられるおられるおられるおられる方方方方々々々々のののの力力力力をどうをどうをどうをどうややややってってってって結結結結集集集集でででできるかきるかきるかきるか。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々がががが、、、、例例例例ええええばばばば日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷ののののややややっておられることっておられることっておられることっておられること、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんででででごごごご活活活活躍躍躍躍になっていることになっていることになっていることになっていること、、、、そしてそしてそしてそして何何何何よよよよりりりり行行行行政政政政でででで谷谷谷谷ささささんんんんがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなななな試試試試みをしておらみをしておらみをしておらみをしておられることれることれることれること、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことにややややははははりりりり目目目目をををを光光光光らせていたらせていたらせていたらせていただだだだいていていていて、、、、それをそれをそれをそれを盛盛盛盛りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだくとくとくとくといういういういう、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうにつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげていくのかていくのかていくのかていくのか。。。。多多多多分分分分、、、、花田花田花田花田先先先先生生生生ななななんんんんかはかはかはかは、、、、まさにまさにまさにまさに NPO とかとかとかとか、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお立立立立場場場場でででで同同同同じじじじことをことをことをことを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、どうどうどうどうややややったらったらったらったら、、、、まさにまさにまさにまさに国民国民国民国民総総総総動動動動員員員員環境環境環境環境というかというかというかというか、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィにににに向向向向けてけてけてけて結結結結集集集集できるのかできるのかできるのかできるのか、、、、そこがそこがそこがそこが一一一一番難番難番難番難しくてしくてしくてしくて、、、、単単単単にまあにまあにまあにまあ、、、、アアアアメメメメリリリリカでカでカでカで一一一一時時時時ココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーーガガガガイイイイドドドドといといといといってってってって、、、、30 年以年以年以年以上上上上前前前前にににに、、、、商商商商品品品品をををを購購購購入入入入するためのするためのするためのするためのガガガガイイイイドドドドブックみたいなのがあってブックみたいなのがあってブックみたいなのがあってブックみたいなのがあって、、、、大体大体大体大体車車車車をををを買買買買うなうなうなうなんんんんていていていていうとうとうとうと、、、、まずそれをまずそれをまずそれをまずそれを見見見見てててて、、、、どれがいいのかどれがいいのかどれがいいのかどれがいいのか見見見見ていましたけれどもていましたけれどもていましたけれどもていましたけれども、、、、そのときはそのときはそのときはそのときは環境環境環境環境というよというよというよというよりりりりはははは、、、、ややややははははりりりり性性性性能能能能とととと値段値段値段値段。。。。それをそれをそれをそれを、、、、ややややははははりりりりサステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィというというというという観観観観点点点点からからからから商商商商品品品品をををを買買買買ううううためのためのためのためのガガガガイイイイドドドド、、、、例例例例ええええばばばばググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーーーーガガガガイイイイドドドド、、、、それでもいいとそれでもいいとそれでもいいとそれでもいいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、いいいいろろろろんんんんなななな形形形形があがあがあがありりりり得得得得るるるるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる方方方方法法法法をををを結結結結集集集集してしてしてして、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手手手手をををを尽尽尽尽くしくしくしくしてててて、、、、どうどうどうどうややややってってってって、、、、例例例例ええええばばばば松松松松下下下下のストーブをのストーブをのストーブをのストーブを使使使使っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方をををを探探探探しししし出出出出すかとかすかとかすかとかすかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ぜひぜひぜひぜひそういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、いいいいろんろんろんろんなななな方方方方々々々々、、、、いいいいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことを考考考考えておえておえておえておられるものをられるものをられるものをられるものを結結結結集集集集できるできるできるできる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを考考考考ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないのかないけないのかないけないのかないけないのかなというようなというようなというようなというようなことをことをことをことを、、、、今今今今おおおお話話話話をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら感感感感じじじじておておておておりりりりましたましたましたました。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。いいいいろんろんろんろんなななな考考考考えをえをえをえを結結結結集集集集するするするする仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを作作作作るというとるというとるというとるというと非非非非常常常常にににに難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思われるとわれるとわれるとわれる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、、、、消費者消費者消費者消費者がががが、、、、買買買買いいいい方方方方をををを考考考考ええええるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業のいわゆるステークのいわゆるステークのいわゆるステークのいわゆるステークホホホホルダーとルダーとルダーとルダーと言言言言われるようなわれるようなわれるようなわれるような関係者関係者関係者関係者がががが応応応応援援援援するするするするということがということがということがということが、、、、ややややははははりりりり企業企業企業企業をををを動動動動かすかすかすかす、、、、企業企業企業企業をををを環境経営環境経営環境経営環境経営ののののほほほほうにうにうにうに動動動動かしていくかしていくかしていくかしていく一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな力力力力だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのあたそのあたそのあたそのあたりりりり、、、、例例例例ええええばばばば、、、、麻麻麻麻埜埜埜埜ささささんんんん、、、、環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書をををを拝拝拝拝見見見見したしたしたしたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、非非非非常常常常にににに、、、、例例例例ええええばばばば環境環境環境環境ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションにーションにーションにーションにつつつついてのいてのいてのいての記記記記述述述述というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに多多多多くてくてくてくて、、、、それがそれがそれがそれが印印印印象象象象にににに残残残残ったことですとかったことですとかったことですとかったことですとか、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話でででで、、、、業者業者業者業者のののの方方方方にににに提提提提案案案案しながらしながらしながらしながら輪輪輪輪をををを広広広広げげげげていくというようなおていくというようなおていくというようなおていくというようなお話話話話があがあがあがありりりりましたけましたけましたけましたけれどもれどもれどもれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうなうなうなうな苦苦苦苦情情情情みたいなものがあったときにみたいなものがあったときにみたいなものがあったときにみたいなものがあったときに一一一一番番番番大大大大きくきくきくきく企業企業企業企業はははは動動動動くくくくんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 
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麻麻麻麻埜参埜参埜参埜参事事事事     苦苦苦苦情情情情ですかですかですかですか。。。。まあまあまあまあ、、、、苦苦苦苦情情情情というのがというのがというのがというのが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、さっきおさっきおさっきおさっきお話話話話ししたししたししたしした廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物関係関係関係関係ではないではないではないではないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、例例例例ええええばばばば音音音音のののの問問問問題題題題ですとかですとかですとかですとか、、、、においのにおいのにおいのにおいの問問問問題題題題ですとかですとかですとかですとか、、、、ややややははははりりりり非非非非常常常常にににに敏敏敏敏感感感感になになになになりりりりまままますすすす。。。。1つつつつのののの地域地域地域地域でででで生生生生産活動産活動産活動産活動をしているというときにをしているというときにをしているというときにをしているというときに、、、、ややややははははりりりり近近近近隣隣隣隣とのとのとのとの状状状状態態態態というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに大大大大切切切切になってきますからになってきますからになってきますからになってきますから、、、、そこでまずどうそこでまずどうそこでまずどうそこでまずどう改善改善改善改善するかということをするかということをするかということをするかということをややややははははりりりり一一一一番番番番にににに考考考考えていえていえていえていかないとかないとかないとかないと……………………。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     わかわかわかわかりりりりましたましたましたました。。。。今私今私今私今私、、、、苦苦苦苦情情情情というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げげげげ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、、、、苦苦苦苦情情情情というのはというのはというのはというのは一一一一方的方的方的方的でででで、、、、あまあまあまあまりりりり進進進進歩歩歩歩がないがないがないがないやりやりやりやり方方方方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ねねねね。。。。少少少少しししし前前前前まではまではまではまでは、、、、生生生生活者活者活者活者とととと行行行行政政政政というというというというのがのがのがのが、、、、わわわわりりりりとととと苦苦苦苦情情情情をををを言言言言ったったったったりりりり言言言言われたわれたわれたわれたりりりりということでということでということでということで、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの方方方方もももも、、、、なかなかちなかなかちなかなかちなかなかちょょょょっとっとっとっと構構構構えるようなとこえるようなとこえるようなとこえるようなところろろろがあったがあったがあったがあったんんんんですがですがですがですが、、、、それがそれがそれがそれが、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん意識意識意識意識がががが変変変変わってきたなといわってきたなといわってきたなといわってきたなというのをうのをうのをうのを身身身身をもってをもってをもってをもって感感感感じじじじることがることがることがることが幾幾幾幾つつつつももももごごごございますざいますざいますざいますねねねね。。。。生生生生活活活活されるされるされるされる方方方方、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住んんんんでいらっでいらっでいらっでいらっししししゃゃゃゃるるるる方方方方とととと、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、あるいはそこであるいはそこであるいはそこであるいはそこで経済活動経済活動経済活動経済活動をををを行行行行っているっているっているっている企業企業企業企業がががが、、、、みみみみんんんんなななな一一一一緒緒緒緒になになになになってどうしたらいいかというのをってどうしたらいいかというのをってどうしたらいいかというのをってどうしたらいいかというのを考考考考えていくというようにえていくというようにえていくというようにえていくというように、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん意識意識意識意識がががが変変変変わってきてわってきてわってきてわってきているなといういるなといういるなといういるなというふふふふうにはうにはうにはうには思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが。。。。 特特特特にににに、、、、地域地域地域地域ということをということをということをということを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、嶋津嶋津嶋津嶋津ささささんんんんはははは、、、、丹後丹後丹後丹後ちちちちりりりりめめめめんんんんというというというという、、、、地域地域地域地域特特特特産産産産ののののとことことこところろろろからスタートしたというのがからスタートしたというのがからスタートしたというのがからスタートしたというのが、、、、ややややははははりりりり今今今今非非非非常常常常にににに強強強強みになっているというみになっているというみになっているというみになっているというふふふふうにおうにおうにおうにお感感感感じじじじになになになになりりりりますかますかますかますか。。。。 

 嶋津嶋津嶋津嶋津部長部長部長部長     どうどうどうどう言言言言いますかいますかいますかいますかねねねね、、、、特特特特にににに、、、、実際実際実際実際にとにとにとにとりりりりましたましたましたましたセリセリセリセリシンをシンをシンをシンを有効利用有効利用有効利用有効利用しようしようしようしよう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは商商商商品品品品としてとしてとしてとして育育育育てていこうということをてていこうということをてていこうということをてていこうということを考考考考えましえましえましえましたときにたときにたときにたときに、、、、当然当然当然当然、、、、事事事事前前前前にににに販販販販路路路路ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいあるいあるいあるいはははは最終最終最終最終商商商商品品品品ををををつつつつくってくってくってくって販売販売販売販売をするということはをするということはをするということはをするということは、、、、組組組組合合合合にとってはにとってはにとってはにとっては全全全全くくくく未未未未知知知知のののの世世世世界界界界ででででごごごございざいざいざいましてましてましてまして、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、どうどうどうどうセリセリセリセリシンをサーシンをサーシンをサーシンをサービビビビスススス化化化化しししし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは商商商商品品品品化化化化をしていこうかをしていこうかをしていこうかをしていこうかというときにというときにというときにというときに、、、、一一一一番番番番悩悩悩悩みもしましたしみもしましたしみもしましたしみもしましたし、、、、またまたまたまた考考考考えましたことはえましたことはえましたことはえましたことは、、、、ややややははははりりりり直直直直接接接接ではないものではないものではないものではないもののののの、、、、持持持持てるてるてるてる資源資源資源資源というというというという意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで我我我我々々々々ができることはができることはができることはができることは、、、、ややややははははりりりり丹後丹後丹後丹後をををを PR してしてしてして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは丹丹丹丹後後後後ちちちちりりりりめめめめんんんんととととリリリリンクしたンクしたンクしたンクした形形形形でこれをでこれをでこれをでこれを皆皆皆皆ささささんんんんにににに PR するするするする、、、、これがまずこれがまずこれがまずこれがまず一一一一番番番番のののの方方方方法法法法じじじじゃゃゃゃないかなないかなないかなないかなということをということをということをということを当初当初当初当初からからからから考考考考えておえておえておえておりりりりましたましたましたましたんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。 

 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     だだだだからからからから、、、、そのそのそのその後後後後にににに、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、つつつつままままりりりり廃棄廃棄廃棄廃棄物物物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地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化というというというという、、、、経済経済経済経済ののののほほほほうにうにうにうにつつつつながっていっているというながっていっているというながっていっているというながっていっているという、、、、そこはそこはそこはそこはややややははははりりりりすすすすばばばばらしいなというらしいなというらしいなというらしいなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん日日日日本本本本写真印刷写真印刷写真印刷写真印刷ささささんんんんでもでもでもでも、、、、再生再生再生再生にににに回回回回すときにすときにすときにすときに有有有有価価価価物物物物になるというのになるというのになるというのになるというのががががまさにまさにまさにまさに持続持続持続持続可能可能可能可能性性性性ということでしてということでしてということでしてということでして、、、、逆逆逆逆有有有有償償償償ででででややややっているっているっているっている限限限限りりりり、、、、ややややははははりりりりそれはそれはそれはそれはココココストなのでストなのでストなのでストなので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか回回回回っていかないというとこっていかないというとこっていかないというとこっていかないというところろろろがあがあがあがありりりりますますますますねねねね。。。。特特特特にににに麻麻麻麻埜埜埜埜ささささんんんんはははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをなるてをなるてをなるてをなるべべべべくしないようにということをおくしないようにということをおくしないようにということをおくしないようにということをお考考考考えになったというえになったというえになったというえになったというふふふふうにおうにおうにおうにお聞聞聞聞きしきしきしきしていますていますていますています。。。。麻麻麻麻埜埜埜埜ささささんんんんのののの、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをしないようにというてをしないようにというてをしないようにというてをしないようにという、、、、そういうそういうそういうそういう目目目目標標標標があってがあってがあってがあって、、、、だだだだったったったったらららら何何何何をしたらいいをしたらいいをしたらいいをしたらいいだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今のののの谷谷谷谷ささささんんんんのののの、、、、ほほほほんんんんとうにわかとうにわかとうにわかとうにわかりやりやりやりやすいすいすいすい 2025 年年年年のののの姿姿姿姿、、、、あれもあれもあれもあれも、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな姿姿姿姿があったらということでがあったらということでがあったらということでがあったらということで、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けてどういうことがでけてどういうことがでけてどういうことがでけてどういうことができるかということがきるかということがきるかということがきるかということが、、、、多多多多分基調分基調分基調分基調講演講演講演講演でおでおでおでお聞聞聞聞きしたきしたきしたきしたババババックックックックキキキキャャャャステステステスティィィィングということですングということですングということですングということですねねねね。。。。 
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ですからですからですからですから、、、、ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、まあまあまあまあ、、、、ここにここにここにここに来来来来てくてくてくてくだだだださっていらっしさっていらっしさっていらっしさっていらっしゃゃゃゃるとるとるとるというのはいうのはいうのはいうのは、、、、非非非非常常常常にににに熱熱熱熱心心心心なななな方方方方でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、まずまずまずまず熱熱熱熱いいいい心心心心はははは持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、地域地域地域地域がこうあってがこうあってがこうあってがこうあってほほほほしいしいしいしい姿姿姿姿にするためににするためににするためににするためにぜひぜひぜひぜひいいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで動動動動いていていていていたいたいたいただだだだいていていていて、、、、そしてそしてそしてそして、、、、例例例例ええええばばばば消費者消費者消費者消費者としてでしたらとしてでしたらとしてでしたらとしてでしたら、、、、先先先先ほほほほどどどど谷谷谷谷ささささんんんんからからからからももももあああありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、おおおお店店店店でどれをでどれをでどれをでどれを買買買買おうかなとおうかなとおうかなとおうかなといういういういうときにときにときにときに、「、「、「、「これこれこれこれ」」」」とととと、、、、手手手手にににに取取取取ったときにったときにったときにったときに、、、、そそそそのののの商商商商品品品品にににに 1票票票票投投投投じじじじてててているいるいるいることになることになることになることになるということですということですということですということですねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、商商商商品品品品自体自体自体自体のののの環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷ということということということということをををを考考考考えてえてえてえて選選選選んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくのもいいしくのもいいしくのもいいしくのもいいし、、、、商商商商品品品品をををを作作作作ったったったった企業企業企業企業がこがこがこがこんんんんななななふふふふうにうにうにうに環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮していしていしていしているるるるんだんだんだんだということをおということをおということをおということをお考考考考えになえになえになえになりりりりながらながらながらながら選選選選んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくのもいいとくのもいいとくのもいいとくのもいいと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、それはそれはそれはそれはものすものすものすものすごごごごいいいい力力力力ななななんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。とことことこところろろろがががが、、、、消費者消費者消費者消費者というのがどうしてというのがどうしてというのがどうしてというのがどうして環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした行動行動行動行動ををををしないかというアンしないかというアンしないかというアンしないかというアンケケケケートをとートをとートをとートをとりりりりますとますとますとますと、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合非非非非常常常常にににに多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、一一一一人人人人ででででややややってもしってもしってもしってもしようがないというようがないというようがないというようがないという人人人人がががが多多多多いいいい。。。。そのあたそのあたそのあたそのあたりりりりのことはのことはのことはのことは、、、、谷谷谷谷ささささんんんん、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 谷部長谷部長谷部長谷部長     はいはいはいはい。。。。アンアンアンアンケケケケートがこのートがこのートがこのートがこの白白白白書書書書にににに載載載載っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。外外外外国国国国とのとのとのとの比比比比較較較較になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、環環環環境境境境にいいことをしないにいいことをしないにいいことをしないにいいことをしない理理理理由由由由としてとしてとしてとして「「「「時間時間時間時間ややややおおおお金金金金がないからがないからがないからがないから」」」」とととと答答答答えるえるえるえる人人人人ってってってって、、、、日日日日本本本本ではではではでは少少少少ないないないない。。。。そうそうそうそうじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、「、「、「、「私一私一私一私一人人人人ががががややややってもしようがないってもしようがないってもしようがないってもしようがない」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな答答答答えがえがえがえが多多多多いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり「「「「赤赤赤赤信信信信号号号号、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで渡渡渡渡るるるる」」」」というというというという国国国国なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと。。。。でもでもでもでも、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、みみみみんんんんなでいなでいなでいなでいいいいい方方方方にいけにいけにいけにいけばばばばいいいいいいいいんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。さっきさっきさっきさっき、、、、どういうどういうどういうどういう苦苦苦苦情情情情があったらがあったらがあったらがあったら企業企業企業企業がががが動動動動くかとくかとくかとくかと言言言言われたわれたわれたわれたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、苦苦苦苦情情情情ののののほほほほううううじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、ポポポポジにジにジにジに、、、、いいいいいいいい企業企業企業企業をををを支支支支持持持持するするするするほほほほうにいきたいとうにいきたいとうにいきたいとうにいきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった地域地域地域地域限限限限定定定定型型型型のののの公公公公害害害害のののの場場場場合合合合はははは苦苦苦苦情情情情でででで直直直直してもしてもしてもしても、、、、ググググローローローローババババルなルなルなルな話話話話はははは、「、「、「、「日日日日本本本本にいるといにいるといにいるといにいるといろろろろいいいいろろろろ苦苦苦苦情情情情もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、ココココストもストもストもストも高高高高いしいしいしいし、、、、中国中国中国中国でででで生生生生産産産産しましましましまししししょょょょうううう」」」」となるととなるととなるととなると、、、、直直直直らないらないらないらない。。。。向向向向こうからこうからこうからこうからほほほほととととんんんんどどどど最終最終最終最終加工加工加工加工にににに近近近近いいいい形形形形でででで持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、最最最最後後後後にちにちにちにちょょょょちちちちょょょょちちちちょょょょっとっとっとっと何何何何かしてかしてかしてかして、、、、メメメメイイイイドドドド・イン・ジ・イン・ジ・イン・ジ・イン・ジャャャャパンパンパンパンだだだだとかとかとかとか。。。。工工工工場場場場のののの周周周周りりりりはきれいになはきれいになはきれいになはきれいになってもってもってもっても、、、、中国中国中国中国ででででつつつつくったらくったらくったらくったら、、、、日日日日本本本本とととと仮仮仮仮にににに同同同同じだじだじだじだけけけけ電電電電気気気気をををを使使使使っっっったとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、中国中国中国中国はははは効率効率効率効率のののの悪悪悪悪いいいい石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力がががが多多多多くてくてくてくて、、、、そのそのそのその同同同同じじじじ電電電電気気気気でででで発発発発生生生生するするするする CO2 はははは日日日日本本本本よよよよりりりり多多多多いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。門門門門前前前前だだだだけきけきけきけきれいにしてもれいにしてもれいにしてもれいにしても、、、、結結結結局局局局地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは進進進進んんんんでいますというのではしようがないでいますというのではしようがないでいますというのではしようがないでいますというのではしようがない。。。。日日日日本本本本でででで絹絹絹絹織物織物織物織物ををををつつつつくるくるくるくるんじんじんじんじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて中国中国中国中国からからからから輸輸輸輸入入入入するとなっちするとなっちするとなっちするとなっちゃゃゃゃったらったらったらったら、、、、丹後丹後丹後丹後もももも困困困困りりりりますよますよますよますよねねねね。。。。そうそうそうそうじじじじゃゃゃゃないないないない形形形形にににに持持持持っていきたいですっていきたいですっていきたいですっていきたいです。。。。     ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、つつつついでにいいですかいでにいいですかいでにいいですかいでにいいですか。。。。本本本本をををを 2つつつつほほほほどどどど出出出出していましてしていましてしていましてしていまして、、、、1つつつつはははは、「、「、「、「環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネスウウウウィィィィメメメメンンンン」」」」というというというというんんんんですですですです。。。。環境環境環境環境ででででビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを起起起起こしたこしたこしたこした、、、、例例例例ええええばばばば環境分野環境分野環境分野環境分野のののの人人人人材材材材派派派派遣遣遣遣とかとかとかとか、、、、建建建建築築築築廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの処処処処理理理理とかのとかのとかのとかの女女女女性性性性。。。。まあまあまあまあ、、、、このこのこのこの方方方方はすはすはすはすごごごごいいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。40 代代代代でででで主主主主婦婦婦婦からからからから就就就就職職職職なさなさなさなさってってってって取締役取締役取締役取締役にまでなられるとかにまでなられるとかにまでなられるとかにまでなられるとか。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人たちとたちとたちとたちと、、、、小小小小池池池池環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣とととと、、、、私私私私もちもちもちもちょょょょっとっとっとっと入入入入っっっってててて、、、、本本本本をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。これがこれがこれがこれが事業事業事業事業、、、、ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの話話話話。。。。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「循環循環循環循環とととと共共共共生生生生のののの環境環境環境環境づくづくづくづくりりりり」、」、」、」、これはこれはこれはこれは市市市市町町町町村村村村アカアカアカアカデデデデミーというとこミーというとこミーというとこミーというところろろろでででで、、、、町町町町がどのようにがどのようにがどのようにがどのように環境環境環境環境ををををつつつつくっていくかくっていくかくっていくかくっていくか、、、、それのそれのそれのそれの講義講義講義講義録録録録みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形ですですですです。。。。ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの観観観観点点点点からもからもからもからも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの観観観観点点点点からもからもからもからも、、、、いいいいろろろろんんんんなとこなとこなとこなところろろろからからからから、、、、環境環境環境環境にににに努努努努力力力力するようなするようなするようなするような事業者事業者事業者事業者ににににポポポポジテジテジテジティィィィブのブのブのブの投投投投票票票票をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい。。。。それそれそれそれでででで日日日日本本本本がががが世世世世界界界界ををををリリリリーーーードドドドするするするする環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国になになになになりりりりたいたいたいたい。。。。日日日日本本本本のののの後後後後ををををつつつついてきていてきていてきていてきて――――――――実実実実はははは、、、、さっさっさっさっきのきのきのきのビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの、、、、このこのこのこの資料資料資料資料にはにはにはには入入入入れなかったせれなかったせれなかったせれなかったせりりりりふふふふでこういうのがあるでこういうのがあるでこういうのがあるでこういうのがあるんんんんですですですです。。。。途途途途上上上上国国国国のののの人人人人がががが、、、、環境環境環境環境のののの面面面面でででで「「「「いいいいつつつつかかかか日日日日本本本本にににに追追追追いいいいつつつつきききき、、、、追追追追いいいい越越越越すからすからすからすから」」」」とととと言言言言うううう。。。。そうそうそうそう思思思思ってもらえるってもらえるってもらえるってもらえるようなようなようなような形形形形ををををつつつつくるくるくるくる。。。。そのためにそのためにそのためにそのために消費者消費者消費者消費者ががががポポポポジテジテジテジティィィィブにブにブにブに投投投投票票票票行動行動行動行動をするをするをするをする。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに持持持持っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。 
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 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの 4 つつつつのののの理念理念理念理念ということでということでということでということで、、、、共共共共生生生生、、、、参加参加参加参加、、、、循環循環循環循環、、、、それからそれからそれからそれから国国国国際的際的際的際的なななな取取取取りりりり組組組組みというのがあみというのがあみというのがあみというのがありりりりますがますがますがますが、、、、先先先先程程程程のののの、、、、中国中国中国中国にににに工工工工場場場場をををを持持持持っていってっていってっていってっていってすませてすませてすませてすませてしましましましまうというのはうというのはうというのはうというのは、、、、もうもうもうもう本本本本当当当当にににに公公公公害害害害のののの輸輸輸輸出出出出以以以以外外外外ののののなにものでなにものでなにものでなにものでもないもないもないもないわけですよわけですよわけですよわけですよねねねね。。。。それそれそれそれとはとはとはとは逆逆逆逆にににに、、、、むむむむししししろろろろ環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮ししししているているているているということでということでということでということで企業企業企業企業ををををブランブランブランブランディディディディングするというのングするというのングするというのングするというのがががが、、、、多多多多分分分分、、、、先進先進先進先進国国国国であるであるであるである日日日日本本本本だだだだからこそできることからこそできることからこそできることからこそできるこ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。。。。それをまたそれをまたそれをまたそれをまた外外外外国国国国のののの消費者消費者消費者消費者がががが評評評評価価価価しししし、、、、それからそれからそれからそれから日日日日本本本本にいるにいるにいるにいる私私私私たちがたちがたちがたちが誇誇誇誇りりりりにににに思思思思ってそれをってそれをってそれをってそれを推進推進推進推進していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、多多多多分分分分国際的国際的国際的国際的ななななパラダイムもパラダイムもパラダイムもパラダイムも変変変変わっていくのではないかなというわっていくのではないかなというわっていくのではないかなというわっていくのではないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     ままままだだだだままままだだだだおおおお聞聞聞聞きしたいことはたくさきしたいことはたくさきしたいことはたくさきしたいことはたくさんんんんあるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、、、、実実実実はははは今今今今日日日日はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど司司司司会会会会のののの方方方方がおがおがおがおっしっしっしっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、フロアからもしフロアからもしフロアからもしフロアからもしごごごご質質質質問問問問がおあがおあがおあがおありりりりでしたらでしたらでしたらでしたら、、、、折角折角折角折角のののの機機機機会会会会なのでなのでなのでなので、、、、おおおお受受受受けけけけすることになっていますることになっていますることになっていますることになっていますすすす。。。。4人人人人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がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいますのでいますのでいますのでいますので、、、、どなたにどなたにどなたにどなたに対対対対するするするする質質質質問問問問かということとかということとかということとかということと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、申申申申しわけあしわけあしわけあしわけありりりりませませませませんんんんがががが、、、、進行進行進行進行のののの不不不不手手手手際際際際でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかにににに時間時間時間時間がががが押押押押しておしておしておしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔にににに質質質質問問問問していたしていたしていたしていただだだだけましたらけましたらけましたらけましたら、、、、１１１１～～～～２２２２、、、、質質質質問問問問をををを受受受受けけけけつつつつけようけようけようけようかとかとかとかと思思思思うのですうのですうのですうのですがががが。。。。なになになになにかかかかごごごご質質質質問問問問おあおあおあおありりりりのののの方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質質質質問問問問     （（（（聴聴聴聴取取取取不不不不能能能能）））） 

 谷部長谷部長谷部長谷部長     今今今今ののののごごごご質質質質問問問問はははは、、、、後後後後ろろろろまでまでまでまで聞聞聞聞こえなかったかもしれませこえなかったかもしれませこえなかったかもしれませこえなかったかもしれませんんんん。。。。CO2 のののの排排排排出出出出がががが家庭家庭家庭家庭でででで非非非非常常常常にににに増増増増えているということでえているということでえているということでえているということで、、、、環境環境環境環境省省省省もももも「「「「チーム・チーム・チーム・チーム・ママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「環環環環のののの暮暮暮暮らしらしらしらし」」」」とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなことをなことをなことをなことをややややっているけれどっているけれどっているけれどっているけれど、、、、1つつつつにできないのかとにできないのかとにできないのかとにできないのかと、、、、こういったこういったこういったこういったごごごご質質質質問問問問ななななんんんんですですですです。。。。 

1つつつつにできたらいいのかもしれないにできたらいいのかもしれないにできたらいいのかもしれないにできたらいいのかもしれないんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、歴史歴史歴史歴史的経的経的経的経緯緯緯緯からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、例例例例ええええばばばば、「、「、「、「環環環環のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしをややややっていましたっていましたっていましたっていました」」」」というというというという時時時時「「「「これにこれにこれにこれに引引引引きききき続続続続ききききごごごご参加参加参加参加」」」」でもいいでもいいでもいいでもいいんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、新新新新しいことをしいことをしいことをしいことを「「「「今今今今回回回回はこうはこうはこうはこうやりやりやりやりますますますます」」」」とととと持持持持ってくることでってくることでってくることでってくるこ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りりりますますますますしししし、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの目目目目もももも引引引引いていていていて、、、、新新新新しいしいしいしい人人人人たちのたちのたちのたちの参加参加参加参加がががが得得得得られるというられるというられるというられるという面面面面はあったとはあったとはあったとはあったと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。ききききょょょょうおうおうおうお見見見見えのえのえのえの皆皆皆皆様様様様はははは、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに環境環境環境環境ににににつつつついていていていて関関関関心心心心をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方なのでなのでなのでなので、、、、ああああれもこれもれもこれもれもこれもれもこれも、、、、全部見全部見全部見全部見ていたていたていたていただだだだけるけるけるけるんだろんだろんだろんだろうとうとうとうと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、環環環環のののの暮暮暮暮らしでもアプロらしでもアプロらしでもアプロらしでもアプローチできていなかったーチできていなかったーチできていなかったーチできていなかった人人人人たちがいるたちがいるたちがいるたちがいるんんんんですですですです。。。。小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣がすがすがすがすばばばばらしいなとらしいなとらしいなとらしいなと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、「「「「チーム・チーム・チーム・チーム・ママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％」」」」ををををややややるというるというるというるという前前前前後後後後にににに、「、「、「、「クールクールクールクールビビビビズズズズ」」」」をををを出出出出されたことされたことされたことされたこと。。。。それでフそれでフそれでフそれでファァァァッションッションッションッション業界業界業界業界とかとかとかとか、、、、これまであまこれまであまこれまであまこれまであまりりりり環境環境環境環境そのものにそのものにそのものにそのものに関関関関心心心心をををを持持持持ってこなかったってこなかったってこなかったってこなかったビビビビジネスとジネスとジネスとジネスとかかかかメメメメディディディディアアアア関係関係関係関係とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たちがクッとこっちをたちがクッとこっちをたちがクッとこっちをたちがクッとこっちを向向向向いたいたいたいたんんんんですですですです。。。。そのそのそのその人人人人にににに「「「「環環環環のののの暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに入入入入ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい」」」」でもよかったのかもしれないでもよかったのかもしれないでもよかったのかもしれないでもよかったのかもしれないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ややややははははりりりり新新新新しいしいしいしいキキキキャャャャンンンンペペペペーンとしてーンとしてーンとしてーンとして「「「「クールクールクールクールビビビビズズズズ」、「」、「」、「」、「チーム・チーム・チーム・チーム・ママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％」」」」というのをというのをというのをというのを、、、、小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣ののののキキキキャャャャラクターラクターラクターラクターでででで持持持持っていくことによってっていくことによってっていくことによってっていくことによって運運運運動動動動のののの広広広広ががががりりりりををををねねねねらったというのがらったというのがらったというのがらったというのが事実事実事実事実だだだだととと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。「。「。「。「環環環環のののの暮暮暮暮らしらしらしらし」」」」はははは川川川川口口口口環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣のときにのときにのときにのときに、、、、川川川川口口口口ささささんんんんのののの持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるいるいるいるいろんろんろんろんななななビビビビジネスなジネスなジネスなジネスなどのネットワークからどのネットワークからどのネットワークからどのネットワークから持持持持ってこられてってこられてってこられてってこられて、、、、それはそれはそれはそれは効効効効果果果果があがあがあがありりりりましたけれどましたけれどましたけれどましたけれど、、、、小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣はははは小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣のものすのものすのものすのものすごごごごいいいい力力力力がおあがおあがおあがおありりりりになるのでになるのでになるのでになるので、、、、新新新新しいしいしいしいキキキキャャャャラクターをラクターをラクターをラクターを新新新新しいしいしいしい形形形形でででで、、、、環境環境環境環境省省省省のののの人人人人間間間間からするとからするとからするとからすると、、、、活用活用活用活用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、よよよよりりりり広広広広いいいい層層層層にににに訴訴訴訴えることをえることをえることをえることをねねねねらったらったらったらった。。。。それはそれはそれはそれは、、、、私私私私はははは、、、、あるあるあるある程程程程度成度成度成度成功功功功だだだだったったったったんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 
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 花田花田花田花田ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     ほほほほかにいかがでしかにいかがでしかにいかがでしかにいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。ではではではではさっとさっとさっとさっと引引引引きききき取取取取らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、私私私私、、、、大学大学大学大学におにおにおにおりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、実実実実はははは今今今今、、、、大学大学大学大学生生生生がががが環境環境環境環境教育教育教育教育をををを地域地域地域地域のののの小小小小学学学学校校校校とかとかとかとか保育保育保育保育園園園園ででででややややるということをるということをるということをるということをややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そそそそのののの延延延延長長長長でででで、、、、今今今今小小小小学学学学校校校校ののののほほほほうからうからうからうからオオオオフフフファァァァーがあーがあーがあーがあるとるとるとると、、、、授授授授業以業以業以業以外外外外でででで学学学学生生生生にににに行行行行ってもらったってもらったってもらったってもらったりりりりというようなことをしていますがというようなことをしていますがというようなことをしていますがというようなことをしていますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん地域地域地域地域ががががつつつつながってくるというようなことがながってくるというようなことがながってくるというようなことがながってくるというようなことが見見見見えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつおもしおもしおもしおもしろろろろいのはいのはいのはいのは、、、、例例例例ええええばばばば子子子子供供供供にににに環境環境環境環境教育教育教育教育をするとをするとをするとをすると、、、、子子子子供供供供がががが家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって、「、「、「、「あそこのおあそこのおあそこのおあそこのお店店店店ににににボボボボックスがあるからックスがあるからックスがあるからックスがあるから、、、、おおおお母母母母ささささんんんん、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳パックをパックをパックをパックをごごごごみみみみ箱箱箱箱にににに捨捨捨捨てちてちてちてちゃゃゃゃあかあかあかあかんんんん」」」」とととと。。。。でででで、「、「、「、「あそこあそこあそこあそこのおのおのおのお店店店店にににに持持持持っていったっていったっていったっていったらトイらトイらトイらトイレレレレットットットットペペペペーパーにーパーにーパーにーパーに生生生生まれかわるまれかわるまれかわるまれかわるんやんやんやんやでででで」」」」とととと言言言言ったのがったのがったのがったのが保育保育保育保育園園園園のののの 4 歳歳歳歳児児児児ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。ですからですからですからですから、、、、教育教育教育教育ということでということでということでということで、、、、多多多多分地域分地域分地域分地域ののののつつつつながながながながりりりりもももも、、、、それからそれからそれからそれから世代世代世代世代間間間間ののののつつつつながながながながりりりりというというというというのものものものも生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくるんじんじんじんじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましいましいましいましたたたた。。。。まあまあまあまあ、、、、大学大学大学大学人人人人のののの端端端端くれとしまくれとしまくれとしまくれとしましてしてしてして、、、、意識意識意識意識をををを高高高高めるめるめるめるためのためのためのための教育教育教育教育をををを、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今今今今日日日日ももももいいいいろんろんろんろんなななな世代世代世代世代のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃってってってっていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、世代世代世代世代のののの間間間間でででで知知知知恵恵恵恵をををを継継継継承承承承していっていたしていっていたしていっていたしていっていただだだだくということもものすくということもものすくということもものすくということもものすごごごごくくくく大大大大切切切切じじじじゃゃゃゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが、、、、ぜひぜひぜひぜひ絶絶絶絶望望望望せずにせずにせずにせずに、、、、すすすすてきなてきなてきなてきな日日日日本本本本、、、、世世世世界界界界からからからから環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国としてあこがれてもらえるようなとしてあこがれてもらえるようなとしてあこがれてもらえるようなとしてあこがれてもらえるような日日日日本本本本というというというという姿姿姿姿をまずをまずをまずをまず描描描描いていていていて、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場ででででややややれることをれることをれることをれることをややややっていくっていくっていくっていく。。。。たたたただだだだいまのいまのいまのいまのごごごご質質質質問問問問にあにあにあにありりりりまままましたしたしたしたようにようにようにように、、、、環環環環のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、チーム・チーム・チーム・チーム・6％％％％、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、例例例例ええええばばばばこれならこれならこれならこれならやりやりやりやりたいたいたいたい、、、、こういうのならこういうのならこういうのならこういうのならやりやりやりやりたいというたいというたいというたいという、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあるとあるとあるとあると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、やりやりやりやり方方方方ははははひひひひととととつつつつではないではないではないではないのでのでのでのではないはないはないはないかなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろにににに網網網網をををを投投投投げげげげるといるといるといるといろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで引引引引っっっっかかってくるというのもあるとかかってくるというのもあるとかかってくるというのもあるとかかってくるというのもあ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、、、、そそそそんんんんなななな形形形形でででで意識意識意識意識というのがというのがというのがというのがだんだんだんだんだんだんだんだん向向向向上上上上ししししていくということもあるのではていくということもあるのではていくということもあるのではていくということもあるのでは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したいましたいましたいました。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、私私私私、、、、進行進行進行進行のののの不不不不手手手手際際際際ででででぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりりりりのののの時間時間時間時間になってしまいましたになってしまいましたになってしまいましたになってしまいました。。。。もっともっともっともっともっともっともっともっと 4 人人人人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おにおにおにお話話話話をををを本本本本当当当当にににに私私私私自自自自身身身身もおもおもおもお伺伺伺伺いしたいとこいしたいとこいしたいとこいしたいところろろろなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、残残残残念念念念ながらこれながらこれながらこれながらこれでででで終終終終わわわわりりりりということになということになということになということになりりりりましたましたましたました。。。。今今今今日日日日はははは本本本本当当当当ににににごごごご清清清清聴聴聴聴どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。ききききょょょょうのおうのおうのおうのお聞聞聞聞きになったことをきになったことをきになったことをきになったことを、、、、今今今今日日日日これからこれからこれからこれからすすすすぐぐぐぐ帰帰帰帰りりりり道道道道にににに、、、、またおまたおまたおまたお買買買買いいいい物物物物をされるときをされるときをされるときをされるときににににもももも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと思思思思いいいい出出出出していたしていたしていたしていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。今今今今日日日日はどうもあはどうもあはどうもあはどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの花田様花田様花田様花田様、、、、そしてパネそしてパネそしてパネそしてパネリリリリストのストのストのストの麻麻麻麻埜埜埜埜様様様様、、、、嶋津様嶋津様嶋津様嶋津様、、、、谷様谷様谷様谷様、、、、そしてそしてそしてそして基調基調基調基調講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様にににに、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     今今今今花田様花田様花田様花田様もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、ききききょょょょうのおうのおうのおうのお話話話話をまたおをまたおをまたおをまたお家家家家ののののほほほほうにおうにおうにおうにお帰帰帰帰りりりりになになになになりりりりまままましてしてしてして、、、、ごごごご家家家家族族族族皆皆皆皆様様様様におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。     皆皆皆皆様様様様、、、、いかがいかがいかがいかがだだだだったでしったでしったでしったでしょょょょうかうかうかうか。。。。本本本本日日日日のフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラム、、、、すすすすべべべべてててて終終終終了了了了となとなとなとなりりりりまままましたしたしたした。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物ののののごごごございませざいませざいませざいませんんんんようにようにようにように、、、、おおおお気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りりりりくくくくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、あすまでですけれどもあすまでですけれどもあすまでですけれどもあすまでですけれども、、、、京都環境京都環境京都環境京都環境フェステフェステフェステフェスティバィバィバィバルルルル 2005 をををを開催開催開催開催いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、またまたまたまたあすあすあすあす、、、、よよよよろろろろしけれしけれしけれしければごばごばごばごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、「、「、「、「ゼロゼロゼロゼロ エミッションエミッションエミッションエミッション フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・京都京都京都京都」」」」をををを閉閉閉閉会会会会とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、長長長長時間時間時間時間にわたにわたにわたにわたりりりりましておましておましておましておつつつつきききき合合合合いいいい、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 
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――――――――    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・那覇那覇那覇那覇 

～～～～持続可能持続可能持続可能持続可能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私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会～～～～ 

 日日日日時時時時    ：：：：    2006 年年年年 1 月月月月 26日日日日（（（（木木木木））））13:00－－－－17:00 場場場場所所所所    ：：：：    パパパパレレレレットットットット市民市民市民市民劇劇劇劇場場場場（（（（那覇市那覇市那覇市那覇市）））） プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            翁長雄志翁長雄志翁長雄志翁長雄志    氏氏氏氏 那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長 

              伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子  氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長代理長代理長代理長代理 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシーにクラシーにクラシーにクラシーにつつつついていていていて」」」」 飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也    氏氏氏氏            特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人法人法人法人 環境環境環境環境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研究研究研究研究所長所長所長所長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションスカッションスカッションスカッション    「「「「那覇市那覇市那覇市那覇市のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー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」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                             伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子  氏氏氏氏        琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学法法法法文文文文学学学学部教授部教授部教授部教授                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学 ZEF プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー                             與儀與儀與儀與儀    勉勉勉勉    氏氏氏氏            沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力株式株式株式株式会社研究開発会社研究開発会社研究開発会社研究開発部長部長部長部長                             高平兼司高平兼司高平兼司高平兼司    氏氏氏氏            沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進セセセセンターンターンターンター事業事業事業事業統括統括統括統括部長部長部長部長                             奥奥奥奥島島島島憲二憲二憲二憲二    氏氏氏氏            株式株式株式株式会社会社会社会社りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業本事業本事業本事業本部部部部 

                                ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室室室室長長長長 

              末吉末吉末吉末吉正幸正幸正幸正幸  氏氏氏氏      那覇市環境那覇市環境那覇市環境那覇市環境部長部長部長部長 

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

 

 議事議事議事議事 司司司司会会会会（（（（島島島島田田田田）））） 皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。本本本本日日日日はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムならびにゼロエミッションフォーラムならびにゼロエミッションフォーラムならびにゼロエミッションフォーラムならびに那覇市那覇市那覇市那覇市がががが主催主催主催主催いたしまいたしまいたしまいたしますすすす、、、、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・・・・インインインイン・・・・那覇那覇那覇那覇ににににごごごご来場来場来場来場いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私はははは、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会会会会をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきまきまきまきますすすす島島島島田田田田聡聡聡聡子子子子とととと申申申申しますしますしますします。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまよいまよいまよいまよりりりり、、、、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・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・那覇那覇那覇那覇をををを開開開開会会会会させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  開会開会開会開会にににに当当当当たたたたりりりり、、、、主催者主催者主催者主催者をををを代表代表代表代表してしてしてして、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長、、、、翁長雄志翁長雄志翁長雄志翁長雄志よよよよりりりり皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 翁長翁長翁長翁長那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長     どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長のののの翁長雄志翁長雄志翁長雄志翁長雄志ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。「「「「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・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・那覇那覇那覇那覇」」」」をををを開催開催開催開催するにあたするにあたするにあたするにあたりりりりましてましてましてまして、、、、主催者主催者主催者主催者をををを代表代表代表代表してしてしてしてごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。 
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    まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学にはにはにはには、、、、これまでこれまでこれまでこれまで本市本市本市本市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事業事業事業事業ならびにならびにならびにならびに本本本本フォフォフォフォーラムのーラムのーラムのーラムの開催開催開催開催にににに当当当当たたたたりりりり多多多多大大大大ななななごごごご支支支支援援援援をををを賜賜賜賜りりりりましたことにましたことにましたことにましたことに対対対対しししし、、、、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。。。。     またまたまたまた、、、、本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催にににに際際際際しましてはしましてはしましてはしましては、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学、、、、伊波美智子教授伊波美智子教授伊波美智子教授伊波美智子教授をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、伊波教伊波教伊波教伊波教授授授授にはにはにはには、、、、私私私私がががが市市市市長長長長にににに就任就任就任就任してしてしてして、、、、5 年年年年前前前前にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション推進推進推進推進室室室室をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて立立立立ちちちち上上上上げげげげたわけであたわけであたわけであたわけでありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの最初最初最初最初からからからからかかわっていたかかわっていたかかわっていたかかわっていただだだだいていていていて、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの参参参参与与与与としてとしてとしてとして 3 年年年年間面間面間面間面倒倒倒倒をををを見見見見ていたていたていたていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今ももももごごごご指指指指導導導導いたいたいたいただだだだきながきながきながきながらゼロエミッションらゼロエミッションらゼロエミッションらゼロエミッション推進推進推進推進室室室室をををを運運運運営営営営させてもらっていますさせてもらっていますさせてもらっていますさせてもらっています。。。。そのそのそのその伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、本本本本日日日日ののののパネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、またまたまたまたごごごご協協協協賛賛賛賛をいたをいたをいたをいただだだだきましたエネルギーきましたエネルギーきましたエネルギーきましたエネルギー関連会社関連会社関連会社関連会社のののの皆皆皆皆様様様様、、、、さらにさらにさらにさらにごごごご後後後後援援援援をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ほほほほかかかか関係団体関係団体関係団体関係団体のののの皆皆皆皆様様様様にこのにこのにこのにこの場場場場合合合合をおをおをおをお借借借借りりりりいたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、深深深深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。。。。     那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学がアジェンダがアジェンダがアジェンダがアジェンダ 21 のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために提唱提唱提唱提唱したゼロエミッシしたゼロエミッシしたゼロエミッシしたゼロエミッションのョンのョンのョンの理念理念理念理念にににに基基基基づきづきづきづき、、、、平平平平成成成成 13 年度年度年度年度からからからから持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成ののののためのためのためのための事業事業事業事業をををを推進推進推進推進してきたとしてきたとしてきたとしてきたとこここころろろろであであであでありりりりますますますます。。。。当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立をををを図図図図るるるる、、、、ババババランスのとれたランスのとれたランスのとれたランスのとれた社会社会社会社会のののの形成形成形成形成というものはというものはというものはというものは一自治体一自治体一自治体一自治体のののの努努努努力力力力のみではのみではのみではのみでは解解解解決決決決できるできるできるできる問問問問題題題題ではあではあではあではありりりりませませませませんんんん。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、すすすすべべべべてのてのてのての地域地域地域地域がががが一一一一斉斉斉斉にににに動動動動きききき出出出出すまですまですまですまで待待待待っているっているっているっている場場場場合合合合ではないというではないというではないというではないという差差差差しししし迫迫迫迫ったったったった思思思思いをいをいをいを常常常常々々々々感感感感じじじじているとこているとこているとこているところろろろであであであでありりりり、、、、今今今今後後後後ともともともとも地域地域地域地域のののの未未未未来来来来をををを考考考考ええええ、、、、できるとこできるとこできるとこできるところろろろからからからから着手着手着手着手をしをしをしをし、、、、地域地域地域地域やややや関係団体等関係団体等関係団体等関係団体等とととと連連連連携携携携をををを図図図図りりりりながらながらながらながら進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろであであであでありりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日のフォーラムはのフォーラムはのフォーラムはのフォーラムは、、、、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にににに向向向向けてけてけてけて重要重要重要重要なななな柱柱柱柱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エネルギー問問問問題題題題にににに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当ててフォててフォててフォててフォーラムをーラムをーラムをーラムを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますがますがますがますが、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料がががが地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええ、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつそのそのそのその可可可可採埋採埋採埋採埋蔵蔵蔵蔵量量量量のののの限限限限界界界界もももも近近近近づきづきづきづきつつつつつつつつあるのはあるのはあるのはあるのは皆皆皆皆様様様様ももももごごごご存存存存じじじじのことであのことであのことであのことでありりりりますますますます。。。。このようなこのようなこのようなこのような時期時期時期時期においてにおいてにおいてにおいて本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの趣旨趣旨趣旨趣旨であであであでありりりりますエネルギーますエネルギーますエネルギーますエネルギー問問問問題題題題をををを考考考考えることはえることはえることはえることは、、、、今今今今後後後後のののの社会社会社会社会にとってにとってにとってにとって避避避避けることのできないけることのできないけることのできないけることのできない極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なテーなテーなテーなテーマだマだマだマだとととと認識認識認識認識しているとこしているとこしているとこしているところろろろであであであでありりりり、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様のののの熱熱熱熱いいいい討討討討論論論論をををを期待期待期待期待するものであするものであするものであするものでありりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演にはにはにはには、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー専専専専門門門門家家家家としてとしてとしてとして国内国内国内国内外外外外ででででごごごご活活活活躍躍躍躍のののの飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也氏氏氏氏をおをおをおをお迎迎迎迎えしえしえしえし、、、、北欧北欧北欧北欧のののの先進的先進的先進的先進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対対対対策策策策などになどになどになどにつつつついていていていて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くくくくほほほほかかかか、、、、県内県内県内県内のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー事事事事情情情情ににににごごごご精精精精通通通通のののの皆皆皆皆様様様様によるパネルによるパネルによるパネルによるパネル討討討討議議議議をををを行行行行っていたっていたっていたっていただだだだくくくく予予予予定定定定ですですですです。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの安安安安心心心心でででで快適快適快適快適なななな地地地地域域域域のののの未未未未来来来来のためにエネルギーのためにエネルギーのためにエネルギーのためにエネルギー問問問問題題題題にににに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような取取取取りりりり組組組組みができるのかみができるのかみができるのかみができるのか、、、、市民市民市民市民やややや企業企業企業企業、、、、行行行行政政政政にどのようなにどのようなにどのようなにどのような役割役割役割役割がががが担担担担えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、明明明明らかにしていきたいとらかにしていきたいとらかにしていきたいとらかにしていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー問問問問題題題題はははは、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、行行行行政政政政をををを含含含含めすめすめすめすべべべべてにてにてにてに関係関係関係関係しししし、、、、すすすすべべべべてのてのてのての人人人人々々々々がともにがともにがともにがともに取取取取りりりり組組組組まなけまなけまなけまなけれれれればばばば解解解解決決決決できないできないできないできない問問問問題題題題であであであでありりりりますますますます。。。。本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様をはをはをはをはじじじじめめめめ多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々ににににエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問問問問題題題題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ていためていためていためていただだだだきききき、、、、協働協働協働協働してしてしてして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けけけけ、、、、ともともともともにににに手手手手をををを携携携携えてえてえてえ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きますことをおきますことをおきますことをおきますことを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とともにますとともにますとともにますとともに、、、、本本本本フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがそのがそのがそのがその原原原原動力動力動力動力となとなとなとなりりりりますことをますことをますことをますことを期待期待期待期待いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、私私私私のあいさのあいさのあいさのあいさつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。あああありりりりがとがとがとがとううううごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     那覇市那覇市那覇市那覇市長長長長、、、、翁長雄志翁長雄志翁長雄志翁長雄志よよよよりごりごりごりごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。     本本本本来来来来ならならならならばばばば、、、、ここでここでここでここで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会会会長長長長よよよよりりりり皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる予予予予定定定定でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、国国国国外外外外へへへへのののの出出出出張張張張のためのためのためのため直直直直接接接接ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげることができることができることができることができないことをあらかないことをあらかないことをあらかないことをあらかじじじじめおわびめおわびめおわびめ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。。。。会会会会長長長長にかわにかわにかわにかわりりりりましてましてましてまして、、、、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ゼロエミゼロエミゼロエミッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラム理理理理事事事事のののの伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子よよよよりりりり、、、、皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。 
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 伊波伊波伊波伊波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会会会長代理長代理長代理長代理     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だだだきましたきましたきましたきました伊波伊波伊波伊波ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。会会会会長長長長からからからからメメメメッッッッセセセセージをージをージをージを預預預預かってまいかってまいかってまいかってまいりりりり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司司司司会会会会のののの方方方方のおのおのおのお話話話話にもあにもあにもあにもありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、たたたただだだだいまいまいまいま国国国国外外外外にににに出出出出張張張張中中中中ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、代代代代読読読読をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     「「「「このたびこのたびこのたびこのたび、、、、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・那覇那覇那覇那覇のののの開催開催開催開催にににに当当当当たたたたりりりり、、、、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をゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを代表代表代表代表してしてしてして一言一言一言一言ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。 ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというココココンンンンセセセセプトはプトはプトはプトは、、、、1994 年年年年にスタートしたにスタートしたにスタートしたにスタートした、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッシッシッシッションョンョンョン研究構想研究構想研究構想研究構想プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに始始始始ままままりりりりましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2000 年年年年にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション運運運運動動動動をををを日日日日本本本本初初初初のののの運運運運動動動動としてとしてとしてとして国内国内国内国内外外外外にににに広広広広めるためにめるためにめるためにめるために設立設立設立設立されたのがされたのがされたのがされたのが産業界産業界産業界産業界、、、、学会学会学会学会、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの 3つつつつのグループからなるゼロエミッションフォーラムでのグループからなるゼロエミッションフォーラムでのグループからなるゼロエミッションフォーラムでのグループからなるゼロエミッションフォーラムでごごごございますざいますざいますざいます。。。。ごごごご当当当当地地地地のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におきにおきにおきにおきましてはましてはましてはましては、、、、1996 年年年年、、、、97 年年年年、、、、98 年年年年、、、、そしてそしてそしてそして 2002 年年年年とととと、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに計計計計 4回回回回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にンにンにンに関関関関するするするする講演講演講演講演会会会会、、、、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開催開催開催開催されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。2000 年年年年 3 月月月月にはにはにはには、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの『『『『「「「「ゼロエミッションアイランゼロエミッションアイランゼロエミッションアイランゼロエミッションアイランドドドド沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」構想構想構想構想』』』』がががが発発発発表表表表されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその折折折折にはにはにはには私私私私もももも委委委委員員員員としてとしてとしてとして参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたことをきましたことをきましたことをきましたことを懐懐懐懐かしくかしくかしくかしく思思思思いいいい出出出出しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ににににおかれましてはおかれましてはおかれましてはおかれましては、、、、2001 年度年度年度年度からゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッションからゼロエミッション推進推進推進推進室室室室をををを設設設設置置置置されされされされ、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン基本構想基本構想基本構想基本構想策定策定策定策定にににに際際際際しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私どものどものどものどもの山山山山路路路路敬敬敬敬三三三三前前前前会会会会長長長長がががが委員委員委員委員としておとしておとしておとしてお手手手手伝伝伝伝いさせていいさせていいさせていいさせていたたたただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、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とゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムと沖縄沖縄沖縄沖縄とはとはとはとは浅浅浅浅からからからからぬぬぬぬ縁縁縁縁ががががごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという新新新新しいしいしいしいココココンンンンセセセセププププセセセセトをトをトをトを行行行行政政政政のののの一一一一部門部門部門部門としてとしてとしてとして取取取取りりりり入入入入れるというのはれるというのはれるというのはれるというのは、、、、政政政政治治治治家家家家のののの英英英英断断断断によってしかできないことでによってしかできないことでによってしかできないことでによってしかできないことで、、、、翁長翁長翁長翁長市市市市長長長長のののの慧眼慧眼慧眼慧眼にににに敬敬敬敬意意意意をををを評評評評するするするする次次次次第第第第であであであでありりりりますますますます。。。。     とことことこところろろろでででで、、、、人類人類人類人類はははは歴史歴史歴史歴史上上上上初初初初めてめてめてめて地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にににに直面直面直面直面しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。現現現現代代代代はははは、、、、人口人口人口人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加加加加するするするする中中中中でででで、、、、南南南南北問北問北問北問題題題題をををを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながら、、、、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枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、環境環境環境環境のののの悪悪悪悪化化化化、、、、そしてそしてそしてそしてまたまたまたまた人類人類人類人類のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる幸幸幸幸せのせのせのせの増増増増加加加加をををを同同同同時時時時にににに解解解解決決決決するためのするためのするためのするための新新新新しいしいしいしい地球地球地球地球文明文明文明文明とととと申申申申しますかしますかしますかしますか、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための文明文明文明文明がががが求求求求められているめられているめられているめられている時期時期時期時期だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。考考考考えようによっえようによっえようによっえようによってはてはてはては、、、、企業経営者企業経営者企業経営者企業経営者としてとしてとしてとして社会社会社会社会のおのおのおのお役役役役にににに立立立立つつつつことができることができることができることができるやりやりやりやりがいのあるがいのあるがいのあるがいのある時時時時代代代代だだだだともともともとも言言言言えまえまえまえますすすす。。。。本本本本日日日日のテーのテーのテーのテーママママであるであるであるである、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能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私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会にににに関連関連関連関連していえしていえしていえしていえばばばば、、、、再生再生再生再生資源資源資源資源であるであるであるであるババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをいかにをいかにをいかにをいかに活用活用活用活用していくかというのもしていくかというのもしていくかというのもしていくかというのも、、、、資資資資源源源源問問問問題題題題にににに対対対対するするするする大大大大きなきなきなきな解解解解決決決決案案案案ですですですです。。。。2002 年年年年にににに政政政政府府府府はははは「「「「ババババイイイイオマオマオマオマスニッスニッスニッスニッポポポポンンンン」」」」をををを閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。石石石石炭炭炭炭やオやオやオやオイル・イル・イル・イル・リリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーでーでーでーで成立成立成立成立したしたしたした 20世世世世紀紀紀紀からからからから、、、、21世世世世紀紀紀紀ははははババババイイイイオマオマオマオマス・ス・ス・ス・リリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーをーをーをーを核核核核としたとしたとしたとしたババババイイイイオマオマオマオマスススス産業産業産業産業ののののココココンプンプンプンプレレレレックスがックスがックスがックスが地域地域地域地域にににに分分分分散散散散したしたしたした社会社会社会社会にににに移移移移行行行行しようということですしようということですしようということですしようということです。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、未未未未来来来来のののの企業企業企業企業というのはというのはというのはというのは地域地域地域地域のののの雇雇雇雇用用用用のののの増増増増大大大大をををを目指目指目指目指しししし、、、、資資資資源源源源もももも、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ地域地域地域地域のののの再生再生再生再生資源資源資源資源、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然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活用活用活用活用しししし、、、、地地地地場場場場のののの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かかかかしたしたしたした NPO 的的的的なななな企業企業企業企業群群群群ともになっていくのではないかとともになっていくのではないかとともになっていくのではないかとともになっていくのではないかと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そのそのそのその地域基盤地域基盤地域基盤地域基盤にににに立立立立ってってってって省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、高高高高度度度度ハハハハイテクイテクイテクイテク企業企業企業企業がグローがグローがグローがグローババババルにルにルにルに活動活動活動活動できるものとできるものとできるものとできるものと思思思思いますいますいますいます。。。。 本本本本日日日日はははは、、、、外外外外国国国国出出出出張張張張のためフォーラムにのためフォーラムにのためフォーラムにのためフォーラムに参加参加参加参加できないことをできないことをできないことをできないことを残残残残念念念念にににに思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をくをくをくをくだだだださいますさいますさいますさいます環境環境環境環境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研究研究研究研究所長所長所長所長のののの飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也様様様様をはをはをはをはじじじじめパネラーのめパネラーのめパネラーのめパネラーの皆皆皆皆様様様様、、、、そしそしそしそしてててて会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様やややや関係各関係各関係各関係各位位位位ののののごごごご協力協力協力協力におにおにおにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、主催者主催者主催者主催者のののの一一一一人人人人としてとしてとしてとしてごごごごあいあいあいあいささささつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。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フォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸」」」」     以以以以上上上上、、、、代代代代読読読読ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 
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司司司司会会会会     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会会会長代理長代理長代理長代理、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子よよよよりりりり、、、、皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ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。。。。     引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。舞舞舞舞台台台台のののの準備準備準備準備がががが整整整整いますまでいますまでいますまでいますまで、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちくちくちくちくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 （（（（舞舞舞舞台台台台準備準備準備準備）））） 

 

基調講演基調講演基調講演基調講演 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、早早早早速速速速、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をををを始始始始めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。     本本本本日日日日、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演のののの講講講講師師師師をををを務務務務めていためていためていためていただだだだきますのはきますのはきますのはきますのは、、、、特定非特定非特定非特定非営利活動営利活動営利活動営利活動法人法人法人法人、、、、環境環境環境環境エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策政策政策政策研究研究研究研究所所長所所長所所長所所長のののの飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也様様様様ですですですです。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、飯田様飯田様飯田様飯田様のプロフのプロフのプロフのプロフィィィィールをールをールをールをごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也様様様様はははは、、、、山口山口山口山口県県県県ののののごごごご出出出出身身身身であられであられであられであられ、、、、京都大学京都大学京都大学京都大学原子原子原子原子核核核核工工工工学学学学専専専専攻攻攻攻をををを修修修修了了了了されされされされ、、、、東東東東京大京大京大京大学先学先学先学先端端端端科学技術研究科学技術研究科学技術研究科学技術研究セセセセンターンターンターンター博博博博士士士士課課課課程程程程をををを単単単単位取位取位取位取得満得満得満得満期期期期退退退退学学学学なさなさなさなさりりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、大大大大手手手手鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼メメメメーカーーカーーカーーカー、、、、電電電電力関連研究力関連研究力関連研究力関連研究機機機機関関関関でででで原子原子原子原子力力力力 R&D にににに従従従従事事事事されされされされ、、、、現現現現在在在在はははは NPO法人法人法人法人環境環境環境環境エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策政策政策政策研究研究研究研究所所所所のののの所長所長所長所長ににににごごごご在在在在職職職職ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。そのそのそのその他他他他、、、、日日日日本本本本総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所主主主主任任任任研究研究研究研究員員員員、、、、自自自自然然然然エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー促進促進促進促進法法法法推進推進推進推進ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、NPO法人法人法人法人高高高高木木木木仁仁仁仁三三三三郎郎郎郎市民科学基市民科学基市民科学基市民科学基金金金金共共共共同代表同代表同代表同代表、、、、ググググリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力認証機認証機認証機認証機構構構構理理理理事事事事、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ルンルンルンルンドドドド大学環境大学環境大学環境大学環境エネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステム研究研究研究研究所所所所客客客客員員員員研究研究研究研究員員員員ななななどのどのどのどの要要要要職職職職におにおにおにお就就就就きになっておられますきになっておられますきになっておられますきになっておられます。。。。自自自自然然然然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ではではではでは日日日日本本本本のののの第第第第一一一一人人人人者者者者であであであでありりりり、、、、国際的国際的国際的国際的にもにもにもにも豊豊豊豊富富富富なネットワークをなネットワークをなネットワークをなネットワークを有有有有しておしておしておしておりりりり、、、、具具具具体的体的体的体的なななな政策政策政策政策提言提言提言提言とととと積極的積極的積極的積極的なななな活動活動活動活動やややや発言発言発言発言にににによよよよりりりり日日日日本本本本のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響力力力力をををを与与与与えておられますえておられますえておられますえておられます。。。。 本本本本日講演日講演日講演日講演していたしていたしていたしていただだだだくテーくテーくテーくテーママママはははは、「、「、「、「北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシーにクラシーにクラシーにクラシーにつつつついていていていて」」」」ですですですです。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、飯田様飯田様飯田様飯田様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 飯田所長飯田所長飯田所長飯田所長     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、環境環境環境環境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研究研究研究研究所所所所、、、、飯田哲飯田哲飯田哲飯田哲也也也也とととと申申申申しますしますしますします。。。。本本本本日日日日はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような盛盛盛盛大大大大なななな席席席席におにおにおにお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。このこのこのこの那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、そしてそしてそしてそして沖縄沖縄沖縄沖縄全全全全島島島島、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県全全全全域域域域がががが、、、、まさにまさにまさにまさに持続持続持続持続可能可能可能可能なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー社会社会社会社会、、、、エネルギーアイランエネルギーアイランエネルギーアイランエネルギーアイランドドドドとかとかとかとか、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、平平平平和和和和でででで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな島島島島、、、、そうそうそうそういったものをいったものをいったものをいったものを目指目指目指目指していくしていくしていくしていく上上上上でででで、、、、本本本本日日日日はははは北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシーにクラシーにクラシーにクラシーにつつつついていていていて講演講演講演講演ののののごごごご依依依依頼頼頼頼をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは従従従従来来来来、、、、技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経済経済経済経済、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形からからからから議議議議論論論論されてきましたけれどもされてきましたけれどもされてきましたけれどもされてきましたけれども、、、、私私私私がもうがもうがもうがもう 6 年年年年前前前前にににに出版出版出版出版したしたしたした「「「「エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーデモデモデモデモクラシークラシークラシークラシー」、」、」、」、むむむむししししろろろろ民主主民主主民主主民主主義義義義とかとかとかとか市民市民市民市民参加参加参加参加、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域のののの自自自自己己己己決決決決定定定定、、、、そういったそういったそういったそういった形形形形からエネルギーのあからエネルギーのあからエネルギーのあからエネルギーのありりりり方方方方をををを考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが今今今今非非非非常常常常にににに重要重要重要重要になってきているのになってきているのになってきているのになってきているのではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、そういったそういったそういったそういった話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っっっっていていていていますますますます。。。。     表表表表にもにもにもにも本本本本がががが少少少少しししし置置置置いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、このこのこのこの「「「「北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシークラシークラシークラシー」、」、」、」、本本本本がががが出出出出たのたのたのたのはもうはもうはもうはもう既既既既にににに 6 年年年年前前前前でででで、、、、私私私私がががが既既既既にににに 10 年年年年近近近近くくくく前前前前にににに北欧北欧北欧北欧にににに滞滞滞滞在在在在したときにしたときにしたときにしたときに見見見見聞聞聞聞きしたこときしたこときしたこときしたこと、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは研究成研究成研究成研究成果果果果をををを、、、、そのそのそのその後後後後もももも含含含含めてまとめたものですがめてまとめたものですがめてまとめたものですがめてまとめたものですが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、日日日日本本本本にににに戻戻戻戻ってきてもうってきてもうってきてもうってきてもう 10
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年年年年近近近近くくくく、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも当時当時当時当時はははは、、、、例例例例ええええばばばば北欧北欧北欧北欧にあるようなにあるようなにあるようなにあるような地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー公公公公社社社社のようなもののようなもののようなもののようなもの、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが日日日日本本本本でもでもでもでも必要必要必要必要ではないかということをではないかということをではないかということをではないかということを言言言言うとうとうとうと、、、、当時当時当時当時ははははほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに夢夢夢夢物物物物語語語語だだだだったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、今今今今、、、、実実実実はそうではなくなってきはそうではなくなってきはそうではなくなってきはそうではなくなってきつつつつつつつつあるのではないかあるのではないかあるのではないかあるのではないか。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、私自私自私自私自身身身身がこのがこのがこのがこの 10 年年年年間間間間取取取取りりりり組組組組んんんんできたことできたことできたことできたこと、、、、特特特特にににに日日日日本本本本でのでのでのでの経経経経験験験験もももも含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今日日日日おおおお話話話話ができれができれができれができればばばばとととといういういういうふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。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政策政策政策政策をををを技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経済経済経済経済ではなくてではなくてではなくてではなくて民民民民主主主主主主主主義義義義、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはデモデモデモデモクラシーのクラシーのクラシーのクラシーの観観観観点点点点からなからなからなからなぜぜぜぜ議議議議論論論論しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんだろんだろんだろんだろうかというこうかというこうかというこうかということをとをとをとを、、、、非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単にまとめてみましたにまとめてみましたにまとめてみましたにまとめてみました。。。。まずまずまずまず第第第第 1 にににに日日日日本本本本のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策がががが、、、、はっきはっきはっきはっきりりりり言言言言ってってってって破破破破綻綻綻綻しているしているしているしている。。。。特特特特にににに中中中中央政央政央政央政府府府府のののの行行行行っているエネルギーっているエネルギーっているエネルギーっているエネルギー政策政策政策政策というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに惨憺惨憺惨憺惨憺たるたるたるたる状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。 今一今一今一今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政策政策政策政策においてにおいてにおいてにおいて最最最最もももも重要重要重要重要にににに考考考考えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは気気気気候候候候変変変変動動動動政策政策政策政策。。。。つつつついいいい昨昨昨昨日日日日でででですかすかすかすか、、、、今今今今週週週週月月月月曜曜曜曜日日日日にイギにイギにイギにイギリリリリスのスのスのスのガガガガーーーーディディディディアンといアンといアンといアンというううう新新新新聞聞聞聞でででで、、、、20 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前にににに、、、、もうちもうちもうちもうちょょょょっとっとっとっと前前前前ですですですですねねねね、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体がががが 1つつつつのののの生生生生命命命命体体体体のようにのようにのようにのように今今今今のののの気気気気候候候候あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生命命命命体体体体をををを維維維維持持持持しているしているしているしている、、、、ガガガガイアイアイアイア仮仮仮仮説説説説というのをというのをというのをというのを唱唱唱唱えたラブロックえたラブロックえたラブロックえたラブロック博博博博士士士士がががが、、、、もうもうもうもう地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは手手手手おくれおくれおくれおくれだだだだというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう記事記事記事記事をををを寄寄寄寄稿稿稿稿しましたしましたしましたしました。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして、、、、同同同同じじじじ環境環境環境環境派派派派からはからはからはからは、、、、いいいいやややや、、、、ままままだやりだやりだやりだやりようはあるようはあるようはあるようはあるんだんだんだんだとととと反反反反論論論論がががが寄寄寄寄せられるなどせられるなどせられるなどせられるなど、、、、相相相相当当当当物物物物議議議議をををを醸醸醸醸ししししておておておておりりりりますますますます。。。。アアアアメメメメリリリリカなカなカなカなんんんんかではかではかではかでは、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題はははは、、、、あるのかないのかというあるのかないのかというあるのかないのかというあるのかないのかという議議議議論論論論もまもまもまもまだだだだ一一一一部部部部にはあるにはあるにはあるにはある一方一方一方一方でででで、、、、欧欧欧欧州州州州ではではではでは、、、、もうもうもうもう手手手手おくれおくれおくれおくれだだだだというようなというようなというようなというような記事記事記事記事がががが出出出出始始始始めているめているめているめているぐぐぐぐららららいのいのいのいの、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況であであであでありりりりながらながらながらながら、、、、日日日日本本本本ではエネルギーではエネルギーではエネルギーではエネルギー政策政策政策政策はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省がががが所管所管所管所管していてしていてしていてしていて、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題はははは環境環境環境環境省省省省がががが所管所管所管所管しているしているしているしている。。。。今今今今日日日日、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも後後後後援援援援にににに入入入入っていたっていたっていたっていただだだだいていますいていますいていますいていますがががが、、、、ややややははははりりりりこのこのこのこの省庁省庁省庁省庁 2 つつつつにににに分分分分かれているかれているかれているかれている気気気気候候候候変変変変動動動動政策政策政策政策がまたがまたがまたがまた裂裂裂裂きききき状状状状態態態態にあってにあってにあってにあって、、、、現実現実現実現実にににに、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はははは 1990 年年年年比比比比でででで、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素にににに限限限限らずらずらずらず、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスススス、、、、日日日日本本本本ははははママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％といといといというううう国際国際国際国際公公公公約約約約をしているわけですがをしているわけですがをしているわけですがをしているわけですが、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上にににに、、、、今今今今後後後後 2050 年年年年、、、、2100 年年年年をををを目指目指目指目指すとすとすとすとママママイナスイナスイナスイナス
60％％％％、、、、ママママイナスイナスイナスイナス 80％％％％、、、、そういうそういうそういうそういう抜抜抜抜本的本的本的本的にエネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギー政策政策政策政策をををを見見見見直直直直さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そういそういそういそういうううう状況状況状況状況にあにあにあにありりりりながらながらながらながら、、、、現実現実現実現実にはにはにはには既既既既にプラスにプラスにプラスにプラス 8％％％％ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで増増増増えているえているえているえている。。。。ほほほほかのエネルギーかのエネルギーかのエネルギーかのエネルギー政政政政策策策策のののの問問問問題題題題でででで言言言言うとうとうとうと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる原子原子原子原子力力力力政策政策政策政策、、、、ととととりりりりわけわけわけわけ核核核核燃燃燃燃料料料料サイクルサイクルサイクルサイクル、、、、これはこれはこれはこれは青青青青森森森森県県県県下下下下北北北北ににににあああありりりりますますますます六六六六ヶヶヶヶ所再所再所再所再処処処処理工理工理工理工場場場場があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、これがこれがこれがこれが早早早早けれけれけれければばばば今年今年今年今年のののの春春春春にもにもにもにも本本本本物物物物のののの使使使使用済用済用済用済みみみみ燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ったったったった試試試試験験験験をををを始始始始めようとしているめようとしているめようとしているめようとしている。。。。これによってこれによってこれによってこれによって、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも十十十十数数数数兆円兆円兆円兆円、、、、おそらくはおそらくはおそらくはおそらくは数数数数十兆円十兆円十兆円十兆円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの国民国民国民国民負担負担負担負担がかかるがかかるがかかるがかかる上上上上にににに、、、、2050 年年年年になってもになってもになってもになっても、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 1キキキキロワットアワロワットアワロワットアワロワットアワーのーのーのーの電電電電気気気気もももも生生生生みみみみ出出出出さないのではないかさないのではないかさないのではないかさないのではないか。。。。むむむむししししろろろろ膨膨膨膨大大大大なななな放放放放射射射射能能能能をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす。。。。フランスをフランスをフランスをフランスを含含含含めめめめてててて、、、、先進国先進国先進国先進国ががががほほほほぼぼぼぼ放棄放棄放棄放棄をしてをしてをしてをしているこういういるこういういるこういういるこういう技術技術技術技術にのめにのめにのめにのめりりりり込込込込むむむむ、、、、そういうエネルギーそういうエネルギーそういうエネルギーそういうエネルギー政策政策政策政策がががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原子原子原子原子力力力力政策政策政策政策がいまがいまがいまがいまだだだだにまかにまかにまかにまかりりりり通通通通るるるる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、単単単単純純純純にににに原子原子原子原子力推進力推進力推進力推進反反反反対対対対というというというという二二二二項項項項対対対対立立立立のののの問問問問題題題題ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、従従従従来来来来からからからから原子原子原子原子力力力力をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた人人人人たちのたちのたちのたちの中中中中からもからもからもからも相相相相当異論当異論当異論当異論がががが出出出出てきたてきたてきたてきたにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、これがこれがこれがこれが通通通通ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年 10 月月月月にににに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる原子原子原子原子力力力力政策政策政策政策大大大大綱綱綱綱とととといういういういう形形形形でででで政政政政府府府府決決決決定定定定がががが行行行行われたというわれたというわれたというわれたという、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題があがあがあがありりりりますますますます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、電電電電力市力市力市力市場場場場自自自自由由由由化化化化もももも日日日日本本本本だだだだけはけはけはけは非非非非常常常常にににに特特特特殊殊殊殊なななな状況状況状況状況にあってにあってにあってにあって、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる経済経済経済経済原理原理原理原理主主主主義義義義、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市場場場場原理原理原理原理主主主主義義義義のののの人人人人たちのたちのたちのたちの主主主主張張張張するするするする、、、、電電電電気気気気をいかにをいかにをいかにをいかに安安安安くするくするくするくするべべべべきかきかきかきか、、、、そそそそのたのたのたのためにめにめにめに自自自自由由由由化化化化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うというというという、、、、そういうそういうそういうそういう市市市市場場場場原理原理原理原理主主主主義義義義のののの人人人人とととと電電電電力会社力会社力会社力会社のののの、、、、まあまあまあまあ、、、、これはこれはこれはこれは既既既既得権益得権益得権益得権益とととと呼呼呼呼んんんんでいいのかどうかでいいのかどうかでいいのかどうかでいいのかどうか、、、、従従従従来来来来のののの伝伝伝伝統統統統的的的的なななな電電電電力会社力会社力会社力会社のののの人人人人たちのいわゆるたちのいわゆるたちのいわゆるたちのいわゆる安定安定安定安定供供供供給給給給、、、、このこのこのこの 2 つつつつがががが二二二二項項項項対対対対立立立立になっているわけですがになっているわけですがになっているわけですがになっているわけですが、、、、第第第第 3 のののの道道道道、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた市市市市場場場場であであであでありりりりながらながらながらながら、、、、ししししかしかしかしかし、、、、全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては環境環境環境環境保全保全保全保全的的的的にににに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは持続可能持続可能持続可能持続可能なエネルギーシステムのなエネルギーシステムのなエネルギーシステムのなエネルギーシステムの方向方向方向方向にににに目指目指目指目指していくというしていくというしていくというしていくという、、、、第第第第 3 のののの道道道道がががが日日日日本本本本ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない。。。。そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題かあるとかあるとかあるとかあると思思思思いいいい
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ますますますます。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、最最最最後後後後にににに、、、、自自自自然然然然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、、、、今今今今日日日日一一一一番話番話番話番話のののの中中中中心心心心になになになになりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、国際的国際的国際的国際的にはにはにはには自自自自然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーがもうもうもうもう、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、いいいいいいいい意意意意味味味味のののの暴暴暴暴風雨風雨風雨風雨のようなのようなのようなのような活活活活況況況況にあにあにあにありりりりましすましすましすましす。。。。例例例例ええええばばばば今今今今、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ををををつつつつくくくくりりりりたいたいたいたい、、、、日日日日本本本本からからからから市民市民市民市民風風風風車車車車（（（（これもこれもこれもこれも後後後後でおでおでおでお話話話話ししますがししますがししますがししますが））））のののの事事事事業業業業でででで、、、、1 本本本本、、、、2 本本本本注注注注文文文文をををを出出出出すとすとすとすとほほほほととととんんんんどどどど相相相相手手手手をしてもらえないをしてもらえないをしてもらえないをしてもらえない。。。。国内国内国内国内のののの三三三三菱菱菱菱重工重工重工重工ですらですらですらですら、、、、アアアアメメメメリリリリカとかカとかカとかカとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるい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急急急急成成成成長長長長するするするする風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその他他他他、、、、これはこれはこれはこれは太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、そういうそういうそういうそういう市市市市場場場場にすにすにすにすべべべべてててて企業企業企業企業のののの目目目目はははは向向向向いていていていていていていていて、、、、日日日日本本本本のののの市市市市場場場場だだだだけがけがけがけが氷氷氷氷つつつついているようないているようないているようないているような、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような政策政策政策政策がががが非非非非常常常常ににににばばばばららららばばばばらとあってらとあってらとあってらとあって、、、、どうもどうもどうもどうも国国国国のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策というのはというのはというのはというのは今今今今うまくいっていうまくいっていうまくいっていうまくいっていないなとないなとないなとないなと。。。。 

  そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを私私私私がががが口口口口をををを大大大大にしていにしていにしていにしていつつつつもももも辛辛辛辛口口口口のののの批批批批判判判判をするものですからをするものですからをするものですからをするものですから、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの総総総総合合合合エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー調調調調査査査査会会会会からはからはからはからは最近最近最近最近おおおお呼呼呼呼びがかからなくなびがかからなくなびがかからなくなびがかからなくなりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そういうそういうそういうそういう直近直近直近直近のののの日日日日本本本本のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策をををを何何何何とかしないととかしないととかしないととかしないと、、、、ややややははははりりりりアジアにおいてもアジアにおいてもアジアにおいてもアジアにおいても、、、、もちもちもちもちろんろんろんろんこれからこれからこれからこれから中国中国中国中国あるいはインあるいはインあるいはインあるいはインドドドドといったといったといったといった飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的なななな成成成成長長長長、、、、これはこれはこれはこれは経済成経済成経済成経済成長長長長とエネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギー成成成成長長長長をしていくをしていくをしていくをしていく国国国国々々々々にににに対対対対してもしてもしてもしても範範範範をををを垂垂垂垂れるれるれるれる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なエネルギーなエネルギーなエネルギーなエネルギー社会社会社会社会のののの姿姿姿姿というのをというのをというのをというのを日日日日本本本本ががががもしもしもしもし見見見見せていくならせていくならせていくならせていくならばばばば、、、、アジアのアジアのアジアのアジアの中中中中でもでもでもでも引引引引きききき続続続続ききききリリリリーダーのーダーのーダーのーダーの立立立立場場場場をををを保保保保てるのではないかてるのではないかてるのではないかてるのではないか。。。。そういったそういったそういったそういった姿姿姿姿をををを今今今今ののののとことことこところろろろ国内国内国内国内ではではではでは一向一向一向一向にににに見見見見せることができそうにないせることができそうにないせることができそうにないせることができそうにない。。。。 

  そういうそういうそういうそういう直近直近直近直近のののの問問問問題題題題とととと、、、、もうもうもうもう 1つつつつはははは、、、、もっともっともっともっと文明史文明史文明史文明史的的的的なななな大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化があがあがあがありりりりますますますます。。。。20世世世世紀紀紀紀がいわがいわがいわがいわばばばば産業社会産業社会産業社会産業社会、、、、経済成経済成経済成経済成長長長長によってによってによってによって富富富富をををを生生生生みみみみ出出出出してしてしてして、、、、そのそのそのその富富富富をををを従従従従来来来来のののの民主主民主主民主主民主主義義義義によってによってによってによって分分分分配配配配をするをするをするをする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市場場場場をををを通通通通してしてしてして分分分分配配配配をするをするをするをする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは労労労労働働働働組組組組合合合合やややや福福福福祉祉祉祉のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを通通通通ししししてててて分分分分配配配配をするをするをするをする。。。。それをそれをそれをそれを産業社会産業社会産業社会産業社会というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言うとすれうとすれうとすれうとすればばばば、、、、このこのこのこの 21世世世世紀紀紀紀ははははリリリリスクスクスクスク社会社会社会社会。。。。ももももうこれはうこれはうこれはうこれは一一一一般般般般のののの人人人人々々々々もももも知知知知るるるる言葉言葉言葉言葉になったとになったとになったとになったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、むむむむししししろろろろさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな負負負負のののの側面側面側面側面をどのをどのをどのをどのようにようにようにように引引引引きききき受受受受けていくのかけていくのかけていくのかけていくのか。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも負負負負のののの側面側面側面側面をををを生生生生みみみみ出出出出さないさないさないさないようなようなようなような、、、、予予予予防的防的防的防的なななな措措措措置置置置、、、、そそそそういったういったういったういった予予予予防的防的防的防的なななな政策政策政策政策というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが必要必要必要必要なのではないかなのではないかなのではないかなのではないか。。。。そういうそういうそういうそういうリリリリスクというもスクというもスクというもスクというものがのがのがのが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要ななななキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになってきているになってきているになってきているになってきている。。。。 

  日日日日本本本本はははは、、、、今一今一今一今一瞬瞬瞬瞬、、、、好好好好景景景景気気気気ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが、、、、足足足足元元元元をををを見見見見れれれればばばば、、、、ややややははははりりりりさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな不不不不安安安安があっがあっがあっがあってててて、、、、このこのこのこの 1 年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってもアスってもアスってもアスってもアスベベベベストのストのストのストの問問問問題題題題がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、そしてそしてそしてそして耐耐耐耐震震震震偽偽偽偽造造造造のののの問問問問題題題題。。。。最近最近最近最近ではまたアではまたアではまたアではまたアメメメメリリリリカからのカからのカからのカからの牛牛牛牛肉肉肉肉輸輸輸輸入入入入のののの狂狂狂狂牛牛牛牛病病病病ののののリリリリスクスクスクスク、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが目目目目のののの前前前前をををを次次次次々々々々にににに浮浮浮浮かかかかんんんんではではではでは流流流流れていくれていくれていくれていく。。。。そしてそしてそしてそして一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは原原原原子子子子力力力力のののの問問問問題題題題はあはあはあはありりりりませませませませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、それよそれよそれよそれよりりりりももももむむむむししししろろろろ安全保安全保安全保安全保障障障障のののの問問問問題題題題というのがというのがというのがというのが直近直近直近直近としとしとしとしてはあるかもしれませてはあるかもしれませてはあるかもしれませてはあるかもしれませんんんん。。。。そういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまな、、、、従従従従来来来来であれであれであれであればばばば経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値、、、、富富富富をををを分分分分けけけけ合合合合うううう、、、、そういうそういうそういうそういう政政政政治治治治でよかったものがでよかったものがでよかったものがでよかったものが、、、、リリリリスクとスクとスクとスクと言言言言うとうとうとうと、、、、もうまさにもうまさにもうまさにもうまさに環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自分自分自分自分たちたちたちたち自自自自身身身身がががが生生生生きていくきていくきていくきていく福福福福祉祉祉祉のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、家家家家族族族族のののの問問問問題題題題、、、、そういったそういったそういったそういったすすすすべべべべてのものがてのものがてのものがてのものが、、、、人生人生人生人生をををを見見見見通通通通してしてしてしてだだだだれもれもれもれも確確確確かなものがかなものがかなものがかなものが得得得得られないられないられないられない。。。。そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、ととととりりりりわけエネルギーわけエネルギーわけエネルギーわけエネルギー政策政策政策政策、、、、環境環境環境環境政策政策政策政策、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは科学技術科学技術科学技術科学技術といったものそのものがいわといったものそのものがいわといったものそのものがいわといったものそのものがいわばばばば民主主民主主民主主民主主義義義義というかというかというかというか、、、、政政政政治的治的治的治的なななな議題議題議題議題となってとなってとなってとなって、、、、さまざまなものがさまざまなものがさまざまなものがさまざまなものが政政政政治的治的治的治的にににに議議議議論論論論さささされるれるれるれる、、、、そそそそういうういうういうういう時時時時代代代代になってきになってきになってきになってきつつつつつつつつあるのではないかあるのではないかあるのではないかあるのではないか。。。。 ととととりりりりわけわけわけわけ私私私私がががが活動活動活動活動するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは専専専専門門門門とするエネルギーのとするエネルギーのとするエネルギーのとするエネルギーの領領領領域域域域でででで言言言言うとうとうとうと、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、1つつつつのエのエのエのエポポポポックとしてはックとしてはックとしてはックとしては自自自自然然然然エネルギーというものがあってエネルギーというものがあってエネルギーというものがあってエネルギーというものがあって、、、、自自自自然然然然エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでもむむむむししししろリろリろリろリスクをスクをスクをスクを分分分分けけけけ合合合合うというようというようというようというよりりりりはははは、、、、新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境保全保全保全保全的的的的なななな価値価値価値価値をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、そしてそしてそしてそして人人人人々々々々のののの期待期待期待期待をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、そしてそしてそしてそして電電電電力力力力もももも生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素もももも削削削削減減減減しししし、、、、雇雇雇雇用用用用もももも生生生生みみみみ出出出出すすすす、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーへへへへのののの期待期待期待期待というのがというのがというのがというのが地域地域地域地域からからからから生生生生みみみみ出出出出されされされされ、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを進進進進
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めていくためのめていくためのめていくためのめていくための一一一一種種種種のののの運運運運動動動動といったものがといったものがといったものがといったものが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは協働協働協働協働、、、、ココココララララボレボレボレボレーションーションーションーション、、、、そういっそういっそういっそういったものがさまざまなたものがさまざまなたものがさまざまなたものがさまざまな形形形形でででで地域地域地域地域からわきからわきからわきからわき起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。そのことがそのことがそのことがそのことが、、、、むむむむししししろろろろ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をををを地域地域地域地域からからからからほほほほうはいとうはいとうはいとうはいと沸沸沸沸きききき起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる大大大大きなきなきなきな運運運運動動動動のののの中中中中でででで日日日日本社会本社会本社会本社会をををを根根根根底底底底からからからから変変変変えていくえていくえていくえていく可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかないかないかないか。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに私自私自私自私自身身身身はははは信信信信じじじじているわけですけれどもているわけですけれどもているわけですけれどもているわけですけれども、、、、そうそうそうそういったいったいったいった話話話話をををを今今今今日日日日はしていきたいとはしていきたいとはしていきたいとはしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、国際的国際的国際的国際的にににに見見見見るとるとるとると、、、、自自自自然然然然エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは今今今今爆爆爆爆発的発的発的発的なななな、、、、まあまあまあまあ、、、、ブームというよブームというよブームというよブームというよりりりりもももも一一一一種種種種のののの本流本流本流本流となとなとなとなりつつりつつりつつりつつあるあるあるある。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう一一一一昨昨昨昨年年年年になになになになりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、IEA、、、、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がががが、「、「、「、「Renewable Energy into Mainstream」」」」というというというという、、、、自自自自然然然然エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは本流本流本流本流にににに入入入入ったといったといったといったといううううレレレレポポポポートをートをートをートを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。IEA というのはというのはというのはというのは、、、、かかかかつつつつてててて 1973 年年年年のののの石油石油石油石油ショックのショックのショックのショックの後後後後にににに、、、、先進国先進国先進国先進国クラブがクラブがクラブがクラブが、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの消費者国消費者国消費者国消費者国サイサイサイサイドドドドがエネルギーのがエネルギーのがエネルギーのがエネルギーの状況状況状況状況をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、OPEC にににに対対対対抗抗抗抗ししししてエネルギーのてエネルギーのてエネルギーのてエネルギーの対対対対策策策策をををを練練練練るるるる、、、、そういうそういうそういうそういう政政政政府府府府系系系系のののの保保保保守守守守本流本流本流本流のののの機機機機関関関関ですですですです。。。。そこはそこはそこはそこは従従従従来来来来、、、、エネルエネルエネルエネルギーのギーのギーのギーの統統統統計計計計デデデデータをータをータをータを毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年出出出出してきていたしてきていたしてきていたしてきていたんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその IEA がそのがそのがそのがそのレレレレポポポポートとートとートとートと同同同同じじじじ
2003 年年年年にににに出出出出したしたしたした初初初初めてのめてのめてのめてのレレレレポポポポートがあートがあートがあートがありりりりますますますます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの投投投投資資資資、、、、今今今今後後後後 2030 年年年年ままままでにどのようなでにどのようなでにどのようなでにどのような投投投投資資資資がががが起起起起きるきるきるきるだろだろだろだろうかといううかといううかといううかというレレレレポポポポートですートですートですートです。。。。そういうそういうそういうそういう投投投投資資資資にににに対対対対するするするする見見見見通通通通ししししをををを 2003 年年年年にににに出出出出したしたしたしたんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、驚驚驚驚くくくくべべべべきことにきことにきことにきことに、、、、2030 年年年年までにまでにまでにまでに起起起起きるエネルギーきるエネルギーきるエネルギーきるエネルギーのののの投投投投資資資資のののの 6 割割割割はははは再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、自自自自然然然然エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに対対対対してしてしてして起起起起きるときるときるときると。。。。OECD 諸諸諸諸国国国国だだだだけけけけでででで、、、、これがこれがこれがこれが大体大体大体大体 80兆円兆円兆円兆円、、、、世世世世界界界界全全全全体体体体ではではではでは 200兆円兆円兆円兆円規規規規模模模模のののの投投投投資資資資がこれからがこれからがこれからがこれから起起起起きるきるきるきるんだんだんだんだとととと。。。。そうそうそうそういうようないうようないうようないうような中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、例例例例ええええばばばば日日日日本本本本からからからから 1 本本本本、、、、2 本本本本、、、、風風風風車車車車をををを頼頼頼頼んんんんでもでもでもでも、、、、相相相相手手手手にしてもらえにしてもらえにしてもらえにしてもらえないようなないようなないようなないような、、、、そういうそういうそういうそういう活活活活況況況況がががが起起起起きているきているきているきている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ここのここのここのここの絵絵絵絵にあにあにあにありりりりますようにますようにますようにますように、、、、大大大大きくきくきくきく 4つつつつのののの波波波波といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、アルアルアルアルビビビビン・トフラーン・トフラーン・トフラーン・トフラー風風風風にににに言言言言うとうとうとうと、、、、もっともっともっともっと小小小小さいさいさいさい 10 年年年年ススススケケケケールのールのールのールの波波波波でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、これがすこれがすこれがすこれがすべべべべてててて自自自自然然然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期待期待期待期待としてとしてとしてとして覆覆覆覆いかいかいかいかぶぶぶぶさってきているというさってきているというさってきているというさってきているというふふふふうにうにうにうに見見見見たらいいたらいいたらいいたらいいんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  第第第第 1 はははは、、、、ややややははははりりりり 1970 年年年年代代代代にににに原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争のののの中中中中でででで自自自自然然然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期待期待期待期待がががが語語語語られられられられ、、、、そしてそしてそしてそして自自自自然然然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取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まったまったまったまった。。。。これはこれはこれはこれは今今今今日日日日、、、、このこのこのこの後後後後、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンとンとンとンとデデデデンンンンママママークのークのークのークの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついておいておいておいてお話話話話をしたいというをしたいというをしたいというをしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  1979 年年年年にににに第第第第 2 次次次次石油石油石油石油ショックがショックがショックがショックが起起起起きてきてきてきて、、、、油油油油のののの値段値段値段値段がががが現現現現在在在在価値価値価値価値にににに換換換換算算算算するとするとするとすると 1 ババババレレレレルルルル 159リリリリットルですけれどもットルですけれどもットルですけれどもットルですけれども、、、、1ババババレレレレルルルル当当当当たたたたりりりり 80ドドドドルというルというルというルという、、、、当時当時当時当時のののの価価価価格格格格ではではではでは 35ドドドドルルルルぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの価価価価格格格格にににに上上上上がったときにがったときにがったときにがったときに、、、、政政政政府府府府をををを挙挙挙挙げげげげてててて、、、、先進国先進国先進国先進国ここここぞぞぞぞってってってって代代代代替替替替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自自自自然然然然エネルギエネルギエネルギエネルギーのーのーのーの普及普及普及普及をををを目指目指目指目指そうとそうとそうとそうと、、、、そういうのがそういうのがそういうのがそういうのが始始始始まったのがまったのがまったのがまったのが 70 年年年年代代代代のののの終終終終わわわわりりりりからからからから 80 年年年年代代代代にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる石油石油石油石油代代代代替替替替エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー。。。。そしてそしてそしてそして、、、、80 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からからからから、、、、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まさにのまさにのまさにのまさに中中中中心心心心にににに入入入入ってきたのがってきたのがってきたのがってきたのが地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動問問問問題題題題。。。。実実実実はははは、、、、このときにこのときにこのときにこのときに、、、、いわいわいわいわばばばば国際的国際的国際的国際的にににに見見見見れれれればばばば研究開発研究開発研究開発研究開発段階段階段階段階であったであったであったであった自自自自然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが、、、、むむむむししししろろろろ適切適切適切適切なななな政策政策政策政策をををを施施施施すことによってすことによってすことによってすことによって飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的にににに、、、、爆爆爆爆発的発的発的発的にににに自自自自然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが増増増増えるえるえるえるんだんだんだんだというというというということをことをことをことを 1990 年年年年代代代代にににに、、、、ととととりりりりわけわけわけわけヨヨヨヨーロッーロッーロッーロッパがパがパがパが経経経経験験験験していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは後後後後でででで見見見見ていきますがていきますがていきますがていきますが、、、、ドドドドイイイイツツツツのののの風風風風力発力発力発力発電電電電とととと北欧北欧北欧北欧、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンのババババイイイイオマオマオマオマスエネルギースエネルギースエネルギースエネルギー、、、、そしてそしてそしてそしてデデデデンンンンママママークのークのークのークの風風風風力発力発力発力発電電電電ととととババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが、、、、いわいわいわいわばばばば新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境政策政策政策政策によってによってによってによって自自自自然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが増増増増えるえるえるえるんだんだんだんだということがということがということがということが実実実実証証証証されされされされたたたた 1990 年年年年代代代代ですですですです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、2000 年年年年代代代代にににに入入入入るとるとるとると、、、、まさにまさにまさにまさに 2001 年年年年にはにはにはにはセセセセプテンプテンプテンプテンババババーーーー11、、、、いわゆるテロいわゆるテロいわゆるテロいわゆるテロリリリリズムがズムがズムがズムが起起起起きたきたきたきたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、昨昨昨昨今今今今でいえでいえでいえでいえばばばば、、、、中国中国中国中国、、、、インインインインドドドドのののの急急急急成成成成長長長長によるによるによるによる、、、、まあまあまあまあ、、、、急急急急成成成成長長長長だだだだけでけでけでけではあはあはあはありりりりませませませませんんんんがががが、、、、アアアアメメメメリリリリカもカもカもカも引引引引きききき続続続続ききききガソガソガソガソリリリリンをンをンをンをががががぶぶぶぶ飲飲飲飲みするようなみするようなみするようなみするような石油石油石油石油のののの消費消費消費消費のののの増増増増大大大大とととと、、、、そしてそれにそしてそれにそしてそれにそしてそれに対対対対するするするする石油石油石油石油のいわのいわのいわのいわばばばば生生生生産能力産能力産能力産能力がががが追追追追いいいいつつつついていかないいていかないいていかないいていかない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは投投投投機機機機ママママネーがネーがネーがネーが
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流流流流れれれれ込込込込むむむむ、、、、そういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまなそういうさまざまな要要要要因因因因があってがあってがあってがあって、、、、石油石油石油石油がかながかながかながかなりりりり高高高高止止止止ままままりりりりをしているをしているをしているをしている。。。。一一一一時期時期時期時期はははは 80ドドドドルをルをルをルを超超超超えるかというえるかというえるかというえるかという、、、、そういうそういうそういうそういう価価価価格格格格までまでまでまで上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて、、、、そのそのそのその中中中中でイラクでイラクでイラクでイラク戦争戦争戦争戦争がががが起起起起きききき、、、、今今今今ややややイランをどうするかイランをどうするかイランをどうするかイランをどうするか、、、、そしてサそしてサそしてサそしてサウウウウジアラジアラジアラジアラビビビビアそのものはアそのものはアそのものはアそのものは、、、、国内的国内的国内的国内的にもさまざまなにもさまざまなにもさまざまなにもさまざまな危危危危機機機機をををを抱抱抱抱えていてえていてえていてえていて、、、、そういったそういったそういったそういった石油石油石油石油そのものがかなそのものがかなそのものがかなそのものがかなりりりり、、、、改改改改めてめてめてめて石油石油石油石油をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる地地地地勢勢勢勢学的学的学的学的なななな、、、、とよとよとよとよくくくく言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、石油石油石油石油のののの需給需給需給需給というのがというのがというのがというのが経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも政政政政治的治的治的治的にもにもにもにも相相相相当当当当厳厳厳厳しくなっしくなっしくなっしくなってきてきてきてきつつつつつつつつああああるるるる。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、アアアアメメメメリリリリカはカはカはカは今今今今のとこのとこのとこのところろろろ力力力力のののの政政政政治治治治でででで、、、、特特特特にににに中中中中東東東東のののの石油石油石油石油のののの支配権支配権支配権支配権をををを維維維維持持持持ししししようとようとようとようと。。。。これがこれがこれがこれが今今今今のアのアのアのアメメメメリリリリカのエネルギーカのエネルギーカのエネルギーカのエネルギーセセセセキュキュキュキュリリリリテテテティィィィのののの最最最最大大大大のののの戦略戦略戦略戦略だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。これこれこれこれにににに対対対対してしてしてしてヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの中中中中心心心心はははは、、、、ヨヨヨヨーロッパもーロッパもーロッパもーロッパも中中中中東東東東、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは北欧北欧北欧北欧にににに対対対対するするするする石油石油石油石油ももちももちももちももちろんろんろんろん戦略戦略戦略戦略のののの 1つつつつとしてはとしてはとしてはとしては手手手手をををを打打打打ちながらもちながらもちながらもちながらも、、、、ややややははははりりりり先先先先ほほほほどのどのどのどの IEA ののののメメメメインストインストインストインストリリリリームームームーム、、、、ああいああいああいああいったったったった自自自自然然然然エネルギーというエネルギーというエネルギーというエネルギーという形形形形でででで、、、、自自自自然然然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ややややははははりりりり軸軸軸軸にしようとしているにしようとしているにしようとしているにしようとしている。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、確確確確かにかにかにかに 20 年年年年前前前前であれであれであれであればばばばジョークでしかなかったわけですけれどもジョークでしかなかったわけですけれどもジョークでしかなかったわけですけれどもジョークでしかなかったわけですけれども、、、、後後後後でまたでまたでまたでまた詳詳詳詳しくしくしくしく見見見見ていきますがていきますがていきますがていきますが、、、、ととととりりりりわけわけわけわけヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは EU15 カカカカ国国国国、、、、今今今今はははは 25 ですがですがですがですが、、、、ととととりりりりわけもともわけもともわけもともわけもともとのとのとのとの 15 カカカカ国国国国でででで見見見見ていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、10 年年年年前前前前、、、、1997 年年年年時時時時点点点点ではではではでは自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、再生再生再生再生可能可能可能可能エネエネエネエネルギーでルギーでルギーでルギーで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 6％％％％をををを賄賄賄賄っていたわけですっていたわけですっていたわけですっていたわけです。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、そのそのそのその 6％％％％ののののほほほほととととんんんんどはダムどはダムどはダムどはダム式式式式のののの水水水水力発力発力発力発電電電電。。。。ノノノノルルルルウウウウェーェーェーェー、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはオオオオーストーストーストーストリリリリアといったとこアといったとこアといったとこアといったところろろろがががが水水水水力力力力発発発発電電電電のののの中中中中心心心心、、、、あとフランスにもあとフランスにもあとフランスにもあとフランスにも幾幾幾幾つつつつかあかあかあかありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、今今今今後後後後大大大大幅幅幅幅にににに拡大拡大拡大拡大はははは見見見見込込込込めないわけでめないわけでめないわけでめないわけで、、、、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 6％％％％というというというという数字数字数字数字をををを抱抱抱抱えていたわけですえていたわけですえていたわけですえていたわけです。。。。これをこれをこれをこれを 1997年年年年 12月月月月にににに地球温暖化防止京都会議地球温暖化防止京都会議地球温暖化防止京都会議地球温暖化防止京都会議があったがあったがあったがあったことをことをことをことを覚覚覚覚えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方多多多多いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその地球温暖化防地球温暖化防地球温暖化防地球温暖化防火火火火京都会議京都会議京都会議京都会議がががが始始始始まるまるまるまる 1週週週週間前間前間前間前、、、、11 月月月月 25日日日日にににに欧欧欧欧州州州州連合連合連合連合はははは自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー白白白白書書書書、、、、ホホホホワイトワイトワイトワイトペペペペーパーというものをーパーというものをーパーというものをーパーというものを決決決決定定定定してしてしてして、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、2010 年年年年までにまでにまでにまでに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
6％％％％であるであるであるである自自自自然然然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 12％％％％にににに倍増倍増倍増倍増させるさせるさせるさせるんだんだんだんだということをということをということをということを発発発発表表表表してしてしてして、、、、つつつついいいい昨昨昨昨年年年年のののの 12月月月月にににに、、、、そのそのそのその政策政策政策政策レレレレビビビビュュュューがーがーがーが出出出出ましたましたましたました。。。。国国国国によってによってによってによって進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる国国国国とおくれているとおくれているとおくれているとおくれている国国国国があるけがあるけがあるけがあるけれどもれどもれどもれども、、、、EU全全全全体体体体でででで見見見見れれれればオばオばオばオントラックントラックントラックントラック、、、、つつつつままままりりりりススススケケケケジジジジュュュュールどおールどおールどおールどおりりりりにににに倍増倍増倍増倍増計画計画計画計画はははは進進進進んんんんでいでいでいでいるるるる。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、昨昨昨昨年年年年 11 月月月月にににに中国中国中国中国でででで再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの国際国際国際国際会議会議会議会議があったがあったがあったがあった中中中中でででで、、、、欧欧欧欧州州州州のエネのエネのエネのエネルギールギールギールギー運運運運輸輸輸輸総総総総局局局局のののの局長局長局長局長がががが発言発言発言発言したのはしたのはしたのはしたのは、、、、今度今度今度今度はははは 2020 年年年年にににに向向向向けてけてけてけて 25％％％％、、、、つつつつままままりりりり一次一次一次一次エネルギエネルギエネルギエネルギーのーのーのーの 4 分分分分のののの 1 をををを再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに転転転転換換換換していくしていくしていくしていくんだんだんだんだということをということをということをということを今今今今検検検検討討討討しているしているしているしている。。。。ここここれをれをれをれを決決決決定定定定するのはするのはするのはするのは 2007 年年年年、、、、来来来来年年年年にににに決決決決定定定定するということですがするということですがするということですがするということですが、、、、しかもしかもしかもしかも当初当初当初当初のののの 6％％％％からからからから増増増増ややややすすすす増増増増分分分分のののの部部部部分分分分、、、、そのそのそのその差額差額差額差額のののの、、、、2010 年年年年であれであれであれであればばばば 6 ポポポポイントイントイントイント、、、、2020 年年年年であれであれであれであればばばば 19 ポポポポイントはイントはイントはイントは何何何何でででで増増増増ややややすかというとすかというとすかというとすかというと、、、、ダムダムダムダム式式式式のののの水水水水力力力力ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、新新新新しいしいしいしい、、、、まさにまさにまさにまさに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギーギーギーギー、、、、つつつつままままりりりりダムダムダムダム式式式式のののの水水水水力力力力をををを除除除除いたいたいたいた風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱利利利利用用用用、、、、そしてそしてそしてそしてババババイイイイオマオマオマオマスススス利用利用利用利用といったといったといったといった、、、、そういったそういったそういったそういった新新新新しいしいしいしい、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自自自自然然然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増増増増ややややしていくということをしていくということをしていくということをしていくということを明明明明言言言言していてしていてしていてしていて、、、、そういったそういったそういったそういった時時時時代代代代にににに入入入入りつつりつつりつつりつつあるということですあるということですあるということですあるということです。。。。 そのエそのエそのエそのエポポポポックになったのがックになったのがックになったのがックになったのが、、、、既既既既におととしになにおととしになにおととしになにおととしになりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、2004 年年年年 6 月月月月初初初初めにめにめにめにドドドドイイイイツツツツののののボボボボンでンでンでンで、、、、自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー2004 というというというという会議会議会議会議がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、大大大大もとをさかのもとをさかのもとをさかのもとをさかのぼぼぼぼれれれればばばば、、、、1992 年年年年のブラジルののブラジルののブラジルののブラジルのリオリオリオリオ地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの後後後後、、、、そこでそこでそこでそこで決決決決まったまったまったまった地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止のののの枠枠枠枠組組組組みみみみ条条条条約約約約であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな国際国際国際国際条条条条約約約約にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず貧貧貧貧ししししいいいい国国国国ははははますますますますますますますます貧貧貧貧しくなしくなしくなしくなりりりり、、、、環境環境環境環境もますますもますますもますますもますます悪悪悪悪化化化化しということでしということでしということでしということで、、、、大大大大きなきなきなきな国際的国際的国際的国際的なななな約約約約束束束束ををををしてもしてもしてもしても現実現実現実現実何何何何もももも進進進進まないではないまないではないまないではないまないではない。。。。 そのそのそのその反反反反省省省省にににに立立立立ってってってって、、、、2002 年年年年にはにはにはにはヨハヨハヨハヨハネスブルグでネスブルグでネスブルグでネスブルグで、、、、今度今度今度今度はははは 1つつつつ 1つつつつのののの政策政策政策政策テーテーテーテーママママにににに関関関関ししししてててて何何何何年年年年までにまでにまでにまでに何何何何をどうするというをどうするというをどうするというをどうするという具具具具体的体的体的体的なななな数字数字数字数字目目目目標標標標、、、、期期期期限限限限をををを持持持持ったったったった数数数数値値値値目目目目標標標標、、、、target and 

time table とととと言言言言っておっておっておっておりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、それをそれをそれをそれを定定定定めていこうめていこうめていこうめていこうじじじじゃゃゃゃないかということをないかということをないかということをないかということをヨハヨハヨハヨハ
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ネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットではネスブルグサミットでは議議議議論論論論されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。そのそのそのその中中中中でででで最最最最もももも会議会議会議会議をををを二二二二分分分分したのがしたのがしたのがしたのが、、、、自自自自然然然然エエエエネルギーをネルギーをネルギーをネルギーを 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 15％％％％にしようとにしようとにしようとにしようと、、、、そしてそしてそしてそして先進国先進国先進国先進国ははははプラスプラスプラスプラス 2ポポポポイントイントイントイント増増増増ややややしていこしていこしていこしていこうううう。。。。これはこれはこれはこれはヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、欧欧欧欧州州州州連合連合連合連合がががが提提提提案案案案をしてをしてをしてをして、、、、中国中国中国中国およびブラジルおよびおよびブラジルおよびおよびブラジルおよびおよびブラジルおよび途途途途上上上上国国国国のののの多多多多くくくくがこれをがこれをがこれをがこれを支支支支援援援援しししし、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境 NGO もそれにもそれにもそれにもそれに同同同同調調調調するするするする形形形形でででで支支支支援援援援したしたしたしたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これにこれにこれにこれに反反反反対対対対したのがブッシしたのがブッシしたのがブッシしたのがブッシュュュュ政政政政権権権権のアのアのアのアメメメメリリリリカとカとカとカと、、、、そしてブッシそしてブッシそしてブッシそしてブッシュュュュにににに同同同同調調調調するするするするオオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアアアア、、、、そそそそしてしてしてして油油油油をををを売売売売っているっているっているっている OPEC諸諸諸諸国国国国、、、、そしてそしてそしてそして小小小小泉泉泉泉首首首首相相相相率率率率いるいるいるいる日日日日本本本本とととと、、、、このこのこのこの 4 者者者者がががが反反反反対対対対をするこをするこをするこをすることによってとによってとによってとによって、、、、このこのこのこの画画画画期期期期的的的的なななな合合合合意意意意はならずにはならずにはならずにはならずに、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグサミットはネスブルグサミットはネスブルグサミットはネスブルグサミットは物別物別物別物別れにれにれにれに終終終終わったわったわったわったわけですわけですわけですわけです。。。。欧欧欧欧州州州州連合連合連合連合はそのはそのはそのはその場場場場でででで即即即即座座座座にににに、、、、自自自自然然然然エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは国際的国際的国際的国際的にににに取取取取りりりり決決決決めがなくてもめがなくてもめがなくてもめがなくても、、、、やりやりやりやりたいとこたいとこたいとこたいところろろろがどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進めれめれめれめればばばば、、、、それはそのそれはそのそれはそのそれはその地域地域地域地域においてもにおいてもにおいてもにおいても恩恩恩恩恵恵恵恵があがあがあがありりりり、、、、そしてそしてそしてそして国際国際国際国際的的的的にもにもにもにも恩恩恩恩恵恵恵恵があるがあるがあるがあるんだんだんだんだとととと。。。。そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、ヨハヨハヨハヨハネスブルグネスブルグネスブルグネスブルグ自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー連合連合連合連合、、、、JRECとととと呼呼呼呼ばばばばれていますけれどもれていますけれどもれていますけれどもれていますけれども、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、そのすそのすそのすそのすぐぐぐぐそそそそばばばばにににに立立立立っていたっていたっていたっていた当時当時当時当時のシのシのシのシュレュレュレュレーダー・ーダー・ーダー・ーダー・ドドドドイイイイツツツツ首首首首相相相相がががが、、、、そのそのそのそのヨハヨハヨハヨハネスブルグからネスブルグからネスブルグからネスブルグから 2 年年年年後後後後にににに、、、、自自自自然然然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国国国国際的際的際的際的にににに拡大拡大拡大拡大していくためのしていくためのしていくためのしていくための政政政政治会議治会議治会議治会議ををををドドドドイイイイツツツツ政政政政府府府府がががが総総総総力力力力をををを挙挙挙挙げげげげてててて開催開催開催開催しようとしようとしようとしようと。。。。それをそれをそれをそれを約約約約束束束束してしてしてして開催開催開催開催されたのがされたのがされたのがされたのが自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー2004 ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術的的的的なななな自自自自然然然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会議会議会議会議であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、産業産業産業産業メメメメッッッッセセセセのようなのようなのようなのような自自自自然然然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会議会議会議会議、、、、そうそうそうそういったものいったものいったものいったもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 1つつつつ 1つつつつのののの太陽太陽太陽太陽光光光光とかとかとかとか風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議というのはというのはというのはというのはほほほほととととんんんんどどどど、、、、ほほほほぼぼぼぼ毎毎毎毎日日日日地球地球地球地球上上上上のどこかでのどこかでのどこかでのどこかで開催開催開催開催されているとされているとされているとされていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、国際国際国際国際政政政政治治治治のののの枠枠枠枠組組組組みのみのみのみの中中中中でででで自自自自然然然然エエエエネルギーネルギーネルギーネルギーだだだだけをテーけをテーけをテーけをテーママママにににに開催開催開催開催したしたしたした会議会議会議会議というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは歴史歴史歴史歴史上上上上おそらくおそらくおそらくおそらく初初初初めてのめてのめてのめての会議会議会議会議だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 そのそのそのその中中中中でででで最最最最もももも注注注注目目目目をををを集集集集めたのがめたのがめたのがめたのが中国中国中国中国ですですですです。。。。中国中国中国中国はははは、、、、2010 年年年年までにまでにまでにまでに 6,000 万万万万キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、実実実実にににに原原原原発発発発 60 基分基分基分基分のののの自自自自然然然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増増増増ややややすとすとすとすと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、山山山山峡峡峡峡ダムとかのダムとかのダムとかのダムとかの悪名高悪名高悪名高悪名高いダムいダムいダムいダム式式式式でででではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、小規小規小規小規模模模模分分分分散散散散型型型型のののの自自自自然然然然エネエネエネエネルギーでルギーでルギーでルギーで増増増増ややややすということをそこですということをそこですということをそこですということをそこで公公公公表表表表しましたしましたしましたしました。。。。そそそそれをれをれをれを増増増増ややややすためのすためのすためのすための新新新新しいしいしいしい法法法法律律律律をををを導導導導入入入入するということをするということをするということをするということを公公公公約約約約してしてしてして、、、、そのそのそのその公公公公約約約約どおどおどおどおりりりり、、、、昨昨昨昨年年年年 2月月月月 28日日日日にににに新新新新しいしいしいしい法法法法律律律律をををを政政政政府府府府はははは公公公公表表表表してしてしてして、、、、今年今年今年今年のののの 1 月月月月 1日日日日からこれがからこれがからこれがからこれが施行施行施行施行されましたされましたされましたされました。。。。さらさらさらさらにににに、、、、ドドドドイイイイツツツツのののの会議会議会議会議にににに引引引引きききき続続続続くくくく自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー2005 をををを中国中国中国中国がががが主催主催主催主催するということをするということをするということをするということを約約約約束束束束しましましましましてしてしてして、、、、これはこれはこれはこれは昨昨昨昨年年年年 11 月月月月 7日日日日、、、、8日日日日とととと、、、、2日日日日間間間間にわたってにわたってにわたってにわたって開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。 

  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ししし上上上上げげげげたたたた、、、、11 月月月月のののの中国中国中国中国のののの会議会議会議会議でででで EU はははは自自自自然然然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倍増倍増倍増倍増以以以以上上上上、、、、25％％％％にするということをにするということをにするということをにするということを初初初初めてめてめてめて発発発発表表表表したわけですがしたわけですがしたわけですがしたわけですが、、、、中国中国中国中国もここでもここでもここでもここで、、、、6,000万万万万キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの 2010年年年年というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今 2％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの自自自自然然然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大体大体大体大体 5％％％％にするにするにするにする、、、、そのくらいのそのくらいのそのくらいのそのくらいの総量総量総量総量ななななんんんんでででですがすがすがすが、、、、これをさらにこれをさらにこれをさらにこれをさらに 2020 年年年年までにまでにまでにまでに 15％％％％にするということをにするということをにするということをにするということを副副副副首首首首相相相相がそのがそのがそのがその場場場場でででで初初初初めてめてめてめて公公公公表表表表ししししたというたというたというたという、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、このこのこのこの 1 年年年年余余余余りりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 2 年年年年ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは、、、、ドドドドイイイイツツツツとととと中国中国中国中国というのというのというのというのがががが自自自自然然然然エネルギーにおいてエネルギーにおいてエネルギーにおいてエネルギーにおいて国際国際国際国際政政政政治治治治上上上上最最最最もももも活活活活躍躍躍躍をしているをしているをしているをしている国国国国というというというというふふふふうにうにうにうに見見見見れれれればばばば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。。。。こういったこういったこういったこういった流流流流れはれはれはれは、、、、後後後後でおでおでおでお話話話話ししますがししますがししますがししますが、、、、すすすすべべべべてててて源流源流源流源流はははは北欧北欧北欧北欧にあるのですにあるのですにあるのですにあるのです。。。。 

  それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして日日日日本本本本がががが非非非非常常常常にににに情情情情けないけないけないけない。。。。まさにまさにまさにまさに引引引引きこもきこもきこもきこもりりりり現現現現象象象象でででで、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに存在存在存在存在感感感感がながながながないいいい。。。。まずまずまずまず、、、、目目目目標標標標値値値値はははは、、、、2010 年年年年までにわずかにまでにわずかにまでにわずかにまでにわずかに 1.35％％％％。。。。これはこれはこれはこれは、、、、目目目目標標標標値値値値ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、むむむむししししろろろろ増増増増ややややさないためのシーさないためのシーさないためのシーさないためのシーリリリリングングングング、、、、天井天井天井天井ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに我我我我々々々々はははは批批批批判判判判をしていますけれをしていますけれをしていますけれをしていますけれどもどもどもども、、、、そしてそしてそしてそして、、、、国際的国際的国際的国際的にににに、、、、例例例例ええええばばばば自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー2005 をををを主催主催主催主催するというようなするというようなするというようなするというような、、、、しかもしかもしかもしかも政政政政治的治的治的治的にににに、、、、大大大大臣臣臣臣級級級級がががが行行行行ってこれをってこれをってこれをってこれをココココミットするというわけでもなくてミットするというわけでもなくてミットするというわけでもなくてミットするというわけでもなくて、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆるるるる大大大大臣臣臣臣、、、、副副副副大大大大臣臣臣臣、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは政務政務政務政務次次次次官官官官といったといったといったといった、、、、政政政政治的治的治的治的にこのにこのにこのにこの自自自自然然然然エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーにココココミットしミットしミットしミットしていこうというていこうというていこうというていこうという、、、、経済産業大経済産業大経済産業大経済産業大臣系臣系臣系臣系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境大環境大環境大環境大臣系臣系臣系臣系のののの人人人人はまはまはまはまだだだだこのこのこのこの自自自自然然然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会議会議会議会議にはにはにはには一一一一人人人人たたたたりりりりともともともとも参加参加参加参加をしていませをしていませをしていませをしていませんんんんでででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ環境環境環境環境省省省省、、、、経産経産経産経産省省省省のおのおのおのお役人役人役人役人がががが少少少少しししし参参参参
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加加加加をするをするをするをするだだだだけとけとけとけと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、国際的国際的国際的国際的なななな、、、、政政政政治的治的治的治的なななな流流流流れにれにれにれに今今今今完完完完全全全全にににに取取取取りりりり残残残残されているされているされているされている。。。。国内国内国内国内のののの市市市市場場場場をををを見見見見れれれればばばばどうかというとどうかというとどうかというとどうかというと、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電はははは、、、、まあまあまあまあ、、、、いわいわいわいわばばばば立立立立ちちちち枯枯枯枯れれれれ現現現現象象象象。。。。かかかかろろろろううううじじじじてててて今今今今世世世世界界界界のトップにのトップにのトップにのトップに立立立立っているっているっているっている太陽太陽太陽太陽光光光光もももも、、、、ドドドドイイイイツツツツにににに追追追追いいいい抜抜抜抜かれるのではないかかれるのではないかかれるのではないかかれるのではないか。。。。日日日日本本本本のののの市市市市場場場場ももももひひひひょょょょっとしてっとしてっとしてっとして崩崩崩崩壊壊壊壊するのではないかというするのではないかというするのではないかというするのではないかという、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと日日日日本本本本のののの市市市市場場場場だだだだけはけはけはけは若若若若干干干干危危危危機機機機的的的的なななな状況状況状況状況ににににあってあってあってあって、、、、それがゆえにそれがゆえにそれがゆえにそれがゆえに、、、、地域地域地域地域からのからのからのからの新新新新しいイニシアチブといいますかしいイニシアチブといいますかしいイニシアチブといいますかしいイニシアチブといいますか、、、、取取取取りりりり組組組組みというのみというのみというのみというのがががが日日日日本本本本ではではではでは今今今今非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なななな時期時期時期時期にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このスライこのスライこのスライこのスライドドドドはははは、、、、世世世世界各国界各国界各国界各国がががが目指目指目指目指すすすす、、、、今今今今後後後後 2010 年年年年ないしはないしはないしはないしは 2020 年年年年までのまでのまでのまでの目目目目標標標標値値値値。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの EU のののの 2020 年年年年でででで 25％％％％というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは一次一次一次一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる総総総総エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー量量量量にににに対対対対するするするする自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー比比比比ななな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電電電電力力力力におけるにおけるにおけるにおける自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー比比比比だだだだけをまとめけをまとめけをまとめけをまとめたものでたものでたものでたもので、、、、一次一次一次一次エネルギーはまたエネルギーはまたエネルギーはまたエネルギーはまた別別別別途途途途あああありりりりますがますがますがますが、、、、今今今今日日日日はちはちはちはちょょょょっとおっとおっとおっとお見見見見せしませせしませせしませせしませんんんん。。。。このこのこのこのゼロからゼロからゼロからゼロから下下下下はははは、、、、1997 年年年年、、、、もしくはそのもしくはそのもしくはそのもしくはその計画策定計画策定計画策定計画策定時時時時点点点点でででで導導導導入入入入されているされているされているされている再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、自自自自然然然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、、、、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ダムどがダムどがダムどがダム式水式水式水式水力力力力だだだだというというというというふふふふうにみなせうにみなせうにみなせうにみなせばばばば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。。。。日日日日本本本本もももも地地地地熱熱熱熱はあはあはあはありりりりますがますがますがますが、、、、地地地地熱熱熱熱はわずかですからはわずかですからはわずかですからはわずかですから、、、、日日日日本本本本ももももほほほほととととんんんんどどどど水水水水力発力発力発力発電電電電ダムであるダムであるダムであるダムである。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど EU、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは、、、、一次一次一次一次エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは今今今今 2020 年年年年のののの議議議議論論論論がががが始始始始まっていままっていままっていままっていますがすがすがすが、、、、電電電電力力力力はははは今今今今のとこのとこのとこのところろろろ 2001 年年年年にににに定定定定めためためためた目目目目標標標標でででで、、、、97 年年年年時時時時点点点点でででで 14％％％％をををを占占占占めていためていためていためていた電電電電力力力力におにおにおにおけるけるけるける再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーをこれからエネルギーをこれからエネルギーをこれからエネルギーをこれから 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 2％％％％にしていこうというにしていこうというにしていこうというにしていこうという、、、、プラスプラスプラスプラス 8ポポポポイイイイントントントント増増増増ややややすというのがすというのがすというのがすというのが EU 全全全全体体体体のののの目目目目標標標標になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これはこれはこれはこれは今今今今オオオオントラックでントラックでントラックでントラックで、、、、これもこれもこれもこれも達達達達成成成成できそうできそうできそうできそうだだだだということになっていますということになっていますということになっていますということになっています。。。。 

  ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、例例例例ええええばばばば車車車車のののの輸輸輸輸送燃送燃送燃送燃料料料料におけるにおけるにおけるにおける、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆるるるるババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料料料料へへへへのののの転転転転換換換換とととというのをいうのをいうのをいうのを EU はははは別別別別途途途途目目目目標標標標をををを持持持持っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、これもまさにこれもまさにこれもまさにこれもまさに 2020 年年年年までにまでにまでにまでに全全全全輸輸輸輸送燃送燃送燃送燃料料料料のののの 20％％％％ををををババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料料料料にににに転転転転換換換換していくしていくしていくしていく。。。。そのためにそのためにそのためにそのために 2010 年年年年までにはまでにはまでにはまでには 5.75％％％％でででで、、、、2005 年年年年、、、、つつつつままままりりりり昨昨昨昨年年年年のののの 12 月月月月 31日日日日までにはまでにはまでにはまでには 2％％％％というというというという目目目目標標標標をををを持持持持ってってってって、、、、まあまあまあまあ、、、、輸輸輸輸送送送送交交交交通通通通燃燃燃燃料料料料、、、、電電電電力力力力、、、、そしてそしてそしてそして一次一次一次一次エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー全全全全体体体体とととと、、、、こういうこういうこういうこういう 3 つつつつのののの目目目目標標標標をををを EU はははは持持持持っているというっているというっているというっているというふふふふうにうにうにうに理理理理解解解解してもらったしてもらったしてもらったしてもらったらいいですらいいですらいいですらいいです。。。。 

  そのそのそのその EU のののの全全全全域域域域のののの目目目目標標標標をををを国国国国ごごごごとにとにとにとに割割割割りりりり当当当当てていましててていましててていましててていまして、、、、ドドドドイイイイツツツツはははは、、、、97 年年年年時時時時点点点点でででで 4.7％％％％だだだだっっっったものをたものをたものをたものを 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 12.5％％％％、、、、さらにさらにさらにさらに 2020 年年年年までにまでにまでにまでに 20％％％％というのをというのをというのをというのを、、、、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどのどのどのどの 2004年年年年のののの自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー会議会議会議会議のときにのときにのときにのときに発発発発表表表表してしてしてして、、、、即即即即座座座座にににに法法法法律律律律でででで決決決決定定定定していますしていますしていますしています。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみにドドドドイイイイツツツツはははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる大連立大連立大連立大連立のののの中中中中ではではではでは、、、、ままままだだだだ原子原子原子原子力力力力政策政策政策政策もももも、、、、このこのこのこの自自自自然然然然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もももも変変変変更更更更するするするする予予予予定定定定はははは今今今今のとこのとこのとこのところろろろないということでないということでないということでないということで、、、、前前前前のののの緑緑緑緑のののの党党党党とととと社民社民社民社民党党党党のののの連立連立連立連立政政政政権権権権のときにのときにのときにのときに、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社とととと締締締締結結結結をしたをしたをしたをした、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる原原原原発発発発全全全全廃廃廃廃政策政策政策政策にににに従従従従うとうとうとうと、、、、まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの 2020 年年年年というタイミングはというタイミングはというタイミングはというタイミングは、、、、今今今今 30％％％％をををを既既既既にににに下下下下回回回回りりりりましたがましたがましたがましたが、、、、2 基基基基閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖されたのでされたのでされたのでされたので下下下下回回回回っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、約約約約 3 割割割割のののの電電電電力力力力をををを賄賄賄賄うううう原子原子原子原子力力力力はははは 2020 年年年年時時時時点点点点ではではではでは既既既既になくなっているになくなっているになくなっているになくなっている予予予予定定定定になになになになっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、そのそのそのその時時時時点点点点ではではではでは、、、、そそそそのののの 3 分分分分のののの 2 はははは再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーがカエネルギーがカエネルギーがカエネルギーがカババババーしているというーしているというーしているというーしているという、、、、そういうそういうそういうそういう計画計画計画計画になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみにドドドドイイイイツツツツはははは、、、、現現現現時時時時点点点点、、、、2005 年年年年末末末末ではではではでは、、、、12％％％％ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを既既既既にににに超超超超えていましてえていましてえていましてえていまして、、、、2010 年年年年 12.5％％％％はかなはかなはかなはかなりりりり大大大大幅幅幅幅にににに超過達超過達超過達超過達成成成成するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 イギイギイギイギリリリリスはスはスはスは、、、、ブブブブレレレレアアアア政政政政権権権権がががが登登登登場場場場したときにしたときにしたときにしたときに 98 年年年年 1.5％％％％だだだだったったったった数字数字数字数字をををを 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 10％％％％ににににするするするする、、、、そういうそういうそういうそういう目目目目標標標標値値値値をををを掲掲掲掲げげげげてててて、、、、さらにさらにさらにさらに 2015 年年年年までにまでにまでにまでに 15％％％％ということをということをということをということを、、、、これはおととしこれはおととしこれはおととしこれはおととし決決決決定定定定していますがしていますがしていますがしていますが、、、、イギイギイギイギリリリリスはスはスはスはドドドドイイイイツツツツとととと違違違違ってってってって導導導導入入入入したしたしたした政策政策政策政策があまがあまがあまがあまりりりり有効有効有効有効ではなではなではなではなくくくく、、、、このこのこのこの目目目目標標標標値値値値のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらいにしかならないらいにしかならないらいにしかならないらいにしかならないだろだろだろだろうとうとうとうと予予予予測測測測されていますされていますされていますされています。。。。最近最近最近最近はははは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今、、、、エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー政策政策政策政策レレレレビビビビュュュューがパブーがパブーがパブーがパブリリリリックックックックココココメメメメントといいますかントといいますかントといいますかントといいますか、、、、ココココンサルテーションにかかっンサルテーションにかかっンサルテーションにかかっンサルテーションにかかっていますがていますがていますがていますが、、、、そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、ブブブブレレレレアアアア自自自自身身身身がががが改改改改めてめてめてめて原子原子原子原子力力力力のののの役割役割役割役割をををを見見見見直直直直すすすす必要必要必要必要があるかもしれがあるかもしれがあるかもしれがあるかもしれ
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ないとないとないとないと言言言言ってってってって、、、、環境団体環境団体環境団体環境団体からもからもからもからも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業者事業者事業者事業者からもこてからもこてからもこてからもこてんんんんぱぱぱぱんんんんにににに批批批批判判判判されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、イギイギイギイギリリリリスはスはスはスは少少少少なくともなくともなくともなくとも目目目目標標標標値値値値はははは日日日日本本本本のののの 10倍倍倍倍のののの目目目目標標標標値値値値をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。 フランスもフランスもフランスもフランスも 15％％％％からからからから 21％％％％にプラスにプラスにプラスにプラス 6ポポポポイントイントイントイント。。。。そしてそしてそしてそして、、、、中国中国中国中国はははは先先先先ほほほほどのどのどのどの電電電電力力力力でもでもでもでも 15％％％％をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、そのそのそのその隣隣隣隣のののの「「「「加加加加」」」」というのはカナダではなくてというのはカナダではなくてというのはカナダではなくてというのはカナダではなくて、、、、これはカこれはカこれはカこれはカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは 2002 年年年年にににに、、、、今今今今のシのシのシのシュュュュワルワルワルワルツツツツェネッェネッェネッェネッガガガガーよーよーよーよりりりり前前前前ののののデデデデーーーービビビビスススス知知知知事事事事のときにのときにのときにのときに、、、、2017 年年年年までまでまでまでにににに 10％％％％のののの自自自自然然然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 20％％％％にににに倍増倍増倍増倍増するということをするということをするということをするということを発発発発表表表表しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨーーーークククク州州州州がおととしがおととしがおととしがおととし、、、、カカカカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州にににに負負負負けけけけじじじじとととと、、、、たたたただだだだこちらはこちらはこちらはこちらは最初最初最初最初ののののげげげげたがたがたがたが大大大大きいのですきいのですきいのですきいのですがががが、、、、19％％％％からからからから 25％％％％にににに、、、、しかもしかもしかもしかも 2013 年年年年までにまでにまでにまでに、、、、カカカカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州よよよよりりりり早早早早くくくく高高高高いシェアをいシェアをいシェアをいシェアを達達達達成成成成するということをするということをするということをするということを発発発発表表表表しましたしましたしましたしました。。。。こうしてこうしてこうしてこうして、、、、いわいわいわいわばばばばヨハヨハヨハヨハネスブルグでネスブルグでネスブルグでネスブルグで見見見見られたられたられたられた、、、、いいいいつつつつまでまでまでまでにににに何何何何％％％％導導導導入入入入するというするというするというするという、、、、これがこれがこれがこれが今今今今、、、、一一一一種種種種のののの国際国際国際国際間間間間競争競争競争競争みたいになっておみたいになっておみたいになっておみたいになっておりりりりましてましてましてまして、、、、昨昨昨昨年年年年のののの
11 月現月現月現月現在在在在 43 カカカカ国国国国、、、、アアアアメメメメリリリリカ・カナダでカ・カナダでカ・カナダでカ・カナダで 21州州州州、、、、このこのこのこの政策政策政策政策的的的的なななな導導導導入入入入目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげていますていますていますています。。。。 それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、例例例例ええええばばばばサンフランシスサンフランシスサンフランシスサンフランシスココココ市市市市ななななんんんんかはかはかはかは、、、、これもこれもこれもこれも一一一一昨昨昨昨年年年年、、、、市議会市議会市議会市議会でででで決決決決定定定定したのしたのしたのしたのはははは、、、、今今今今後後後後 10 年年年年間間間間でででで市市市市でででで供供供供給給給給するするするする電電電電力力力力のののの 4 分分分分のののの 1 をををを自自自自然然然然エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに転転転転換換換換をするをするをするをする。。。。市議会市議会市議会市議会ででででどうしてそどうしてそどうしてそどうしてそんんんんなことがなことがなことがなことが決決決決められるめられるめられるめられるんだんだんだんだというというというというふふふふうにうにうにうに不不不不思思思思議議議議にににに思思思思われるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませんんんんがががが、、、、カカカカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州はははは非非非非常常常常ににににユユユユニークなニークなニークなニークな制制制制度度度度をををを持持持持っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、2000 年年年年からからからから 2001年年年年暮暮暮暮れにカれにカれにカれにカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州がががが電電電電力力力力危危危危機機機機にににに見見見見舞舞舞舞われたというわれたというわれたというわれたということをことをことをことを覚覚覚覚えておられるえておられるえておられるえておられる方方方方もいらもいらもいらもいらっしっしっしっしゃゃゃゃるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんがががが、、、、それによってそれによってそれによってそれによって一一一一たたたたんんんん電電電電力自力自力自力自由由由由化化化化をカをカをカをカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州はははは凍凍凍凍結結結結ししししましてましてましてまして、、、、結結結結局局局局、、、、市市市市場場場場のののの荒荒荒荒波波波波にににに任任任任せるとせるとせるとせると。。。。これはこれはこれはこれは当時当時当時当時のエンロンとかのエンロンとかのエンロンとかのエンロンとか、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろががががかなかなかなかなりりりり悪悪悪悪事事事事をををを働働働働いたということがいたということがいたということがいたということが今今今今ではわかっておではわかっておではわかっておではわかっておりりりりますがますがますがますが、、、、むむむむししししろろろろ市民市民市民市民がががが使使使使うううう電電電電力力力力はははは民民民民主主主主主主主主義義義義のののの原原原原則則則則でででで市議会市議会市議会市議会によってによってによってによって電電電電気気気気のののの種種種種類類類類もももも選選選選ぶぶぶぶことができるということができるということができるということができるという、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい制制制制度度度度をそのをそのをそのをその後後後後にににに導導導導入入入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 CCA、、、、Community Choice Aggregation とととと言言言言ううううんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィがががが一一一一丸丸丸丸となってとなってとなってとなって、、、、1つつつつのののの顧顧顧顧客客客客となってとなってとなってとなって、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社もももも選選選選べべべべるしるしるしるし、、、、電電電電気気気気のののの種種種種類類類類もももも選選選選べべべべるというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい条条条条例例例例をををを入入入入れてれてれてれて、、、、それをサンフランシスそれをサンフランシスそれをサンフランシスそれをサンフランシスココココ市市市市はははは初初初初めてめてめてめて市議会市議会市議会市議会としてとしてとしてとして可可可可決決決決をしてをしてをしてをして導導導導入入入入したしたしたした。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような事事事事例例例例ななななんんんんかもあかもあかもあかもありりりりますますますます。。。。 そういったそういったそういったそういった話話話話があってがあってがあってがあって、、、、ちちちちょょょょっとイントロがっとイントロがっとイントロがっとイントロが長長長長くなくなくなくなりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、そういったそういったそういったそういった大大大大ききききなななな流流流流れをれをれをれを生生生生みみみみ出出出出したのがしたのがしたのがしたのが、、、、まさにスまさにスまさにスまさにスウウウウェーェーェーェーデデデデンであンであンであンでありりりり、、、、デデデデンンンンママママークであるークであるークであるークである。。。。デデデデンンンンママママークはークはークはークは、、、、国際的国際的国際的国際的にににに見見見見るとまさにるとまさにるとまさにるとまさに風風風風力発力発力発力発電電電電のパイのパイのパイのパイオオオオニアでニアでニアでニアで、、、、今今今今でこそこのでこそこのでこそこのでこそこの緑緑緑緑のカーブのカーブのカーブのカーブ、、、、ドドドドイイイイツツツツはははは、、、、ここここれはちれはちれはちれはちょょょょっとっとっとっと古古古古いいいいデデデデータでータでータでータで、、、、今今今今、、、、もうもうもうもう一年一年一年一年新新新新しいしいしいしいデデデデータではータではータではータでは、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電 1,800万万万万キキキキロワットロワットロワットロワットをををを超超超超えてえてえてえて、、、、ややややははははりりりり世世世世界界界界のののの 5 分分分分のののの 2、、、、4割割割割がががが大体大体大体大体ドドドドイイイイツツツツにあるにあるにあるにある。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ドドドドイイイイツツツツのののの数字数字数字数字をををを初初初初めめめめにににに言言言言うとうとうとうと、、、、電電電電力力力力としてはとしてはとしてはとしては風風風風力発力発力発力発電電電電でででで大体大体大体大体 6％％％％、、、、自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー全全全全体体体体でででで 12％％％％ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを既既既既にににに賄賄賄賄うようになっていましてうようになっていましてうようになっていましてうようになっていまして、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素もももも、、、、2010 年年年年のののの見見見見通通通通しでしでしでしで 7,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい自自自自然然然然エネエネエネエネルギーでルギーでルギーでルギーで削削削削減減減減できるできるできるできる。。。。7,000万万万万トンというとトンというとトンというとトンというと、、、、まさにまさにまさにまさに日日日日本本本本はははは 1人人人人当当当当たたたたりりりり 10 トントントントンだだだだとしてとしてとしてとして、、、、1億億億億 3,000万万万万人人人人、、、、13億億億億トンのトンのトンのトンの 6％％％％というというというというふふふふうにカうにカうにカうにカウウウウントするとントするとントするとントすると、、、、日日日日本本本本がががが京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でででで約約約約束束束束をしをしをしをしたたたた削削削削減量減量減量減量にににに大体大体大体大体匹敵匹敵匹敵匹敵するするするする量量量量をををを、、、、日日日日本本本本よよよよりりりりもももも人口人口人口人口、、、、面面面面積積積積、、、、GDP、、、、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量量量量がががが大体大体大体大体 7割割割割ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのドドドドイイイイツツツツがががが、、、、自自自自然然然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導導導導入入入入だだだだけでけでけでけで削削削削減減減減できるできるできるできる。。。。片片片片やややや日日日日本本本本はははは、、、、もうもうもうもう既既既既にににに政政政政府府府府部門部門部門部門だだだだけでけでけでけで――――――――まあまあまあまあ、、、、政政政政府府府府部門部門部門部門というとというとというとというと、、、、結結結結局局局局、、、、国民国民国民国民がががが出出出出したしたしたした税税税税金金金金からからからから買買買買うということうということうということうということになるになるになるになるんんんんですがですがですがですが――――――――5 年年年年間間間間にわたってにわたってにわたってにわたって 1億億億億トンはロシアのトンはロシアのトンはロシアのトンはロシアのガガガガスかスかスかスか、、、、どこかからどこかからどこかからどこかから買買買買ってこなきってこなきってこなきってこなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく民民民民間間間間もももも同同同同じじじじレベレベレベレベルでルでルでルで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる経団連自主行動経団連自主行動経団連自主行動経団連自主行動計画計画計画計画もももも同同同同じじじじぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの不足不足不足不足がががが出出出出るるるるんじんじんじんじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、結結結結局局局局、、、、税税税税金金金金ななななりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業のののの利利利利益益益益ををををつつつつぶぶぶぶしてしてしてして、、、、かすみのようなかすみのようなかすみのようなかすみのような二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの権権権権利利利利をををを買買買買ってくるってくるってくるってくる、、、、そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをややややっているのがっているのがっているのがっているのが日日日日本本本本ですがですがですがですが、、、、ドドドドイイイイツツツツはははは、、、、自国自国自国自国へへへへのののの投投投投資資資資でででで 7,000万万万万トントントントン減減減減らせているらせているらせているらせている。。。。しかもしかもしかもしかも雇雇雇雇用用用用をををを 13万万万万人生人生人生人生
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んんんんでででで、、、、自自自自然然然然エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは 1兆円兆円兆円兆円産業産業産業産業にににに育育育育っているっているっているっている。。。。ドドドドイイイイツツツツではではではでは、、、、20世世世世紀紀紀紀にににに自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業ががががドドドドイイイイツツツツでででで果果果果たしたたしたたしたたした役割役割役割役割をををを、、、、21 世世世世紀紀紀紀はははは自自自自然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが果果果果たすたすたすたす、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの認識認識認識認識がががが言言言言われてわれてわれてわれているわけですがいるわけですがいるわけですがいるわけですが、、、、それをそれをそれをそれをややややははははりりりりぐぐぐぐいいいいぐぐぐぐいいいい引引引引っっっっ張張張張っているのがっているのがっているのがっているのが風風風風力発力発力発力発電電電電。。。。たたたただだだだ、、、、それをずっそれをずっそれをずっそれをずっとさかのとさかのとさかのとさかのぼぼぼぼるとるとるとると、、、、実実実実はははは、、、、1984 年年年年ににににデデデデンンンンママママークでークでークでークで固固固固定定定定価価価価格格格格的的的的なななな 3 者合者合者合者合意意意意とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれはデデデデンンンンママママークでークでークでークで風風風風力発力発力発力発電組電組電組電組合合合合がががが電電電電力会社力会社力会社力会社にににに自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの電電電電気気気気をををを引引引引きききき取取取取ってくれというこってくれというこってくれというこってくれということをとをとをとを交交交交渉渉渉渉したしたしたした結結結結果果果果、、、、電電電電気気気気料料料料金金金金のののの 85％％％％でででで電電電電気気気気をををを電電電電力会社力会社力会社力会社がががが買買買買いいいい取取取取りりりりましましましましょょょょうとうとうとうと。。。。それをそれをそれをそれを政政政政府府府府もももも交交交交えてえてえてえて 3 者合者合者合者合意意意意したのがしたのがしたのがしたのが歴史歴史歴史歴史的的的的なななな出出出出発点発点発点発点ですですですです。。。。 ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、どうしてどうしてどうしてどうして 85％％％％かというとかというとかというとかというと、、、、当時当時当時当時、、、、かかかかつデつデつデつデンンンンママママークのークのークのークの国国国国柄柄柄柄はははは大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱでででで、、、、もともともともともともともともと自分自分自分自分たちでたちでたちでたちでつつつつくったくったくったくった風風風風車車車車でででで生生生生みみみみ出出出出したしたしたした電電電電気気気気をををを電電電電力会社力会社力会社力会社にににに送送送送りりりり込込込込んんんんでででで、、、、自分自分自分自分ははははココココンンンンセセセセンンンントからトからトからトから電電電電気気気気をををを使使使使ってってってって、、、、いわいわいわいわばばばば行行行行ってこいのってこいのってこいのってこいの関係関係関係関係だだだだからからからから、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電がががが生生生生みみみみ出出出出したしたしたした電電電電気気気気代代代代はそはそはそはそのままのままのままのまま差差差差しししし引引引引いていいいていいいていいいていいじじじじゃゃゃゃないかというのがまずないかというのがまずないかというのがまずないかというのがまず 1 対対対対 1 のののの関係関係関係関係になるわけですがになるわけですがになるわけですがになるわけですが、、、、たたたただだだだ、、、、それそれそれそれだだだだけけけけだだだだとととと電電電電気気気気をををを送送送送るるるる送送送送電電電電線線線線やややや配配配配電電電電線線線線をををを使使使使っているのでっているのでっているのでっているので、、、、そのそのそのそのココココストをストをストをストをだだだだいたいいたいいたいいたい 3 割割割割とととと見見見見なしましなしましなしましなしましょょょょうということになうということになうということになうということになりりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその 3 割割割割ののののココココストのストのストのストの半半半半分分分分、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社がががが、、、、共共共共同組同組同組同組合方合方合方合方式式式式のののの、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィにににに貢献貢献貢献貢献するするするする風風風風力発力発力発力発電電電電だだだだからからからから、、、、半半半半分分分分電電電電力会社力会社力会社力会社がががが面面面面倒倒倒倒見見見見るけどるけどるけどるけど、、、、半半半半分分分分はははは自自自自己己己己負担負担負担負担してくしてくしてくしてくだだだださいということでさいということでさいということでさいということで 85％％％％ななななんんんんですですですですねねねね。。。。 ちなみにちなみにちなみにちなみに余談余談余談余談ですがですがですがですが、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、結結結結構構構構もうかるのでもうかるのでもうかるのでもうかるので、、、、個個個個人人人人でででで風風風風車車車車をををを持持持持ったったったった場場場場合合合合にはにはにはには 70％％％％、、、、つつつつままままりりりり送送送送電電電電線線線線のののの費用費用費用費用はははは全部全部全部全部負担負担負担負担してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさいねねねねというというというというふふふふうになっていますうになっていますうになっていますうになっています。。。。そこでそこでそこでそこで 85％％％％とととといういういういう数字数字数字数字があってがあってがあってがあって、、、、10 年年年年間間間間のののの 3 者合者合者合者合意意意意がががが結結結結ばばばばれたれたれたれた。。。。これがこれがこれがこれが、、、、今今今今となってはとなってはとなってはとなってはドドドドイイイイツツツツ、、、、それかそれかそれかそれからららら 2 番番番番目目目目がスがスがスがスペペペペインインインイン、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた改改改改めてめてめてめて伸伸伸伸びびびび始始始始めたアめたアめたアめたアメメメメリリリリカとカとカとカと、、、、そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろのののの影影影影にににに隠隠隠隠れていまれていまれていまれていますがすがすがすが、、、、あのカーブのあのカーブのあのカーブのあのカーブの 90 年年年年よよよよりりりり先先先先をををを隠隠隠隠してしてしてして後後後後ろろろろをををを見見見見るとるとるとると、、、、1980 年年年年代代代代のののの末末末末まではまではまではまでは、、、、世世世世界界界界でででで風風風風力発力発力発力発電電電電があるとこがあるとこがあるとこがあるところろろろというのはというのはというのはというのは事実事実事実事実上上上上、、、、アアアアメメメメリリリリカのカカのカカのカカのカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州ととととデデデデンンンンママママーーーークしかなかったわけですクしかなかったわけですクしかなかったわけですクしかなかったわけです。。。。カカカカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州はまたはまたはまたはまた別別別別のののの理理理理由由由由でででで、、、、カーターカーターカーターカーター政政政政権権権権末期末期末期末期にできにできにできにできたたたた PURPA（（（（公益公益公益公益事業事業事業事業規規規規制制制制法法法法））））とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる法法法法律律律律とととと、、、、そしてカそしてカそしてカそしてカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州がががが特別特別特別特別にににに導導導導入入入入ししししたスタンたスタンたスタンたスタンドオドオドオドオフフフファァァァーーーー４４４４(SO4)というというというという特別特別特別特別なななな仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで爆爆爆爆発的発的発的発的にににに風風風風車車車車ができたのですがができたのですがができたのですがができたのですが、、、、それとそれとそれとそれとはははは別別別別にににに、、、、デデデデンンンンママママークはークはークはークは、、、、このこのこのこの 3 者合者合者合者合意意意意によってによってによってによって風風風風力発力発力発力発電電電電をををを生生生生みみみみ出出出出してきたしてきたしてきたしてきた。。。。 それがそれがそれがそれが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、1990 年年年年ににににドドドドイイイイツツツツにににに、、、、いわいわいわいわばばばば政策政策政策政策がががが輸輸輸輸出出出出されましてされましてされましてされまして、、、、これはわずかこれはわずかこれはわずかこれはわずか 1ペペペページのージのージのージの法法法法律律律律がががが導導導導入入入入されたされたされたされた結結結結果果果果、、、、ドドドドイイイイツツツツでででで爆爆爆爆発的発的発的発的なななな風風風風力発力発力発力発電電電電のののの伸伸伸伸びがびがびがびが始始始始ままままりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ドドドドイイイイツツツツとととと同同同同じじじじ法法法法律律律律ををををデデデデンンンンママママークがもうークがもうークがもうークがもう一一一一回回回回逆逆逆逆輸輸輸輸入入入入しましてしましてしましてしまして、、、、デデデデンンンンママママークはークはークはークは改改改改めてめてめてめて風風風風力発力発力発力発電電電電がががが伸伸伸伸びびびび始始始始めてめてめてめて、、、、そしてスそしてスそしてスそしてスペペペペインがまたおもしインがまたおもしインがまたおもしインがまたおもしろろろろいことにいことにいことにいことにドドドドイイイイツツツツとととと同同同同じじじじようなようなようなような法法法法律律律律をををを 94 年年年年にににに導導導導入入入入してしてしてして、、、、オオオオレレレレンジがスンジがスンジがスンジがスペペペペインですけれどもインですけれどもインですけれどもインですけれども、、、、ドドドドイイイイツツツツとととと全全全全くくくく同同同同じじじじようなカーブでようなカーブでようなカーブでようなカーブで伸伸伸伸びびびび始始始始めめめめたたたた。。。。ドドドドイイイイツツツツのののの法法法法律律律律はははは、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの 85％％％％にににに習習習習ってってってって電電電電気気気気料料料料金金金金のののの 90％％％％でででで買買買買うというものうというものうというものうというものだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、2000 年年年年にににに新新新新たにたにたにたに導導導導入入入入されたのはされたのはされたのはされたのは風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、、、、地地地地熱熱熱熱、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスとスとスとスと、、、、1個個個個 1個個個個、、、、何何何何％％％％ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、1キキキキロワットロワットロワットロワット時当時当時当時当たたたたりりりり幾幾幾幾らとらとらとらと、、、、値段値段値段値段をををを決決決決めてめてめてめてややややってってってって、、、、ととととりりりりわけわけわけわけ太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、大体大体大体大体 43ユユユユーローローローロセセセセントントントント。。。。もともともともともともともともと電電電電気気気気料料料料金金金金のののの 90％％％％というのはというのはというのはというのは日日日日本本本本円円円円ににににしてしてしてして大体大体大体大体 15円円円円とかとかとかとか 13円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったのがったのがったのがったのが、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光ではこれではではこれではではこれではではこれでは普及普及普及普及しないのでしないのでしないのでしないので、、、、2000 年年年年にににに導導導導入入入入したしたしたした法法法法律律律律ではではではでは 43 ユユユユーローローローロセセセセントントントント、、、、約約約約 60 円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、さらにさらにさらにさらに一一一一昨昨昨昨年年年年からはからはからはからは、、、、ここここれをれをれをれを 56 ユユユユーローローローロセセセセントントントント、、、、だだだだからからからから約約約約 80 円円円円ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに値値値値上上上上げげげげをしましてをしましてをしましてをしまして、、、、日日日日本本本本のののの太陽太陽太陽太陽光光光光ををををつつつつけたけたけたけたときにときにときにときに電電電電力会社力会社力会社力会社がががが行行行行ってこいのってこいのってこいのってこいの関係関係関係関係でででで買買買買ってくれるってくれるってくれるってくれる 23 円円円円とかとかとかとか 25 円円円円にににに比比比比べべべべるるるるとととと 3 倍倍倍倍強強強強のののの値値値値段段段段ででででドドドドイイイイツツツツではではではでは今今今今太陽太陽太陽太陽光光光光のののの電電電電気気気気をををを買買買買ってくれることになっていましてってくれることになっていましてってくれることになっていましてってくれることになっていまして、、、、それもあってそれもあってそれもあってそれもあって、、、、今今今今ドドドドイイイイツツツツではではではでは爆爆爆爆発的発的発的発的なななな太陽太陽太陽太陽光光光光のブームがのブームがのブームがのブームが起起起起きているというきているというきているというきているという状況状況状況状況ですですですです。。。。 そういうそういうそういうそういう、、、、1つつつつのののの、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの歴史歴史歴史歴史上上上上のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが次次次次々々々々にににに他他他他国国国国にににに移移移移っていってっていってっていってっていって、、、、今今今今のののの自自自自
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然然然然エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが本流本流本流本流にににに入入入入ったというったというったというったという大大大大きなきなきなきな流流流流れのれのれのれの源流源流源流源流ををををつつつつくったのがくったのがくったのがくったのがややややははははりりりり北欧北欧北欧北欧のののの取取取取りりりり組組組組みというみというみというみというふふふふうにうにうにうに見見見見れれれればばばば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すいますいますいます。。。。これをちこれをちこれをちこれをちょょょょっとっとっとっと図図図図にににに落落落落としたのがとしたのがとしたのがとしたのが、、、、いわいわいわいわばばばば政策政策政策政策イイイイノノノノベベベベーションーションーションーション、、、、政策政策政策政策がががが進化進化進化進化するするするする状況状況状況状況がががが、、、、まさにまさにまさにまさに市民市民市民市民風風風風車車車車のささのささのささのささややややかなかなかなかなデデデデンンンンママママークのークのークのーク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広広広広がっていったとがっていったとがっていったとがっていったと。。。。このことこのことこのことこのことはははは我我我我々々々々にににに何何何何をををを教教教教えてくれるかというとえてくれるかというとえてくれるかというとえてくれるかというと、、、、ややややははははりりりり地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体であったであったであったであったりりりり、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては市民団体市民団体市民団体市民団体がががが一一一一歩歩歩歩何何何何かかかか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みみみ、、、、それはそれはそれはそれは先先先先ににににつつつつながるようなながるようなながるようなながるような要素要素要素要素をををを含含含含んんんんでいるでいるでいるでいるほほほほうがもちうがもちうがもちうがもちろんろんろんろんいいいいいいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうささそういうささそういうささそういうささややややかかかかなななな取取取取りりりり組組組組みがどみがどみがどみがどんんんんどどどどんんんん広広広広がってがってがってがって、、、、実実実実はははは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな流流流流れをれをれをれを生生生生みみみみ出出出出すすすす、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自信信信信をををを与与与与ええええてくれるとてくれるとてくれるとてくれると思思思思ううううんんんんですですですです。。。。よくよくよくよく、、、、北北北北京京京京のチョのチョのチョのチョウウウウがががが羽羽羽羽ばばばばたいてニたいてニたいてニたいてニュュュューーーーヨヨヨヨークがークがークがークが嵐嵐嵐嵐になるとかになるとかになるとかになるとか、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが、、、、これはカこれはカこれはカこれはカオオオオスススス理理理理論論論論のののの話話話話ですがですがですがですが、、、、政策政策政策政策イイイイノノノノベベベベーションでもーションでもーションでもーションでも、、、、もっともっともっともっと現実現実現実現実性性性性をををを持持持持ってってってって、、、、新新新新しいしいしいしい、、、、理理理理にかなったにかなったにかなったにかなった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを一一一一歩歩歩歩でもでもでもでも――――――――まあまあまあまあ、、、、新新新新しいことしいことしいことしいことををををややややるといるといるといるというのはうのはうのはうのは政政政政治的治的治的治的なななな障障障障害害害害とかとかとかとか、、、、内内内内部部部部のののの組織組織組織組織的的的的なななな問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、いいいいろんろんろんろんなものがあってなものがあってなものがあってなものがあって、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに理理理理想的想的想的想的なななな政策政策政策政策をいきなをいきなをいきなをいきなりりりり導導導導入入入入するというのはするというのはするというのはするというのは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしいんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一歩歩歩歩何何何何かかかか進進進進んだんだんだんだことことことことでもでもでもでも突突突突破破破破してしてしてしてややややれれれればばばば、、、、それがどそれがどそれがどそれがどんんんんどどどどんんんん連連連連鎖鎖鎖鎖をしてをしてをしてをして大大大大きなきなきなきな流流流流れになるれになるれになるれになる。。。。これはこれはこれはこれは我我我我々々々々、、、、頭頭頭頭にににに入入入入れておいてもいいれておいてもいいれておいてもいいれておいてもいいんじんじんじんじゃゃゃ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。。。。 このスライこのスライこのスライこのスライドドドドはちはちはちはちょょょょっとっとっとっと文字文字文字文字ばばばばかかかかりりりりでででで非非非非常常常常ににににややややややややこしいこしいこしいこしいんんんんですがですがですがですが、、、、たたたただだだだ、、、、先先先先ほほほほどどどど日日日日本本本本のののの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、、、、非非非非常常常常にににに行行行行きききき詰詰詰詰まっているとまっているとまっているとまっていると。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策、、、、いいいいわわわわばばばば世世世世界界界界のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策をををを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、北欧北欧北欧北欧とカとカとカとカリリリリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州とととというこのいうこのいうこのいうこの 2 つつつつ、、、、新新新新ししししいいいい環境環境環境環境政策政策政策政策のののの源流源流源流源流をををを探探探探るとすれるとすれるとすれるとすればばばば、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりこのこのこのこの 2つつつつのののの地域地域地域地域にさまざまににさまざまににさまざまににさまざまに取取取取りりりり組組組組みがあるみがあるみがあるみがある。。。。ととととりりりりわけわけわけわけ北欧北欧北欧北欧のののの中中中中ではではではでは、、、、政政政政府府府府のののの役割役割役割役割、、、、そしてそしてそしてそして市市市市場場場場のののの役割役割役割役割、、、、そしてそしてそしてそして地域社会地域社会地域社会地域社会のののの役割役割役割役割というのというのというのというのはははは、、、、ややややははははりりりりさまざまにさまざまにさまざまにさまざまに学学学学ぶぶぶぶとことことこところろろろがあるなというがあるなというがあるなというがあるなという、、、、そのそのそのその話話話話をちをちをちをちょょょょっとしていきたいとっとしていきたいとっとしていきたいとっとしていきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 またまたまたまた歴史歴史歴史歴史のののの話話話話にににに戻戻戻戻りりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、デデデデンンンンママママークとークとークとークと違違違違ってスってスってスってスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合はははは、、、、ややややははははりりりり原子原子原子原子力発力発力発力発電電電電をををを、、、、一一一一時期時期時期時期はははは電電電電力力力力のののの 50％％％％をををを賄賄賄賄ううううぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで、、、、合合合合計計計計 12 基基基基あああありりりりましたましたましたました。。。。たたたただだだだしししし、、、、7年年年年前前前前にににに 1 基基基基閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖しししし、、、、昨昨昨昨年年年年もうもうもうもう一基一基一基一基閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖しましたからしましたからしましたからしましたから、、、、今今今今はははは 10 基基基基ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。しかししかししかししかし、、、、ややややははははりりりりこのこのこのこの原子原子原子原子力力力力がががが良良良良くもくもくもくも悪悪悪悪しくもスしくもスしくもスしくもスウウウウェーェーェーェーデデデデンのエネルギーンのエネルギーンのエネルギーンのエネルギー政策政策政策政策のののの中中中中心心心心にあったにあったにあったにあった。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合、、、、1945 年年年年、、、、まさにまさにまさにまさに第第第第 2 次次次次世世世世界大界大界大界大戦戦戦戦がががが終終終終わったわったわったわった直直直直後後後後からからからから、、、、核核核核兵兵兵兵器器器器のののの保保保保有有有有もももも視視視視野野野野にににに入入入入れたれたれたれた形形形形でででで原子原子原子原子力力力力委員委員委員委員会会会会がががが、、、、原子原子原子原子力研究開発力研究開発力研究開発力研究開発公公公公社社社社とととと原子原子原子原子力力力力にににに関関関関するするするする委員委員委員委員会会会会がががが立立立立ちちちち上上上上ががががりりりりましたましたましたました。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合はははは、、、、早早早早々々々々とととと核核核核兵兵兵兵器器器器のプログラムにのプログラムにのプログラムにのプログラムに関関関関してはしてはしてはしては 50 年年年年代代代代にににに放棄放棄放棄放棄ををををしていますしていますしていますしています。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、原子原子原子原子力開発力開発力開発力開発プログラムはずっとプログラムはずっとプログラムはずっとプログラムはずっと続続続続いてきていてきていてきていてきて、、、、1960 年年年年代代代代にににに初初初初めめめめてのてのてのての原原原原発発発発がががが臨臨臨臨界界界界にににに達達達達してしてしてして、、、、一方一方一方一方でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる反反反反原原原原発発発発運運運運動動動動もももも 60 年年年年代代代代からかなからかなからかなからかなりりりり盛盛盛盛んんんんになってになってになってになってきたきたきたきた。。。。 先先先先ほほほほどどどど、、、、一一一一番最初番最初番最初番最初のののの図図図図にあったようににあったようににあったようににあったように、、、、1970 年年年年代代代代はははは、、、、これはこれはこれはこれは国際的国際的国際的国際的にににに見見見見てもてもてもても、、、、環境環境環境環境政政政政治治治治学的学的学的学的にににに見見見見てもてもてもても、、、、環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動、、、、イイイイココココールールールール原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争、、、、イイイイココココールエネルギーールエネルギーールエネルギーールエネルギー政策政策政策政策というというというという、、、、そそそそういうういうういうういう時時時時代代代代だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。これはいこれはいこれはいこれはいろろろろいいいいろろろろ背背背背景景景景があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、60 年年年年代代代代にアにアにアにアメメメメリリリリカがカがカがカが「「「「Atoms for Peace」」」」というアイゼンというアイゼンというアイゼンというアイゼンハハハハワーのワーのワーのワーの、、、、一一一一見非見非見非見非常常常常にににに理理理理想的想的想的想的なななな言葉言葉言葉言葉であであであでありつつりつつりつつりつつ、、、、裏裏裏裏ににににはアはアはアはアメメメメリリリリカのカのカのカの商商商商業業業業炉炉炉炉をををを世世世世界各国界各国界各国界各国にににに売売売売っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという商商商商業業業業戦略戦略戦略戦略があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。まあまあまあまあ、、、、核核核核のののの商人商人商人商人のののの裏顔裏顔裏顔裏顔をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら、、、、50 年年年年代後代後代後代後半半半半、、、、特特特特にににに 60 年年年年代代代代にかけてはにかけてはにかけてはにかけては、、、、アアアアメメメメリリリリカのカのカのカの核核核核ののののセセセセールスールスールスールスママママンでンでンでンで、、、、これはスこれはスこれはスこれはスウウウウェーェーェーェーデデデデンもンもンもンも、、、、ドドドドイイイイツツツツもももも、、、、フランスもフランスもフランスもフランスも、、、、そしてそしてそしてそして日日日日本本本本もももも、、、、みみみみんんんんなななな飛飛飛飛びびびびつつつついいいいてててて乗乗乗乗っかっていったわけですっかっていったわけですっかっていったわけですっかっていったわけです。。。。 同同同同時時時時にににに、、、、60 年年年年代代代代初初初初めはめはめはめは環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動的動的動的動的にににに言言言言うとすうとすうとすうとすごごごごくくくく大事大事大事大事なななな時時時時代代代代でででで、、、、このこのこのこの年年年年表表表表にはにはにはには書書書書いいいいてないのですがてないのですがてないのですがてないのですが、、、、1962 年年年年ににににレレレレーチェル・カーーチェル・カーーチェル・カーーチェル・カーソソソソンのンのンのンの『『『『沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春』』』』というというというという本本本本がががが出出出出たたたた。。。。このこのこのこの『『『『沈沈沈沈
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黙黙黙黙のののの春春春春』』』』というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方でででで、、、、それまでのいわゆるそれまでのいわゆるそれまでのいわゆるそれまでのいわゆる環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動はははは、、、、いわいわいわいわばばばばハハハハイイイイソソソソなななな紳士紳士紳士紳士たちがたちがたちがたちが、、、、自分自分自分自分たちはたちはたちはたちは優優優優雅雅雅雅なななな暮暮暮暮らしをしながららしをしながららしをしながららしをしながら、、、、どこかどこかどこかどこか外外外外にあるにあるにあるにある、、、、自自自自然然然然をををを守守守守るるるるようなようなようなような、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境保保保保護護護護「「「「運運運運動動動動」」」」というよというよというよというよりりりりもももも環境環境環境環境保保保保護護護護のののの「「「「クラブクラブクラブクラブ」」」」だだだだったものがったものがったものがったものが、、、、レレレレーチェル・カーーチェル・カーーチェル・カーーチェル・カーソソソソンンンンのののの著作著作著作著作によっていによっていによっていによっていろんろんろんろんなものがなものがなものがなものが変変変変わわわわりりりりましたましたましたました。。。。1つつつつはははは、、、、まずまずまずまず、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる自自自自然然然然保保保保護護護護ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、目目目目にににに見見見見えないえないえないえない環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染といったものがといったものがといったものがといったものが新新新新しいしいしいしい問問問問題題題題としてクローズアとしてクローズアとしてクローズアとしてクローズアップされたップされたップされたップされた。。。。それからそれからそれからそれから、、、、いわいわいわいわばばばばハハハハイイイイソソソソなクラブではなくてなクラブではなくてなクラブではなくてなクラブではなくて、、、、環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動、、、、まさにムーブまさにムーブまさにムーブまさにムーブメメメメントといったものがントといったものがントといったものがントといったものが起起起起きききき始始始始めてめてめてめて、、、、環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動がそれまでのクラブからがそれまでのクラブからがそれまでのクラブからがそれまでのクラブから政政政政治治治治問問問問題題題題にににに入入入入っっっってきたということがあてきたということがあてきたということがあてきたということがありりりりますますますます。。。。さらにそれさらにそれさらにそれさらにそれ以以以以上上上上にににに大大大大きなきなきなきな流流流流れとしてはれとしてはれとしてはれとしては、、、、先進国先進国先進国先進国がががが急速急速急速急速なななな経経経経済成済成済成済成長長長長をするをするをするをする一方一方一方一方でででで、、、、途途途途上上上上国国国国とのとのとのとの差差差差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きててきててきててきて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境とととと開発開発開発開発のののの対対対対立立立立といといといというのもこのこうのもこのこうのもこのこうのもこのころろろろにににに出出出出始始始始めたというのがあるめたというのがあるめたというのがあるめたというのがある。。。。 そういそういそういそういうううう問問問問題題題題をずっとをずっとをずっとをずっと 60 年年年年代代代代はははは抱抱抱抱えてえてえてえて、、、、1970 年年年年代代代代というのはというのはというのはというのは、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動にとにとにとにとってはってはってはっては歴史歴史歴史歴史的的的的なななな時時時時代代代代でででで、、、、特特特特にににに 1972 年年年年にはストックにはストックにはストックにはストックホホホホルムルムルムルム人人人人間間間間環境会議環境会議環境会議環境会議、、、、まさにまさにまさにまさに世世世世界界界界全全全全体体体体ののの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開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのこそのこそのこそのころろろろにはちにはちにはちにはちょょょょうどうどうどうどメメメメドドドドースースースース博博博博士士士士のののの『『『『成成成成長長長長のののの限限限限界界界界』』』』がががが出出出出たのがたしかたのがたしかたのがたしかたのがたしか 72 年年年年のののの暮暮暮暮れかれかれかれか 73 年年年年のののの初初初初めめめめだだだだったとったとったとったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このままこのままこのままこのまま幾幾幾幾何何何何級級級級数数数数的的的的にににに成成成成長長長長するとするとするとすると、、、、石油石油石油石油もエネルギーももエネルギーももエネルギーももエネルギーも資源資源資源資源もみもみもみもみんんんんなななな枯渇枯渇枯渇枯渇するするするするぞぞぞぞというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう警警警警告告告告のののの書書書書がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、まさにそのまさにそのまさにそのまさにその 1973 年年年年のののの秋秋秋秋にににに石油石油石油石油ショックがショックがショックがショックが起起起起きてきてきてきて、、、、石油石油石油石油のののの値段値段値段値段がががが暴騰暴騰暴騰暴騰してしてしてして、、、、いいいいきなきなきなきなりりりり 4 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに値段値段値段値段がががが上上上上がったがったがったがった。。。。そういったそういったそういったそういった時時時時代代代代にににに、、、、ちちちちょょょょうどスうどスうどスうどスウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン、、、、デデデデンンンンママママークをークをークをークを含含含含むむむむ先進国先進国先進国先進国はははは、、、、日日日日本本本本もももも含含含含めてめてめてめて、、、、原子原子原子原子力力力力をををを爆爆爆爆発的発的発的発的にににに増増増増ややややすことですことですことですことで石油石油石油石油のののの値段値段値段値段のののの上上上上がっがっがっがっていくことにていくことにていくことにていくことに対対対対してしてしてして、、、、むむむむししししろろろろ政政政政治的治的治的治的にににに対対対対抗抗抗抗しようとしたしようとしたしようとしたしようとした。。。。このこのこのこの石油石油石油石油のののの値段値段値段値段がががが上上上上がったのはがったのはがったのはがったのは
OPEC 諸諸諸諸国国国国がががが油油油油田田田田をををを国有化国有化国有化国有化したことがしたことがしたことがしたことが背背背背景景景景でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして政政政政府府府府としてはとしてはとしてはとしては原子原子原子原子力力力力をををを切切切切りりりり札札札札としてとしてとしてとして対対対対抗抗抗抗させようとさせようとさせようとさせようと。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、国国国国対対対対国国国国のののの関係関係関係関係でででで言言言言ええええばばばば、、、、石油対石油対石油対石油対原子原子原子原子力力力力というというというという構構構構図図図図がががが石油石油石油石油ショックとともにショックとともにショックとともにショックとともに登登登登場場場場したのにしたのにしたのにしたのに対対対対してしてしてして、、、、環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動のののの視点視点視点視点からはからはからはからは、、、、今今今今度度度度はははは政政政政府府府府対対対対市民市民市民市民のののの構構構構図図図図となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。政政政政府府府府がががが進進進進めるめるめるめる原子原子原子原子力力力力にににに対対対対してしてしてして市民市民市民市民はははは省省省省エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと自自自自然然然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対対対対抗抗抗抗しようというしようというしようというしようという、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境保保保保護護護護運運運運動動動動がががが立立立立ちちちち上上上上がってきたのががってきたのががってきたのががってきたのが 70 年年年年代代代代ですですですです。。。。 あまあまあまあまりりりりゆっくゆっくゆっくゆっくりりりり話話話話すとすとすとすと時間時間時間時間がなくなるがなくなるがなくなるがなくなるんんんんですがですがですがですが、、、、そういうさまざまなことをそういうさまざまなことをそういうさまざまなことをそういうさまざまなことを経経経経てててて、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合はははは、、、、日日日日本本本本とととと違違違違ってってってって、、、、このこのこのこの原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争がががが中中中中央政央政央政央政治治治治のまさにのまさにのまさにのまさに国会国会国会国会のののの中中中中のののの最最最最もももも中中中中心心心心的的的的なななな議題議題議題議題になったということですになったということですになったということですになったということです。。。。細細細細かくかくかくかく話話話話すといすといすといすといろろろろいいいいろろろろあるあるあるあるんんんんですがですがですがですが、、、、それはまたそれはまたそれはまたそれはまた本本本本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だだだくとしてくとしてくとしてくとして、、、、最終最終最終最終的的的的にににに何何何何がががが起起起起きたかというときたかというときたかというときたかというと、、、、国民国民国民国民投投投投票票票票をするかしないかとをするかしないかとをするかしないかとをするかしないかというのがいうのがいうのがいうのが政政政政治治治治上上上上ものすものすものすものすごごごごくくくく大大大大きなきなきなきな議題議題議題議題となっているとことなっているとことなっているとことなっているところろろろにににに、、、、アアアアメメメメリリリリカでスカでスカでスカでスリリリリーーーーママママイイイイルルルル島島島島事事事事故故故故がががが 1979 年年年年のののの春春春春にににに起起起起きますきますきますきます。。。。それをもってスそれをもってスそれをもってスそれをもってスウウウウェーェーェーェーデデデデンはンはンはンは、、、、これはこれはこれはこれはややややははははりりりり国民国民国民国民投投投投票票票票でででで、、、、原子原子原子原子力力力力にににに関関関関してもしてもしてもしても国民国民国民国民のののの意意意意思思思思をををを聞聞聞聞いていていていて考考考考えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、国民国民国民国民投投投投票票票票がががが 1980年年年年にににに行行行行われるわれるわれるわれる。。。。このこのこのこの国民国民国民国民投投投投票票票票というのがまたというのがまたというのがまたというのがまた、、、、これもこれもこれもこれも詳詳詳詳しくしくしくしく話話話話すとなかなかすとなかなかすとなかなかすとなかなか意意意意味味味味深深深深いものいものいものいものがあがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、単単単単純純純純にイエス・にイエス・にイエス・にイエス・ノノノノーではなくてーではなくてーではなくてーではなくて、、、、単単単単純純純純にイエスににイエスににイエスににイエスに近近近近いいいい選択選択選択選択肢肢肢肢、、、、比比比比較較較較的的的的ノノノノーーーーにににに近近近近いいいい選択選択選択選択肢肢肢肢、、、、そしてそしてそしてそして、、、、実実実実はははは第第第第 3 のののの、、、、非非非非常常常常にににに微微微微妙妙妙妙なななな選択選択選択選択肢肢肢肢、、、、これがこれがこれがこれが当時当時当時当時のののの与与与与党党党党にあったにあったにあったにあった社社社社会民主会民主会民主会民主党党党党がががが提提提提案案案案したしたしたした選択選択選択選択肢肢肢肢とあってとあってとあってとあって、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど票票票票がががが 3つつつつにににに分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、1 とととと 3 をとれをとれをとれをとればばばば推進推進推進推進、、、、
2 とととと 3 をとれをとれをとれをとればばばば反反反反対対対対のようなのようなのようなのような、、、、非非非非常常常常にににに微微微微妙妙妙妙なななな結結結結論論論論になになになになりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、たたたただだだだ、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを今今今今日日日日はあまはあまはあまはあまりりりり詳詳詳詳しくしくしくしく話話話話せませせませせませせませんんんんがががが、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン社会社会社会社会にとってにとってにとってにとって、、、、もうもうもうもう今今今今やややや 20 年年年年以以以以上上上上たってしまったのであれですがたってしまったのであれですがたってしまったのであれですがたってしまったのであれですが、、、、私私私私がインタがインタがインタがインタビビビビュュュューしたーしたーしたーした人人人人、、、、原子原子原子原子力力力力のののの立立立立場場場場にかかわらにかかわらにかかわらにかかわらずすずすずすずすべべべべてのてのてのての人人人人がががが言言言言っていたのはっていたのはっていたのはっていたのは、、、、当時当時当時当時 18 歳歳歳歳以以以以上上上上――――――――ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合はははは 18 歳歳歳歳以以以以上上上上のののの人人人人がみがみがみがみんんんんなななな投投投投票票票票できるわけですけれどもできるわけですけれどもできるわけですけれどもできるわけですけれども――――――――投投投投票票票票によってによってによってによって何何何何かかかか物物物物事事事事をををを決決決決着着着着するそのするそのするそのするその結結結結果果果果がががが大大大大
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事事事事なのではなくてなのではなくてなのではなくてなのではなくて、、、、原子原子原子原子力力力力とエネルギーととエネルギーととエネルギーととエネルギーと環境環境環境環境とととと自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会のののの未未未未来来来来をををを、、、、投投投投票票票票をををを通通通通じじじじてててて
18 歳歳歳歳以以以以上上上上のスのスのスのスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの国民国民国民国民がががが全員考全員考全員考全員考ええええ抜抜抜抜いいいいたたたた。。。。そのことがそのことがそのことがそのことがややややははははりりりり一一一一番番番番現現現現在在在在にににに生生生生きていきていきていきているるるるんんんんではないかということをスではないかということをスではないかということをスではないかということをスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの方方方方はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。実際実際実際実際、、、、政政政政治治治治上上上上のののの議題議題議題議題からからからから、、、、原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争はははは完完完完全全全全にはにはにはには消消消消えませえませえませえませんんんんがががが、、、、このこのこのこの国民国民国民国民投投投投票票票票をもってをもってをもってをもって実実実実はははは非非非非常常常常にににに静静静静かかかかになになになになりりりりますますますます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のプログラムものプログラムものプログラムものプログラムも淡淡淡淡々々々々とととと進進進進みみみみ、、、、当時当時当時当時 6 基基基基だだだだったったったった原原原原発発発発をとをとをとをとりりりりあえあえあえあえずはずはずはずは 12 基基基基まではまではまではまではつつつつくるくるくるくる。。。。非非非非常常常常にこれもにこれもにこれもにこれも奇妙奇妙奇妙奇妙ななななんんんんですがですがですがですが、、、、12 基基基基つつつつくってくってくってくって、、、、それからそれからそれからそれから減減減減らすとらすとらすとらすといういういういう、、、、そういうそういうそういうそういう最終最終最終最終的的的的なななな結結結結論論論論になったものですからになったものですからになったものですからになったものですから、、、、ととととりりりりあえずあえずあえずあえず 6 基基基基ををををつつつつくるくるくるくる。。。。しかしなしかしなしかしなしかしながらがらがらがら、、、、代代代代替替替替エネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしての自自自自然然然然エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、これにこれにこれにこれに政策政策政策政策のののの中中中中心心心心をををを置置置置くくくく。。。。そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが、、、、あるあるあるある種種種種のののの国民国民国民国民ののののママママジョジョジョジョリリリリテテテティィィィーのーのーのーのココココンンンンセセセセンサスになったンサスになったンサスになったンサスになった。。。。 そのそのそのその結結結結果果果果何何何何がががが起起起起きたかというときたかというときたかというときたかというと、、、、アンチからアンチからアンチからアンチからココココンストラクテンストラクテンストラクテンストラクティィィィブとブとブとブと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、
70 年年年年代代代代はははは、、、、事事事事あるあるあるあるごごごごとにとにとにとに原子原子原子原子力力力力をををを推進推進推進推進かかかか反反反反対対対対かというかというかというかという、、、、常常常常にににに人人人人をををを見見見見れれれればばばばまずそれがまずそれがまずそれがまずそれが最初最初最初最初ののののリリリリトトトトママママスススス紙紙紙紙でででで、、、、推進推進推進推進対対対対反反反反対対対対のいわのいわのいわのいわばばばば対対対対決決決決モモモモーーーードドドドでででで、、、、推進推進推進推進のののの人人人人はははは反反反反対対対対派派派派をををを論破論破論破論破するためにあするためにあするためにあするためにあらゆるらゆるらゆるらゆる知知知知恵恵恵恵をををを使使使使うううう。。。。反反反反対対対対派派派派のののの人人人人はははは推進推進推進推進をををを論破論破論破論破するためにあらゆるするためにあらゆるするためにあらゆるするためにあらゆる知知知知恵恵恵恵をををを使使使使うといううといううといううという、、、、そうそうそうそういういういういう一一一一種種種種のののの社会関係社会関係社会関係社会関係からからからから、、、、まあまあまあまあ、、、、原子原子原子原子力力力力にににに関関関関してはなかなかしてはなかなかしてはなかなかしてはなかなか異論異論異論異論はあるけれどもはあるけれどもはあるけれどもはあるけれども、、、、あるあるあるある種種種種ののののココココンンンンセセセセンサスがあってンサスがあってンサスがあってンサスがあって、、、、むむむむししししろろろろ再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、自自自自然然然然エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと省省省省エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを増増増増ややややすためにどういうすためにどういうすためにどういうすためにどういうふふふふうにうにうにうに一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えてえてえてえて協働協働協働協働していけしていけしていけしていけばばばばいいいいいいいいんだんだんだんだというというというという、、、、いわいわいわいわばばばば建建建建設的設的設的設的なななな一一一一種種種種のののの協働関係協働関係協働関係協働関係がががが社会社会社会社会全全全全体体体体にににに生生生生まれたまれたまれたまれた、、、、というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 そのそのそのその結結結結果果果果としてとしてとしてとして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ちちちちょょょょっとこれっとこれっとこれっとこれ、、、、白白白白黒黒黒黒でででで見見見見づらいですがづらいですがづらいですがづらいですが、、、、2050 年年年年ののののビビビビジョンなジョンなジョンなジョンなんんんんかではかではかではかでは既既既既にににに 50％％％％のののの電電電電力力力力をををを賄賄賄賄っているっているっているっている原子原子原子原子力力力力はははは、、、、2050 年年年年にはどのシナにはどのシナにはどのシナにはどのシナリオリオリオリオをとってももうをとってももうをとってももうをとってももうないよとないよとないよとないよと。。。。エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギー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、、、、これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、自自自自然然然然エネルギエネルギエネルギエネルギーにーにーにーに転転転転換換換換していくしていくしていくしていくんだんだんだんだというというというという、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも将将将将来来来来像像像像だだだだけはけはけはけは共通共通共通共通していてしていてしていてしていて、、、、1個個個個 1個個個個のののの原子原子原子原子力力力力(発発発発電所電所電所電所)をををを閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖するというのはするというのはするというのはするというのは、、、、今度今度今度今度はかなはかなはかなはかなりりりりミクロなミクロなミクロなミクロな 1つつつつ 1つつつつのののの電電電電力会社力会社力会社力会社とととと時間時間時間時間のかかるのかかるのかかるのかかる政政政政治的治的治的治的なななな合合合合意意意意のためののためののためののための交交交交渉渉渉渉がががが必要必要必要必要でででで、、、、結結結結果果果果としてスとしてスとしてスとしてスウウウウェーェーェーェーデデデデンはンはンはンは、、、、今現今現今現今現在在在在のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの中中中中心心心心になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、1997 年年年年にににに、、、、当時当時当時当時社会民主社会民主社会民主社会民主党党党党とととと日日日日本本本本のののの共共共共産産産産党党党党にににに当当当当たるたるたるたる左左左左翼翼翼翼党党党党、、、、左左左左党党党党というとこというとこというとこというところろろろとととと、、、、緑緑緑緑のののの党党党党、、、、このこのこのこの 3 者者者者がががが与与与与党党党党になったときにできたになったときにできたになったときにできたになったときにできた 1997 年年年年のののの政策政策政策政策がががが中中中中心心心心でででですすすす。。。。 

  そこでようそこでようそこでようそこでようややややくくくく、、、、国民国民国民国民投投投投票票票票からからからから 17 年年年年たってたってたってたって、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークのココココペペペペンンンンハハハハーーーーゲゲゲゲンからンからンからンから目目目目にににに見見見見ええええるるるるババババルルルルセセセセベベベベックックックック原原原原発発発発というのがというのがというのがというのが 2 基基基基あったあったあったあったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それをまずはそれをまずはそれをまずはそれをまずは閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖ししししていこうていこうていこうていこうということでということでということでということで、、、、まずまずまずまず 1999 年年年年のののの 11 月月月月 30日日日日にににに 1 基基基基目目目目、、、、そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一基一基一基一基目目目目はははは様子様子様子様子をををを見見見見ながらながらながらながら閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖をするということでをするということでをするということでをするということで、、、、時間時間時間時間がかかってようがかかってようがかかってようがかかってようややややくくくく昨昨昨昨年年年年 6 月月月月 1 日日日日にににに閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖されてされてされてされて、、、、遂遂遂遂ににににデデデデンンンンママママークはークはークはークは、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの原原原原発発発発をををを首首首首都都都都のののの目目目目とととと鼻鼻鼻鼻のののの先先先先、、、、わずかわずかわずかわずか 20キキキキロロロロ先先先先にににに原原原原発発発発ををををつつつつききききつつつつけられけられけられけられるというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういう悪悪悪悪夢夢夢夢からからからからデデデデンンンンママママークはークはークはークは解放解放解放解放されたされたされたされた。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ままままだだだだススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン自自自自身身身身はこれからあとはこれからあとはこれからあとはこれからあと 10 基基基基のののの原子原子原子原子力発力発力発力発電電電電をををを抱抱抱抱ええええ、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題にににに対対対対決決決決するといするといするといするというううう問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えていますえていますえていますえています。。。。 

  デデデデンンンンママママークにークにークにークにつつつついてはいてはいてはいては、、、、まあまあまあまあ、、、、同同同同じじじじようなようなようなような、、、、しかしちしかしちしかしちしかしちょょょょっとっとっとっと違違違違うううう歴史歴史歴史歴史をたをたをたをたどっていますどっていますどっていますどっています。。。。デデデデンンンンママママークもークもークもークも石油石油石油石油ショックのときにショックのときにショックのときにショックのときに電電電電力会社力会社力会社力会社がががが 15基基基基のののの原子原子原子原子力発力発力発力発電所電所電所電所ををををつつつつくるというくるというくるというくるという提提提提案案案案ををををしますしますしますします。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、70 年年年年代代代代までのカーブをまでのカーブをまでのカーブをまでのカーブを見見見見ていたていたていたていただだだだきますとわかきますとわかきますとわかきますとわかりりりりますようにますようにますようにますように、、、、今今今今のののの中国中国中国中国ややややインインインインドドドドとととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、年率年率年率年率 8％％％％、、、、9％％％％というというというという勢勢勢勢いでいでいでいで、、、、経済経済経済経済とととと石油石油石油石油のののの消費消費消費消費量量量量――――――――当時当時当時当時ははははすすすすべべべべてててて石油石油石油石油、、、、輸輸輸輸入入入入のののの石油石油石油石油、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは石石石石炭炭炭炭――――――――をををを増増増増ややややしていたとこしていたとこしていたとこしていたところろろろにににに、、、、いきないきないきないきなりりりり石油石油石油石油がががが 4倍倍倍倍のののの値段値段値段値段にににに上上上上がったがったがったがった。。。。でででで、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社はははは、、、、それならそれならそれならそれならばばばば原原原原発発発発をををを全全全全国各地国各地国各地国各地にににに 15ヵヵヵヵ所所所所つつつつくくくくろろろろうううう、、、、そそそそういうういうういうういう提提提提案案案案をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして、、、、OOA というというというという、、、、これはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギーこれはエネルギー情情情情報報報報組織組織組織組織というというというというデデデデ
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ンンンンママママークークークーク語語語語ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、いわいわいわいわばばばば市民団体市民団体市民団体市民団体ですがですがですがですが、、、、デデデデンンンンママママークークークーク全全全全土土土土でででで 1 つつつつにににに結結結結集集集集してしてしてしてできたできたできたできた市民団体市民団体市民団体市民団体がががが、、、、即即即即座座座座にににに反反反反応応応応してしてしてして、、、、いいいいやややや、、、、原子原子原子原子力力力力をををを電電電電力会社力会社力会社力会社ががががつつつつくるとくるとくるとくると言言言言ってってってってつつつつくるのくるのくるのくるのではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、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はははは民主主民主主民主主民主主義義義義的的的的にににに国会国会国会国会のののの中中中中でででで決決決決めるめるめるめるべべべべききききだだだだとととと、、、、そういうそういうそういうそういう運運運運動動動動をををを展開展開展開展開してしてしてして、、、、結結結結果果果果としてとしてとしてとして原子原子原子原子力力力力ををををつつつつくるというくるというくるというくるという計画計画計画計画ははははモモモモラトラトラトラトリリリリアムアムアムアム、、、、いわいわいわいわばばばば一一一一時時時時停停停停止止止止になになになになりりりりましたましたましたました。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、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論論論論争争争争がががが起起起起きてきてきてきて、、、、まずまずまずまず 1976 年年年年のののの政策政策政策政策論論論論争争争争というのはというのはというのはというのは、、、、そこでそこでそこでそこで EP76とととと AE76、、、、ちちちちょょょょっとわかっとわかっとわかっとわかりりりりにくいにくいにくいにくいんんんんですがですがですがですが、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも右肩右肩右肩右肩上上上上ががががりりりりななななんんんんですがですがですがですが、、、、政政政政府府府府がががが出出出出したしたしたしたのはのはのはのは、、、、今今今今後後後後もももも高高高高度成度成度成度成長長長長期期期期とととと同同同同じじじじぐぐぐぐらいらいらいらい年率年率年率年率 10％％％％ぐぐぐぐらいエネルギーはらいエネルギーはらいエネルギーはらいエネルギーは伸伸伸伸びていくとびていくとびていくとびていくと、、、、そういそういそういそういうシナうシナうシナうシナリオだリオだリオだリオだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、市民市民市民市民がががが出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、いいいいやややや、、、、もっともっともっともっと省省省省エネルギーをすれエネルギーをすれエネルギーをすれエネルギーをすればばばばそそそそんんんんなになになになに伸伸伸伸びないびないびないびない。。。。それでもそれでもそれでもそれでも、、、、今今今今のののの現現現現状状状状からするとからするとからするとからすると結結結結構構構構伸伸伸伸びているびているびているびているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういうシナシナシナシナリオだリオだリオだリオだったったったったんんんんですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう議議議議論論論論をしているうちにをしているうちにをしているうちにをしているうちに、、、、まずスまずスまずスまずスウウウウェーェーェーェーデデデデンがンがンがンがババババルルルルセセセセベベベベッッッックククク原原原原発発発発をををを強行強行強行強行してしてしてして、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの反反反反対対対対をををを押押押押してしてしてしてつつつつくってしまいますくってしまいますくってしまいますくってしまいます。。。。皆皆皆皆ささささんんんん今今今今、、、、ココココペペペペンンンンハハハハーーーーゲゲゲゲンンンンへへへへ行行行行かれるとかれるとかれるとかれると、、、、人人人人魚姫魚姫魚姫魚姫のとこのとこのとこのところろろろにににに行行行行ってってってって沖合沖合沖合沖合をををを眺眺眺眺めるとめるとめるとめると、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンのほほほほうううう側側側側にににに天天天天気気気気がいいときはがいいときはがいいときはがいいときはババババルルルルセセセセベベベベックックックック原原原原発発発発がががが目目目目にににに見見見見えるえるえるえるぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、ほほほほんんんんとうにそとうにそとうにそとうにそんんんんなになになになに近近近近いとこいとこいとこいところろろろにににに、、、、ココココペペペペンンンンハハハハーーーーゲゲゲゲンというンというンというンという美美美美しいしいしいしい首首首首都都都都のののの目目目目のののの前前前前ににににつつつつききききつつつつけられるということでけられるということでけられるということでけられるということで、、、、デデデデンンンンママママーーーークククク人全員人全員人全員人全員がががが非非非非常常常常にににに怒怒怒怒りりりりたけってたけってたけってたけって、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい大大大大きなきなきなきなデモデモデモデモンストンストンストンストレレレレーションがーションがーションがーションが起起起起きましたきましたきましたきました。。。。 さらにそのさらにそのさらにそのさらにその翌翌翌翌年年年年にににに、、、、先先先先ほほほほどのスどのスどのスどのスリリリリーーーーママママイルイルイルイル島島島島原原原原発事発事発事発事故故故故がががが起起起起きてきてきてきて、、、、事実事実事実事実上上上上、、、、デデデデンンンンママママークにークにークにークにおいてはこのおいてはこのおいてはこのおいてはこの 2 つつつつによってによってによってによって原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争というのはもうというのはもうというのはもうというのはもう既既既既にににに政政政政治治治治のののの舞舞舞舞台台台台からからからから去去去去ったったったった。。。。最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、1985 年年年年にににに国会国会国会国会決決決決議議議議でででで原子原子原子原子力力力力ををををつつつつくらないということをくらないということをくらないということをくらないということを決決決決めてめてめてめて、、、、事実事実事実事実上上上上はははは、、、、もうまさもうまさもうまさもうまさにににに自自自自然然然然エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと代代代代替替替替エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを目指目指目指目指そうとそうとそうとそうと。。。。非非非非常常常常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいのはいのはいのはいのは、、、、1981 年年年年にににに、、、、ままままたたたた政政政政府府府府がががが EP81 というのをというのをというのをというのを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと真真真真んんんん中中中中辺辺辺辺のののの点点点点線線線線にににに書書書書いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、これはこれはこれはこれは 1976 年年年年にににに市民団体市民団体市民団体市民団体がががが出出出出したしたしたした代代代代替替替替シナシナシナシナリオリオリオリオよよよよりりりりもももも、、、、よよよよりりりり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量量量量はははは減減減減っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、たたたただだだだ、、、、このときにこのときにこのときにこのときに市民団体市民団体市民団体市民団体がががが出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、今度今度今度今度はははは一一一一番下番下番下番下のののの点点点点線線線線でででで低低低低エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー社会社会社会社会とととと書書書書いてあるいてあるいてあるいてある――――――――これはこれはこれはこれは表表表表でででで、、、、『『『『エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会』』』』でででで書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、まさにそのシナまさにそのシナまさにそのシナまさにそのシナリオリオリオリオにににに沿沿沿沿っっっっていけていけていけていけばばばば、、、、実実実実はエネルギーというのははエネルギーというのははエネルギーというのははエネルギーというのは今今今今からからからから 4 分分分分のののの 1 にににに減減減減らしてもらしてもらしてもらしても今今今今我我我我々々々々のののの豊豊豊豊かさというかさというかさというかさというのはのはのはのは維維維維持持持持できるできるできるできるんだんだんだんだというというというという、、、、もっともっともっともっと大大大大胆胆胆胆なエネルギーシナなエネルギーシナなエネルギーシナなエネルギーシナリオリオリオリオをををを市民団体市民団体市民団体市民団体はははは出出出出しますしますしますします。。。。ささささらにおもしらにおもしらにおもしらにおもしろろろろいのはいのはいのはいのは、、、、EP90 というのがというのがというのがというのが下下下下からからからから 2番番番番目目目目のカーブにあるとのカーブにあるとのカーブにあるとのカーブにあると思思思思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
1990 年年年年ににににデデデデンンンンママママークークークーク政政政政府府府府がががが出出出出したエネルギーシナしたエネルギーシナしたエネルギーシナしたエネルギーシナリオリオリオリオですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これをこれをこれをこれを見見見見るとるとるとると、、、、非非非非常常常常におもしにおもしにおもしにおもしろろろろいことにいことにいことにいことに、、、、1980 年年年年にににに市民団体市民団体市民団体市民団体がががが提提提提案案案案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社会社会社会社会像像像像、、、、それよそれよそれよそれよりりりりもももも非非非非常常常常にににに緩緩緩緩ややややかではあかではあかではあかではありりりりますがますがますがますが、、、、同同同同じじじじようにエネルギーようにエネルギーようにエネルギーようにエネルギー消費消費消費消費量量量量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、、、、そしてそしてそしてそして再生再生再生再生可能可能可能可能エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー、、、、自自自自然然然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下下下下のののの図図図図のののの緑緑緑緑のとこのとこのとこのところろろろ――――――――向向向向こうこうこうこう側側側側がががが電電電電力力力力、、、、電電電電力力力力ににににつつつついてはいてはいてはいては 2030年年年年までにまでにまでにまでに 60％％％％自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、こちらはこちらはこちらはこちらは一次一次一次一次エネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで見見見見てててて 2030 年年年年でででで大体大体大体大体 30％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい自自自自然然然然エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに転転転転換換換換をするをするをするをするというというというという、、、、こういうこういうこういうこういう像像像像をををを今度今度今度今度はははは政政政政府府府府がががが出出出出してきたというしてきたというしてきたというしてきたという、、、、そうそうそうそういういういういう形形形形ででででデデデデンンンンママママークとしてはエネルギーークとしてはエネルギーークとしてはエネルギーークとしてはエネルギー政策政策政策政策がががが推推推推移移移移してきたというとこしてきたというとこしてきたというとこしてきたというところろろろがあがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを生生生生みみみみ出出出出したしたしたした――――――――ままままだだだだままままだだだだスライスライスライスライドドドドがいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい残残残残っているっているっているってい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、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの市民市民市民市民風風風風車車車車がががが点点点点在在在在しているしているしているしている状況状況状況状況でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと古古古古いのでいのでいのでいので、、、、このこのこのこの当時当時当時当時でででで 6,000基基基基あああありりりりますがますがますがますが、、、、今今今今はははは多多多多分分分分七七七七、、、、八八八八千基千基千基千基ぐぐぐぐらいあるとらいあるとらいあるとらいあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる先先先先ほほほほどのどのどのどの個個個個人人人人もしもしもしもしくはくはくはくは組組組組合合合合のののの共共共共同所同所同所同所有有有有のののの風風風風車車車車がががが 8 割割割割以以以以上上上上をををを占占占占めているというめているというめているというめているという状況状況状況状況でででで、、、、デデデデンンンンママママークークークーク全全全全土土土土にあるにあるにあるにあるということですということですということですということです。。。。これもこれもこれもこれも一一一一からからからから説説説説明明明明するとするとするとすると非非非非常常常常にににに長長長長いのでいのでいのでいので省省省省略略略略しますがしますがしますがしますが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのデデデデンンンンママママークのークのークのークの原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争のののの中中中中心心心心舞舞舞舞台台台台にあったというかにあったというかにあったというかにあったというか、、、、そのそのそのその背背背背景景景景にあったのはにあったのはにあったのはにあったのは、、、、もうもうもうもう 19世世世世紀紀紀紀にさにさにさにさかのかのかのかのぼぼぼぼるるるるデデデデンンンンママママークのークのークのークの風風風風力発力発力発力発電電電電のルーのルーのルーのルーツツツツがあがあがあがありりりり、、、、特特特特にににに原子原子原子原子力力力力論論論論争争争争がががが一一一一番番番番盛盛盛盛んだんだんだんだったときにったときにったときにったときに、、、、
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このこのこのこの下下下下のののの写真写真写真写真、、、、このこのこのこの Tvind（（（（トトトトゥゥゥゥビビビビーンーンーンーン））））市民市民市民市民風風風風車車車車というというというというやつやつやつやつななななんんんんですがですがですがですが、、、、当時当時当時当時、、、、ままままだだだだせいせいせいせいぜぜぜぜいいいい 20キキキキロワットロワットロワットロワットぐぐぐぐらいがようらいがようらいがようらいがようややややくくくく送送送送電電電電線線線線ににににつつつつないでないでないでないで何何何何とかとかとかとか実実実実験験験験的的的的ににににつつつつながながながながりりりり始始始始めたといめたといめたといめたというううう時時時時代代代代にににに、、、、木木木木製製製製でででで、、、、手手手手作作作作りりりりでででで 2,000キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、今主流今主流今主流今主流になっているようなになっているようなになっているようなになっているような機機機機種種種種をををを反反反反対対対対運運運運動動動動のののの人人人人たちがたちがたちがたちがつつつつくってくってくってくって、、、、これをシンこれをシンこれをシンこれをシンボボボボルにしたというルにしたというルにしたというルにしたという、、、、そういうそういうそういうそういう記記記記念念念念すすすすべべべべきききき風風風風車車車車であであであでありりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった歴史歴史歴史歴史をををを経経経経てててて、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの風風風風力発力発力発力発電所電所電所電所有者協会有者協会有者協会有者協会とかとかとかとか、、、、そしてそしてそしてそして風風風風力発力発力発力発電組電組電組電組合合合合といといといというのがうのがうのがうのが 1980 年年年年ぐぐぐぐらいにできてらいにできてらいにできてらいにできて、、、、これがこれがこれがこれが先先先先ほほほほどどどど見見見見ましたましたましたました風風風風力発力発力発力発電組電組電組電組合合合合がががが電電電電力会社力会社力会社力会社とととと交交交交渉渉渉渉してしてしてして電電電電気気気気のののの買買買買いいいい取取取取りりりりににににつつつついてのいてのいてのいての合合合合意意意意ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それがそれがそれがそれが今今今今日日日日のまさにグローのまさにグローのまさにグローのまさにグローババババルなルなルなルな自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギーのギーのギーのギーの大大大大きなきなきなきな本流本流本流本流のののの、、、、まさにちまさにちまさにちまさにちょょょょろろろろちちちちょょょょろろろろっとっとっとっと流流流流れれれれ始始始始めためためためた源流源流源流源流にあるということですにあるということですにあるということですにあるということです。。。。 

  日日日日本本本本でもでもでもでも今今今今我我我我々々々々自自自自身身身身取取取取りりりり組組組組んんんんでいましてでいましてでいましてでいまして、、、、北北北北海道海道海道海道ググググリリリリーンフーンフーンフーンファァァァンンンンドドドドとととと我我我我々々々々環境環境環境環境エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策政策政策政策研究研究研究研究所所所所とでとでとでとで、、、、金融金融金融金融機機機機関関関関でもないでもないでもないでもない、、、、証証証証券券券券会社会社会社会社でもないでもないでもないでもない、、、、一一一一般般般般のののの NGO がががが、、、、不不不不特定多特定多特定多特定多数数数数のののの市市市市民民民民からおからおからおからお金金金金をををを預預預預かってかってかってかって事業事業事業事業にににに投投投投資資資資するするするする枠枠枠枠組組組組みとしてみとしてみとしてみとして果果果果たしてどういうものがたしてどういうものがたしてどういうものがたしてどういうものが可能可能可能可能ななななんだんだんだんだというというというという、、、、オオオオープンープンープンープンソソソソースとースとースとースと言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた研究会研究会研究会研究会をををを開催開催開催開催したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、政策政策政策政策投投投投資資資資銀銀銀銀行行行行のののの方方方方とかとかとかとか、、、、証証証証券券券券会社会社会社会社のののの人人人人とかとかとかとか、、、、弁弁弁弁護護護護士士士士のののの方方方方、、、、税税税税理理理理士士士士のののの方方方方、、、、公公公公認認認認会会会会計計計計士士士士のののの方方方方とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方がががが協力協力協力協力してくしてくしてくしてくだだだださってさってさってさって、、、、最終最終最終最終的的的的にはにはにはには、、、、匿匿匿匿名名名名組組組組合合合合というというというという、、、、日日日日本本本本のののの商法商法商法商法のののの中中中中にににに生生生生きききき残残残残っっっっているているているている仕仕仕仕組組組組みをきちみをきちみをきちみをきちんんんんとととと整備整備整備整備してしてしてして使使使使ええええばばばばそういうそういうそういうそういう形形形形でできるでしでできるでしでできるでしでできるでしょょょょうとうとうとうと。。。。金融金融金融金融庁庁庁庁とかとかとかとか、、、、そそそそういったとこういったとこういったとこういったところろろろともともともとも話話話話をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、このこのこのこの匿匿匿匿名名名名組組組組合合合合出出出出資資資資というというというという仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくくくくりりりり上上上上げげげげてててて、、、、これこれこれこれまでまでまでまで 10 基基基基のののの風風風風車車車車のののの市民市民市民市民出出出出資資資資をををを無無無無事事事事終終終終えてえてえてえて、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、後後後後でもちでもちでもちでもちょょょょっとっとっとっと見見見見ていきますがていきますがていきますがていきますが、、、、長長長長野県野県野県野県飯田飯田飯田飯田市市市市のののの、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ではなくてではなくてではなくてではなくて太陽太陽太陽太陽光光光光とととと省省省省エネギーをエネギーをエネギーをエネギーを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた地域地域地域地域のエネルギのエネルギのエネルギのエネルギーーーー事業事業事業事業のののの資資資資金金金金調調調調達達達達をみずからをみずからをみずからをみずから行行行行うようなうようなうようなうような事業事業事業事業、、、、そしてそしてそしてそして今年今年今年今年はははは岡山岡山岡山岡山県県県県備前備前備前備前ななななんんんんかでもかでもかでもかでも、、、、今度今度今度今度はははは太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱とかとかとかとかババババイイイイオマオマオマオマスエネルギースエネルギースエネルギースエネルギー、、、、こういったこういったこういったこういった地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー事業事業事業事業にににに対対対対してもしてもしてもしても資資資資金金金金をををを自自自自己己己己調調調調達達達達しながらしながらしながらしながら事業事業事業事業をををを進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろにににに徐徐徐徐々々々々にににに展開展開展開展開をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた形形形形でででで、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの取取取取りりりり組組組組みはこういうみはこういうみはこういうみはこういう形形形形でででで、、、、市民市民市民市民風風風風車車車車というものはというものはというものはというものは何何何何とかとかとかとか日日日日本本本本にににに根根根根づいてづいてづいてづいて来来来来始始始始めめめめたなというたなというたなというたなという感感感感じじじじですですですです。。。。 

  あとあとあとあと、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電のののの話話話話でずっとでずっとでずっとでずっと来来来来たのでたのでたのでたので、、、、ババババイイイイママママスエネルギーのスエネルギーのスエネルギーのスエネルギーの話話話話をもうをもうをもうをもう少少少少しきちしきちしきちしきちんんんんとととと触触触触れてれてれてれて終終終終わわわわりりりり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、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスエネルギーはスエネルギーはスエネルギーはスエネルギーは、、、、ややややははははりりりりこれがこれがこれがこれが世世世世界界界界のののの源流源流源流源流になっになっになっになったのはたのはたのはたのは、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンとフンとフンとフンとフィィィィンランンランンランンランドドドドですですですです。。。。私私私私はははは特特特特にスにスにスにスウウウウェーェーェーェーデデデデンにンにンにンに詳詳詳詳しいのでスしいのでスしいのでスしいのでスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの話話話話になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの場場場場合合合合はははは、、、、このこのこのこの左左左左のののの写真写真写真写真はははは、、、、後後後後でででで見見見見ていくていくていくていくベベベベクショクショクショクショーというとこーというとこーというとこーというところろろろのののの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるババババイイイイオマオマオマオマススススココココジェネジェネジェネジェネレレレレーションーションーションーション、、、、合合合合計計計計 10万万万万キキキキロワットのロワットのロワットのロワットのココココジジジジェネェネェネェネレレレレーションですけれどもーションですけれどもーションですけれどもーションですけれども、、、、緑緑緑緑のカーブをのカーブをのカーブをのカーブを見見見見ていけていけていけていけばばばばあれですがあれですがあれですがあれですが、、、、一次一次一次一次エネルギーにおエネルギーにおエネルギーにおエネルギーにおいていていていて、、、、石油石油石油石油にににに次次次次ぐぐぐぐエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供供供供給給給給源源源源ががががババババイイイイオマオマオマオマスエネルギースエネルギースエネルギースエネルギー、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる木木木木くずくずくずくずからできてからできてからできてからできているといういるといういるといういるという、、、、それそれそれそれだだだだけけけけ大大大大きなエネルギーきなエネルギーきなエネルギーきなエネルギー源源源源にににに育育育育ったったったった。。。。 ちちちちょょょょっとこれっとこれっとこれっとこれだだだだとととと見見見見づらいづらいづらいづらいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ババババイイイイオマオマオマオマススススだだだだけをけをけをけを取取取取りりりり上上上上げげげげるとるとるとると、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと数字数字数字数字がががが小小小小さいさいさいさいんんんんですがですがですがですが、、、、一一一一番番番番向向向向こうがこうがこうがこうが 1980 年年年年ですですですです。。。。1980 年年年年からからからから 20 年年年年かけてかけてかけてかけてほほほほぼぼぼぼ倍増倍増倍増倍増させさせさせさせたというたというたというたという形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。一一一一番下番下番下番下がががが産業用産業用産業用産業用のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー、、、、一一一一番番番番上上上上はまきストーブとかはまきストーブとかはまきストーブとかはまきストーブとか、、、、ペレペレペレペレットストーブとかットストーブとかットストーブとかットストーブとか、、、、家庭家庭家庭家庭でででで使使使使われるわれるわれるわれる暖暖暖暖炉炉炉炉とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう小規小規小規小規模模模模なななな利用利用利用利用でででで、、、、間間間間にににに挟挟挟挟まれまれまれまれたとこたとこたとこたところろろろがががが一一一一番番番番伸伸伸伸びているびているびているびている。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、地域暖地域暖地域暖地域暖房房房房用用用用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、、、、例例例例ええええばばばば、、、、断断断断熱熱熱熱材材材材でくるまれたでくるまれたでくるまれたでくるまれた配配配配管管管管をををを 2 本本本本通通通通してしてしてして、、、、地地地地面面面面のののの中中中中にににに埋埋埋埋めてめてめてめて、、、、それでそれでそれでそれで温温温温水水水水をををを送送送送ってってってって、、、、冷冷冷冷めためためためたものをものをものをものを戻戻戻戻してしてしてして、、、、輻輻輻輻射射射射暖暖暖暖房房房房でででで、、、、部部部部屋屋屋屋のののの中中中中でででで、、、、下下下下のののの写真写真写真写真のようなのようなのようなのような暖暖暖暖房房房房器具器具器具器具でででで暖暖暖暖めるめるめるめる。。。。まあまあまあまあ、、、、ささささすがにちすがにちすがにちすがにちょょょょっとっとっとっと沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは地域暖地域暖地域暖地域暖房房房房というよというよというよというよりりりりむむむむししししろろろろ地域地域地域地域冷房冷房冷房冷房ののののほほほほうがうがうがうが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますけいますけいますけいますけれどもれどもれどもれども、、、、これがこれがこれがこれが非非非非常常常常にににに有効有効有効有効であったということですであったということですであったということですであったということです。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、地域主導地域主導地域主導地域主導でででで進進進進められためられためられためられたことはことはことはことは非非非非常常常常にににに大大大大きいきいきいきいんんんんですですですです、、、、そのそのそのその中中中中心心心心にあったのはこのにあったのはこのにあったのはこのにあったのはこのベベベベクショーというクショーというクショーというクショーという、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン
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南南南南部部部部のののの人口人口人口人口 7 万万万万人人人人のののの町町町町ですですですです。。。。ここはここはここはここは、、、、もともともともともともともともと地域暖地域暖地域暖地域暖房房房房のののの燃燃燃燃料料料料にににに木木木木くずをくずをくずをくずを使使使使うといううといううといううという実実実実験験験験をををを初初初初めてめてめてめて行行行行ったのがこのったのがこのったのがこのったのがこのベベベベクショーでクショーでクショーでクショーで、、、、先先先先ほほほほどあったどあったどあったどあった、、、、1980 年年年年にににに始始始始まっているまっているまっているまっている地域地域地域地域熱熱熱熱供供供供給給給給をををを一一一一番最初番最初番最初番最初にににに開開開開いたのがいたのがいたのがいたのがベベベベクショーですクショーですクショーですクショーです。。。。こういったとここういったとここういったとここういったところろろろがががが地域地域地域地域でのでのでのでの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みがみがみが広広広広がっていくというとこがっていくというとこがっていくというとこがっていくというところろろろはははは皆皆皆皆ささささんんんん見見見見てとれるとてとれるとてとれるとてとれると思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこのベベベベクショーというとクショーというとクショーというとクショーというとこここころろろろはははは、、、、このこのこのこの下下下下のカーブでのカーブでのカーブでのカーブで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、、、、これもこれもこれもこれも数字数字数字数字がががが小小小小さくてさくてさくてさくて見見見見えづらくてえづらくてえづらくてえづらくて申申申申しわけしわけしわけしわ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、、、、1996 年年年年からからからから緑緑緑緑色色色色のカーブがのカーブがのカーブがのカーブが、、、、がくっとがくっとがくっとがくっと減減減減っているのがわかるっているのがわかるっているのがわかるっているのがわかる。。。。これはこれはこれはこれは二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量、、、、ベベベベクショークショークショークショー市市市市のののの排排排排出出出出量量量量、、、、一一一一番下番下番下番下のののの赤赤赤赤がががが電電電電気気気気でででで、、、、緑緑緑緑はははは暖暖暖暖房房房房用用用用途途途途からのからのからのからの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素、、、、青青青青はははは輸輸輸輸送送送送交交交交通通通通からのからのからのからの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素でででで、、、、一一一一番番番番上上上上はそのはそのはそのはその合合合合計計計計というというというという形形形形になになになになりりりりますますますます。。。。 ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンはンはンはンは結結結結構自動構自動構自動構自動車車車車社会社会社会社会なのでなのでなのでなので、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても車車車車からのからのからのからの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はははは徐徐徐徐々々々々にににに増増増増えてえてえてえていっていることといっていることといっていることといっていることと、、、、電電電電気気気気はははは、、、、半半半半分分分分がががが水水水水力力力力、、、、半半半半分分分分がががが原子原子原子原子力力力力でででで、、、、そのそのそのその原子原子原子原子力力力力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今今今今ババババイイイイオマオマオマオマスエネルギーにスエネルギーにスエネルギーにスエネルギーに転転転転換換換換するというプログラムをするというプログラムをするというプログラムをするというプログラムを進進進進めていますのでめていますのでめていますのでめていますので、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても電電電電気気気気のののの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はゼロにはゼロにはゼロにはゼロに近近近近いわけですがいわけですがいわけですがいわけですが、、、、ドドドドラスチックにラスチックにラスチックにラスチックに、、、、大大大大胆胆胆胆にににに変変変変わったのはわったのはわったのはわったのは真真真真んんんん中中中中のののの緑緑緑緑ですですですです。。。。1996 年年年年からがくっとからがくっとからがくっとからがくっと減減減減っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは何何何何がががが起起起起きたかというときたかというときたかというときたかというと、、、、市市市市のののの中中中中でででで、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 のプログラムとしてのプログラムとしてのプログラムとしてのプログラムとして、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ゼロゼロゼロゼロココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィをををを宣言宣言宣言宣言してしてしてして、、、、まずはまずはまずはまずは市市市市がががが使使使使うううう重重重重油油油油、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ををををババババイイイイオマオマオマオマスエネルギーにスエネルギーにスエネルギーにスエネルギーに転転転転換換換換しししし、、、、次次次次いいいいでででで今度今度今度今度はははは市市市市全全全全体体体体でででで使使使使うううう化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ををををババババイイイイオマオマオマオマスにスにスにスに転転転転換換換換しようしようしようしよう、、、、そういうプログラムをそういうプログラムをそういうプログラムをそういうプログラムを進進進進めてきたわけですめてきたわけですめてきたわけですめてきたわけです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど最初最初最初最初にににに、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが初初初初めてめてめてめて市市市市のののの正式正式正式正式なななな部部部部署署署署としてゼロエミッションとしてゼロエミッションとしてゼロエミッションとしてゼロエミッション推進推進推進推進室室室室をををを設設設設けられたといけられたといけられたといけられたというううう話話話話をををを承承承承っておっておっておっておりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、まさにそういったまさにそういったまさにそういったまさにそういった市市市市のののの部部部部署署署署がががが地域地域地域地域のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら進進進進めるとめるとめるとめると、、、、こういうこういうこういうこういう大大大大胆胆胆胆なことができるなことができるなことができるなことができる非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい例例例例ではないかというではないかというではないかというではないかという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。。。。 時間時間時間時間がないのでがないのでがないのでがないので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと飛飛飛飛ばばばばしていきますがしていきますがしていきますがしていきますが、、、、非非非非常常常常にここはにここはにここはにここは、、、、もうまさにもうまさにもうまさにもうまさにババババイイイイオマオマオマオマススススのいわのいわのいわのいわばばばば神神神神殿殿殿殿というかというかというかというか、、、、聖聖聖聖地地地地のようなとこのようなとこのようなとこのようなところろろろになっておになっておになっておになっておりりりりましてましてましてまして、、、、わずかわずかわずかわずか 7 万万万万人人人人のののの町町町町であであであでありりりりながらながらながらながら、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの国際会議国際会議国際会議国際会議をををを主催主催主催主催したしたしたしたりりりり、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスのベベベベンチンチンチンチャャャャーーーー企業企業企業企業をををを幾幾幾幾つつつつかかかか生生生生みみみみ出出出出したしたしたしたりりりり、、、、実実実実ははははベベベベクショークショークショークショー大学大学大学大学というというというという大学大学大学大学があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその中中中中ににににババババイイイイオマオマオマオマスススス学科学科学科学科といといといというのをうのをうのをうのを設設設設けていたけていたけていたけていたりりりり、、、、日日日日本本本本でででで人口人口人口人口 7 万万万万人人人人というとというとというとというと、、、、そそそそんんんんなななな活活活活況況況況はもうはもうはもうはもうほほほほととととんんんんどないどないどないどないんんんんですですですですがががが、、、、そういったそういったそういったそういった産業産業産業産業としてもとしてもとしてもとしても教育教育教育教育としてもとしてもとしてもとしても活活活活況況況況があってがあってがあってがあって、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、ここはここはここはここは実実実実はクはクはクはクリリリリスタスタスタスタルのルのルのルの里里里里でもあってでもあってでもあってでもあって、、、、文文文文化的化的化的化的にもにもにもにも非非非非常常常常にににに恵恵恵恵まれたとこまれたとこまれたとこまれたところろろろでででで、、、、シアターなシアターなシアターなシアターなんんんんかもかもかもかも、、、、わずかわずかわずかわずか 7 万万万万人人人人のののの町町町町であであであでありりりりながらながらながらながら、、、、非非非非常常常常にににに立立立立派派派派なシアターがあってなシアターがあってなシアターがあってなシアターがあって、、、、非非非非常常常常にににに驚驚驚驚くくくくべべべべきききき町町町町ですですですです。。。。 そういったそういったそういったそういった中中中中心心心心にはにはにはには、、、、ややややははははりりりり地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー会社会社会社会社といといといというのがあうのがあうのがあうのがありりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれはベベベベアアアアブブブブ（（（（VEAB））））というというというという、、、、ベベベベクショー・エネルギークショー・エネルギークショー・エネルギークショー・エネルギー会社会社会社会社というのがあというのがあというのがあというのがありりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは理理理理事会事会事会事会をををを市議会市議会市議会市議会のののの議議議議員員員員がががが務務務務めるめるめるめる、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる市市市市場場場場のののの原理原理原理原理だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、民主主民主主民主主民主主義義義義のののの原理原理原理原理によってエネルギーによってエネルギーによってエネルギーによってエネルギー政策政策政策政策をををを転転転転換換換換していくしていくしていくしていく。。。。そういったそういったそういったそういった仕仕仕仕組組組組みでみでみでみでややややってきていますってきていますってきていますってきています。。。。ここここれがれがれがれが VEAB、、、、ベベベベクショーがクショーがクショーがクショーが使使使使ううううババババイイイイオマオマオマオマスエネルギーとスエネルギーとスエネルギーとスエネルギーと、、、、一一一一番下番下番下番下のののの茶茶茶茶色色色色のののの濃濃濃濃いとこいとこいとこいところろろろがががが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる重重重重油油油油でででで、、、、まさにまさにまさにまさに 1997 年年年年からはからはからはからはほほほほぼぼぼぼゼロになっていますゼロになっていますゼロになっていますゼロになっています。。。。緑緑緑緑のとこのとこのとこのところろろろががががババババイイイイオマオマオマオマススススでででで、、、、上上上上のののの薄薄薄薄いいいい黄色黄色黄色黄色ががががピピピピートートートート。。。。ピピピピートというのはートというのはートというのはートというのは、、、、ウウウウイスイスイスイスキキキキーをーをーをーを燻燻燻燻蒸蒸蒸蒸するするするする、、、、泥炭泥炭泥炭泥炭とととと呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれて、、、、半半半半化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料なのでなのでなのでなので、、、、期間期間期間期間がががが短短短短いのでいのでいのでいので、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスにスにスにスに入入入入れていいのかれていいのかれていいのかれていいのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ななななのかのかのかのか、、、、国際的国際的国際的国際的にはにはにはには化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料とととと一一一一応応応応言言言言われているのでわれているのでわれているのでわれているので、、、、今今今今ピピピピートもートもートもートも減減減減らしていっていますらしていっていますらしていっていますらしていっています。。。。一一一一番番番番上上上上、、、、水水水水色色色色はははは電電電電気気気気をちをちをちをちょょょょっとっとっとっと使使使使っているというっているというっているというっているという形形形形でででで、、、、ほほほほととととんんんんどがどがどがどがババババイイイイオマオマオマオマスエネルギースエネルギースエネルギースエネルギーというというというという、、、、そういうことになっていますそういうことになっていますそういうことになっていますそういうことになっています。。。。 もうもうもうもう時間時間時間時間ががががほほほほととととんんんんどどどど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。。。。あとあとあとあと幾幾幾幾つつつつかおかおかおかお話話話話ししたいことがあったししたいことがあったししたいことがあったししたいことがあったんんんんですがですがですがですが、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが今今今今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をををを持持持持つつつつということがすということがすということがすということがすごごごごくくくく大事大事大事大事なななな時時時時代代代代になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、このこのこのこの後後後後半半半半はもうちはもうちはもうちはもうちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間がないのでがないのでがないのでがないので飛飛飛飛ばばばばしていきますがしていきますがしていきますがしていきますが、、、、今今今今、、、、例例例例ええええばばばば、、、、私私私私がががが直直直直接接接接かかかかかかかか
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わっているとこわっているとこわっているとこわっているところろろろではではではでは、、、、東東東東京都京都京都京都、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは横横横横浜浜浜浜市市市市、、、、佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県といったとこといったとこといったとこといったところろろろでででで、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がエネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギー政策政策政策政策をををを持持持持とうとしていますとうとしていますとうとしていますとうとしています。。。。そしてそしてそしてそして従従従従来来来来役所役所役所役所にとってにとってにとってにとって政策政策政策政策イイイイココココールールールール補補補補助助助助金金金金だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、補補補補助助助助金金金金ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要というというというという認識認識認識認識にににに立立立立つつつつようようようようになになになになりりりりましたましたましたました。。。。日日日日本本本本のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策はははは何何何何でででで失失失失敗敗敗敗したかというとしたかというとしたかというとしたかというと、、、、産業産業産業産業のののの、、、、産業産業産業産業によるによるによるによる、、、、産業産業産業産業のためののためののためののための政策政策政策政策だだだだったからったからったからったから失失失失敗敗敗敗したしたしたしたんんんんですですですですねねねね。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、産業産業産業産業ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、まさにまさにまさにまさに持持持持続可能続可能続可能続可能なななな社会社会社会社会、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその中中中中心心心心にはにはにはには人人人人間間間間とととと地域地域地域地域というものをというものをというものをというものを置置置置いていていていて、、、、産業産業産業産業はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん今今今今ででででもももも重要重要重要重要なのでなのでなのでなので、、、、産業産業産業産業政策政策政策政策はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、最終最終最終最終的的的的にはエネルギーもにはエネルギーもにはエネルギーもにはエネルギーも、、、、あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお金金金金もももも、、、、あらゆるものはあらゆるものはあらゆるものはあらゆるものは人人人人間間間間のののの福福福福祉祉祉祉、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは健健健健全全全全なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のためにのためにのためにのために経済経済経済経済システムがあるシステムがあるシステムがあるシステムがあるんんんんだだだだとととと。。。。そういうそういうそういうそういう目目目目的的的的をををを持持持持ってエネルギーってエネルギーってエネルギーってエネルギー政策政策政策政策をををを組組組組みみみみ立立立立てててて直直直直すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがあるんじんじんじん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。。。。 これをもうちこれをもうちこれをもうちこれをもうちょょょょっとっとっとっと細細細細かくかくかくかく言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「技術技術技術技術プッシプッシプッシプッシュュュュ」」」」からからからから「「「「社会社会社会社会・・・・市市市市場場場場プルプルプルプル」、」、」、」、ちちちちょょょょっとっとっとっとややややややややこしいこしいこしいこしい言葉言葉言葉言葉になってになってになってになって申申申申しわけないしわけないしわけないしわけないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことですねねねね。。。。従従従従来来来来はははは、、、、例例例例ええええばばばばエネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで何何何何かかかかやろやろやろやろうとするとうとするとうとするとうとすると、、、、国国国国とかとかとかとか地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体はははは補補補補助助助助金金金金ををををポポポポンとンとンとンとつつつつけけけけてててて、、、、何何何何かかかかババババイイイイオマオマオマオマスでスでスでスで新新新新しいものしいものしいものしいものををををつつつつくるからとくるからとくるからとくるからと言言言言ってってってって、、、、実実実実証証証証事業事業事業事業をしましをしましをしましをしましょょょょうううう、、、、デモデモデモデモンンンンストストストストレレレレーションプラントをーションプラントをーションプラントをーションプラントを 9 割割割割補補補補助助助助ででででつつつつくくくくりりりりましたましたましたました。。。。それでそれでそれでそれで何何何何とかとかとかとか回回回回ってってってって、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、実実実実証証証証事事事事業業業業がががが終終終終わってわってわってわって、、、、それでそのままそれでそのままそれでそのままそれでそのままほほほほここここりりりりをかをかをかをかぶぶぶぶるるるる。。。。従従従従来来来来はそういうはそういうはそういうはそういう、、、、技術技術技術技術をををを何何何何かかかか実実実実証証証証すれすれすれすればばばばそれがそれがそれがそれが普及普及普及普及するというするというするというするという、、、、あるあるあるある種種種種のののの幻幻幻幻想想想想をををを持持持持っていたわけですがっていたわけですがっていたわけですがっていたわけですが、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、エネルエネルエネルエネルギーはギーはギーはギーはほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる目目目目的的的的にににに必要必要必要必要とされるようにとされるようにとされるようにとされるように、、、、エエエエココココロジカルにロジカルにロジカルにロジカルに、、、、エエエエココココノノノノミカミカミカミカルにルにルにルに提提提提供供供供するにはするにはするにはするには果果果果たしてどういうたしてどういうたしてどういうたしてどういうふふふふうにうにうにうに制制制制度度度度とかとかとかとか仕仕仕仕組組組組みとかみとかみとかみとか、、、、おおおお金金金金のののの流流流流れとかれとかれとかれとか、、、、ビビビビジネジネジネジネスのスのスのスの流流流流れとかれとかれとかれとか、、、、これをこれをこれをこれを組組組組みみみみ立立立立てれてれてれてればばばばいいいいいいいいんだんだんだんだというというというという、、、、もっともっともっともっとソソソソフトなフトなフトなフトなとことことこところろろろでででで日日日日本本本本はははは落落落落ととととしししし穴穴穴穴がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいあるんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその落落落落としとしとしとし穴穴穴穴のののの 1 つつつつががががポポポポーンとーンとーンとーンと出出出出てきたのがてきたのがてきたのがてきたのが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、耐耐耐耐震震震震偽偽偽偽造造造造みたいなみたいなみたいなみたいな問問問問題題題題でででで、、、、そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろをををを実実実実はははは行行行行政政政政がががが埋埋埋埋めていくめていくめていくめていく役割役割役割役割というのはものすというのはものすというのはものすというのはものすごごごごくくくくいっいっいっいっぱぱぱぱいあっていあっていあっていあって、、、、そこをそこをそこをそこを埋埋埋埋めていけめていけめていけめていけばばばば、、、、補補補補助助助助金金金金ななななんんんんかかかか使使使使わなくてもわなくてもわなくてもわなくても、、、、実実実実はははは普及普及普及普及するとこするとこするとこするところろろろはいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいある。。。。そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会とかとかとかとか市市市市場場場場のののの要要要要請請請請にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、補補補補助助助助金金金金ではなくではなくではなくではなく、、、、仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくるくるくるくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはむむむむだだだだなななな規規規規制制制制はははは取取取取りりりり払払払払いながらもいながらもいながらもいながらも必要必要必要必要なななな規規規規制制制制はははは導導導導入入入入するというするというするというするという、、、、そういうこそういうこそういうこそういうことをとをとをとを改改改改めてきちめてきちめてきちめてきちんんんんときめときめときめときめ細細細細かくかくかくかく丁寧丁寧丁寧丁寧ににににつつつつくくくくりりりり込込込込んんんんでいけでいけでいけでいけばばばば、、、、例例例例ええええばばばばととととりりりり散散散散らかっているらかっているらかっているらかっている、、、、これはこれはこれはこれは沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではではあまあまあまあまりりりり縁縁縁縁がないかもしれませがないかもしれませがないかもしれませがないかもしれませんんんんがががが、、、、本本本本州州州州とかではとかではとかではとかでは、、、、エアエアエアエアココココンがあンがあンがあンがありりりり、、、、フフフファァァァンンンンヒヒヒヒーターがあーターがあーターがあーターがありりりり、、、、電電電電気気気気ヒヒヒヒーターがあーターがあーターがあーターがありりりり、、、、こたこたこたこたつつつつがあがあがあがありりりり、、、、もうもうもうもうごごごごちちちちゃゃゃゃごごごごちちちちゃゃゃゃにとにとにとにとりりりり散散散散らからからからかってってってって、、、、暖暖暖暖房房房房器具器具器具器具がとがとがとがとりりりり散散散散らかっているのにらかっているのにらかっているのにらかっているのに、、、、しかもしかもしかもしかも寒寒寒寒いといういといういといういという、、、、とてもとてもとてもとても先進国先進国先進国先進国とはとはとはとは思思思思えなえなえなえないようないようないようないような住住住住環境環境環境環境をををを、、、、実実実実はははは輻輻輻輻射射射射暖暖暖暖房房房房がががが 1 つつつつあれあれあれあればばばば空気空気空気空気もももも汚汚汚汚れないれないれないれない、、、、非非非非常常常常にににに美美美美しいしいしいしい室室室室内内内内にするにするにするにすることができますことができますことができますことができます。。。。究極的究極的究極的究極的にはにはにはには薪薪薪薪ストーブのストーブのストーブのストーブの火火火火をををを見見見見ながらながらながらながら――――――――沖縄沖縄沖縄沖縄ではあまではあまではあまではあまりりりりななななじじじじまないまないまないまないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども――――――――しかししかししかししかし非非非非常常常常にににに穏穏穏穏ややややかなかなかなかな、、、、質質質質感感感感のののの高高高高いいいい空間空間空間空間ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことをををを、、、、ほほほほんんんんとうはまさにとうはまさにとうはまさにとうはまさに人人人人間間間間がどのようにがどのようにがどのようにがどのように生生生生きてきてきてきて、、、、よよよよりりりりほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの意意意意味味味味でででで豊豊豊豊かにかにかにかに生生生生きていくきていくきていくきていくのかのかのかのか、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことに注注注注目目目目をしながらをしながらをしながらをしながら政策政策政策政策ををををつつつつくくくくりりりり、、、、ビビビビジネスをジネスをジネスをジネスをつつつつくくくくりりりり、、、、商商商商品品品品ををををつつつつくくくくりりりり、、、、おおおお金金金金のののの流流流流れをれをれをれをつつつつくるということがくるということがくるということがくるということが日日日日本本本本ではものすではものすではものすではものすごごごごくないがしくないがしくないがしくないがしろろろろにされてきたにされてきたにされてきたにされてきたんじんじんじんじゃゃゃゃないないないないかとかとかとかと思思思思ううううんんんんですですですですねねねね。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろををををつつつつくっていくことがくっていくことがくっていくことがくっていくことがほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 あとまあとまあとまあとまだだだだ幾幾幾幾つつつつかかかか、、、、これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっとっとっとっと、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー100％％％％のののの島島島島でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でこでこでこでこそちそちそちそちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話をしたいことをしたいことをしたいことをしたいことだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとこれもっとこれもっとこれもっとこれも時間時間時間時間がないのでがないのでがないのでがないので省省省省略略略略しますしますしますします。。。。 そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前半半半半をををを長長長長くくくく話話話話しししし過過過過ぎぎぎぎたのでたのでたのでたので、、、、後後後後半半半半はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと省省省省略略略略してしまいましてしまいましてしまいましてしまいましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、従従従従来来来来、、、、まさにまさにまさにまさに産業産業産業産業のののの、、、、産業産業産業産業によるによるによるによる、、、、産業産業産業産業のためののためののためののための、、、、しかもしかもしかもしかも上上上上からたれからたれからたれからたれ流流流流すすすす
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ようなようなようなような形形形形でエネルギーをたれでエネルギーをたれでエネルギーをたれでエネルギーをたれ流流流流していたしていたしていたしていた。。。。それをそれをそれをそれを一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域社会地域社会地域社会地域社会がエネがエネがエネがエネルギーをルギーをルギーをルギーを選選選選びびびび取取取取るるるる。。。。エネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのはエネルギーというのは、、、、社会社会社会社会においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、おおおお金金金金とととと一一一一緒緒緒緒でででで、、、、血血血血液液液液みたいみたいみたいみたいなものななものななものななものなんんんんですですですですねねねね。。。。ふふふふだんだんだんだんはははは見見見見えないけれどもえないけれどもえないけれどもえないけれども、、、、確確確確実実実実にににに社会社会社会社会とととと経済経済経済経済、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境というもというもというもというものにのにのにのに作作作作用用用用するするするする。。。。それをみずからそれをみずからそれをみずからそれをみずから考考考考えてえてえてえて選選選選びびびび取取取取っていくっていくっていくっていく。。。。そのためにもエネルギーそのためにもエネルギーそのためにもエネルギーそのためにもエネルギー政策政策政策政策といといといというものにうものにうものにうものに民主主民主主民主主民主主義義義義とととと地方分地方分地方分地方分権権権権がががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思ううううんんんんですですですです。。。。 エネルギーというのはおエネルギーというのはおエネルギーというのはおエネルギーというのはお金金金金とととと表表表表裏裏裏裏一体一体一体一体でででで、、、、おおおお金金金金のののの行行行行きききき先先先先をををを自分自分自分自分でででで選選選選ぶぶぶぶということもということもということもということも、、、、ここここれはれはれはれは例例例例ええええばばばば市民市民市民市民出出出出資資資資というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに直直直直接的接的接的接的なななな形形形形ですしですしですしですし、、、、後後後後半半半半おおおお話話話話しできなかったしできなかったしできなかったしできなかったんんんんですですですですがががが、、、、地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー事業事業事業事業というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はかなはかなはかなはかなりりりり、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを賢賢賢賢くくくく使使使使ってってってって、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにユユユユーーーーザザザザーにーにーにーに求求求求められるエめられるエめられるエめられるエココココロジカルでエロジカルでエロジカルでエロジカルでエココココノノノノミカルなミカルなミカルなミカルな価値価値価値価値というものをというものをというものをというものを提提提提供供供供するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう事業事業事業事業というのがというのがというのがというのが今今今今はできるはできるはできるはできる時時時時代代代代になってきていますになってきていますになってきていますになってきています。。。。単単単単にににに暑暑暑暑いからといからといからといからと言言言言ってってってって冷房冷房冷房冷房ををををポポポポンとンとンとンとつつつつけるとかけるとかけるとかけるとか、、、、寒寒寒寒いとこいとこいとこいところろろろではではではでは、、、、灯灯灯灯油油油油でででで暖暖暖暖房房房房するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、そういうそういうそういうそういう未未未未来来来来のたのたのたのためのめのめのめの、、、、かかかかつつつつ自分自分自分自分たちたちたちたち自自自自身身身身ががががほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの意意意意味味味味でででで豊豊豊豊かにかにかにかに暮暮暮暮らせるようなエネルギーのらせるようなエネルギーのらせるようなエネルギーのらせるようなエネルギーの使使使使いいいい方方方方、、、、そのそのそのその方向方向方向方向におにおにおにお金金金金をををを向向向向けていくことはけていくことはけていくことはけていくことは、、、、選択選択選択選択をしていくということにもなをしていくということにもなをしていくということにもなをしていくということにもなりりりりますますますます。。。。 そういうことをしていくとそういうことをしていくとそういうことをしていくとそういうことをしていくと、、、、オオオオーナーシップーナーシップーナーシップーナーシップ――――――――オオオオーナーシップというのはーナーシップというのはーナーシップというのはーナーシップというのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる所所所所有有有有権権権権というよというよというよというよりりりりはははは、、、、もっともっともっともっと広広広広いいいい意意意意味味味味でででで、、、、当当当当事者事者事者事者意識意識意識意識というというというという意意意意味味味味をををを持持持持っているというっているというっているというっているというふふふふううううにににに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだいたらいいいたらいいいたらいいいたらいいんんんんですがですがですがですが、、、、自分自分自分自分たちたちたちたち自自自自身身身身のののの社会社会社会社会、、、、自分自分自分自分たちたちたちたち自自自自身身身身のののの未未未未来来来来にににに対対対対してしてしてしてオオオオーナーシップーナーシップーナーシップーナーシップ、、、、まさにまさにまさにまさに当当当当事者事者事者事者意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって直直直直接接接接かかわっていくことができるかかわっていくことができるかかわっていくことができるかかわっていくことができる。。。。そういっそういっそういっそういったことをたことをたことをたことを小規小規小規小規模模模模分分分分散散散散型型型型のののの、、、、地域自立型地域自立型地域自立型地域自立型のののの自自自自然然然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通通通通してしてしてして築築築築いていくことができるいていくことができるいていくことができるいていくことができるんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後のののの言葉言葉言葉言葉はははは、、、、内内内内村村村村鑑鑑鑑鑑三三三三がががが、、、、100 年年年年前前前前にににに『『『『デデデデンンンンママママルクのルクのルクのルクの国国国国のののの話話話話』』』』でででで紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている中中中中でででで、、、、ままままさにさにさにさにデデデデンンンンママママークがークがークがークがオオオオーストーストーストーストリリリリアアアア、、、、ドドドドイイイイツツツツとのとのとのとの三三三三十十十十年年年年戦争戦争戦争戦争にににに破破破破れてれてれてれて、、、、下下下下のののの領領領領土土土土、、、、ユユユユトラントラントラントランドドドド半半半半島島島島南南南南部部部部のののの領領領領土土土土をををを奪奪奪奪われたときにわれたときにわれたときにわれたときに、、、、外外外外にににに広広広広がらがらがらがらんんんんとするよとするよとするよとするよりりりりはははは内内内内をををを開発開発開発開発すすすすべべべべききききだだだだ、、、、むむむむししししろろろろ外外外外にあるにあるにあるにある有有有有限限限限なものをいなものをいなものをいなものをいつつつつまでもまでもまでもまでも求求求求めていくのではなくてめていくのではなくてめていくのではなくてめていくのではなくて、、、、内内内内にあるにあるにあるにある無無無無限限限限のものをのものをのものをのものを目指目指目指目指ししししましましましましょょょょうとうとうとうと。。。。内内内内なるなるなるなる無無無無限限限限とはとはとはとは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、第第第第 1 にににに、、、、非非非非常常常常にににに豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然エネルギーがあるエネルギーがあるエネルギーがあるエネルギーがある、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然があるがあるがあるがある。。。。第第第第 2 にににに、、、、ものすものすものすものすごごごごくくくく豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人間間間間のののの能力能力能力能力、、、、人人人人のののの能力能力能力能力とととと知知知知性性性性があるがあるがあるがある。。。。そそそそれをれをれをれを開発開発開発開発していくことによってしていくことによってしていくことによってしていくことによってデデデデンンンンママママークはークはークはークは豊豊豊豊かになれるかになれるかになれるかになれるんだんだんだんだというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、もうもうもうもう既既既既にににに 100 年年年年前前前前にににに自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー立国立国立国立国をををを宣言宣言宣言宣言しているわけですしているわけですしているわけですしているわけですねねねね。。。。そういったこそういったこそういったこそういったことをとをとをとをぜひぜひぜひぜひまたまたまたまた今今今今日日日日のこのフォーラムをきっかけにのこのフォーラムをきっかけにのこのフォーラムをきっかけにのこのフォーラムをきっかけに、、、、ぜひぜひぜひぜひ沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー立県立県立県立県をををを目目目目指指指指してしてしてして、、、、今今今今後後後後ともますますともますますともますますともますます発展発展発展発展していくことをしていくことをしていくことをしていくことを祈祈祈祈りりりりながらながらながらながら、、、、私私私私のののの話話話話とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  飯田様飯田様飯田様飯田様、、、、大大大大変変変変あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。貴重貴重貴重貴重なななな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ましたきましたきましたきました飯田様飯田様飯田様飯田様にににに、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで 10 分分分分ほほほほどどどど休憩休憩休憩休憩をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。なおなおなおなお、、、、ロロロロビビビビーではーではーではーでは、、、、飯田様飯田様飯田様飯田様のののの著著著著書書書書などのなどのなどのなどの販売販売販売販売ブースをブースをブースをブースを設設設設けておけておけておけておりりりりますますますます。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演のののの中中中中ででででごごごご紹介紹介紹介紹介があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、本本本本日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演のテーのテーのテーのテーママママとととと同同同同名名名名のののの著著著著書書書書『『『『北欧北欧北欧北欧のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーデモデモデモデモクラシークラシークラシークラシー』』』』をはをはをはをはじじじじめめめめ多多多多数数数数のののの著著著著書書書書をををを揃揃揃揃えておえておえておえておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間ををををごごごご利用利用利用利用してしてしてしてごごごごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションはスカッションはスカッションはスカッションは午午午午後後後後 2時時時時 50 分分分分からのからのからのからの予予予予定定定定になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの際際際際にはにはにはには質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答のののの時間時間時間時間をををを設設設設けてけてけてけてごごごございますざいますざいますざいます。。。。受受受受けけけけ付付付付けのけのけのけの際際際際におにおにおにお配配配配りりりりししししましたこちらのましたこちらのましたこちらのましたこちらの資料資料資料資料ののののほほほほうにうにうにうに質質質質問問問問用用用用紙紙紙紙がががが同同同同封封封封されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。ごごごご質質質質問問問問されたいことがされたいことがされたいことがされたいことがごごごござざざざ
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いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、こちこちこちこちらのらのらのらの用用用用紙紙紙紙ににににごごごご記記記記入入入入のののの上上上上、、、、おおおお待待待待ちくちくちくちくだだだださいさいさいさい。。。。後後後後ほほほほどどどど、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答のののの時間時間時間時間にににに係係係係員員員員がががが受受受受けけけけ取取取取りりりりにまいにまいにまいにまいりりりりますのでますのでますのでますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

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

 司司司司会会会会     大大大大変変変変おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。2時時時時 50 分分分分となとなとなとなりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、これからパネルこれからパネルこれからパネルこれからパネルディディディディスカッシスカッシスカッシスカッションをョンをョンをョンを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだくくくく前前前前にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度ごごごご案案案案内内内内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。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの後後後後半半半半のののの質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答のののの際際際際にはにはにはには、、、、受付受付受付受付でででで配布配布配布配布いたしましたこちらのいたしましたこちらのいたしましたこちらのいたしましたこちらの資料資料資料資料ののののほほほほうにうにうにうに質質質質問問問問用用用用紙紙紙紙をををを折折折折りりりり込込込込んんんんででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ごごごご質質質質問問問問されたいことがあされたいことがあされたいことがあされたいことがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、こちこちこちこちらのらのらのらの用用用用紙紙紙紙ににににごごごご記記記記入入入入のののの上上上上、、、、おおおお待待待待ちくちくちくちくだだだださいさいさいさい。。。。後後後後ほほほほどどどど係係係係員員員員がががが質疑応答時間質疑応答時間質疑応答時間質疑応答時間にににに取取取取りりりりにまいにまいにまいにまいりりりりますますますます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションのココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーター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。。。。琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学法法法法文文文文学学学学部教授部教授部教授部教授、、、、伊波美智子様伊波美智子様伊波美智子様伊波美智子様ですですですです。。。。伊波様伊波様伊波様伊波様はははは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学ををををごごごご卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、デデデデンンンンババババーーーー大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院ビビビビジネススクールをジネススクールをジネススクールをジネススクールを修修修修了了了了なさいましたなさいましたなさいましたなさいました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究所所所所研究研究研究研究員員員員をををを経経経経てててて、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学にてにてにてにて教育教育教育教育、、、、研究研究研究研究にににに携携携携わっておいでですわっておいでですわっておいでですわっておいでです。。。。またまたまたまた、、、、2001 年年年年 4 月月月月からからからから 3 年年年年間間間間、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ののののゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション特別参特別参特別参特別参与与与与としてとしてとしてとして本市本市本市本市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リリリリーーーードドドドしてくしてくしてくしてくだだだださいまさいまさいまさいましたしたしたした。。。。     そのそのそのその後後後後、、、、現現現現在在在在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市をはをはをはをはじじじじめめめめ県内県内県内県内のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けけけけごごごご尽尽尽尽力力力力さささされておられますれておられますれておられますれておられます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの進行進行進行進行をををを伊波様伊波様伊波様伊波様におにおにおにお願願願願いしてまいいしてまいいしてまいいしてまいりりりり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。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  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だだだきましたきましたきましたきました伊波伊波伊波伊波ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。先先先先ほほほほどのエネルギーどのエネルギーどのエネルギーどのエネルギー問問問問題題題題のおのおのおのお話話話話、、、、大大大大変変変変刺刺刺刺激激激激的的的的ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生、、、、どちらにいらっしどちらにいらっしどちらにいらっしどちらにいらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。ちちちちょょょょっとまっとまっとまっとまだだだだ控控控控室室室室ののののようですようですようですようですねねねね。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 私私私私たちのたちのたちのたちの生生生生活活活活はははは、、、、生生生生産産産産もももも、、、、毎毎毎毎日日日日のののの生生生生活活活活もももも含含含含めてめてめてめて、、、、エネルギーなしではエネルギーなしではエネルギーなしではエネルギーなしでは成成成成りりりり立立立立ちませちませちませちませんんんん。。。。ですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、エネルギーをたくさエネルギーをたくさエネルギーをたくさエネルギーをたくさんんんん使使使使ええええばばばば使使使使ううううほほほほどどどど幸幸幸幸福福福福なのかというとなのかというとなのかというとなのかというと、、、、そうではないわそうではないわそうではないわそうではないわけですけですけですけですねねねね。。。。かといってかといってかといってかといって、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも昔昔昔昔のようにのようにのようにのように窮窮窮窮乏乏乏乏生生生生活活活活をするをするをするをする必要必要必要必要もないわけですもないわけですもないわけですもないわけです。。。。先先先先ほほほほどどどどのおのおのおのお話話話話にもあにもあにもあにもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、石油石油石油石油をがをがをがをがぶぶぶぶががががぶぶぶぶ、、、、じじじじゃゃゃゃぶぶぶぶじじじじゃゃゃゃぶぶぶぶ使使使使うううう生生生生活活活活がいがいがいがいつつつつまでもまでもまでもまでも続続続続くものではないくものではないくものではないくものではない。。。。とはいってもとはいってもとはいってもとはいっても、、、、それにしがみそれにしがみそれにしがみそれにしがみつつつついていていていて放放放放せないためにどうしたらいいかわせないためにどうしたらいいかわせないためにどうしたらいいかわせないためにどうしたらいいかわからないというのがからないというのがからないというのがからないというのが私私私私たちのたちのたちのたちの現現現現状状状状ですですですです。。。。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うということにおいてうということにおいてうということにおいてうということにおいて私私私私たちはたちはたちはたちは資資資資源源源源ということをということをということをということを当然当然当然当然考考考考えますえますえますえます。。。。昔昔昔昔のことをのことをのことをのことを言言言言いますといますといますといますと、、、、戦戦戦戦後後後後ししししばばばばらくのらくのらくのらくの時期時期時期時期はははは、、、、電電電電気気気気はははは夜夜夜夜しかしかしかしかつつつつかなかったかなかったかなかったかなかったんんんんですですですです。。。。もちもちもちもちろろろろんんんん、、、、洗洗洗洗濯濯濯濯機機機機だだだだとかとかとかとか、、、、テテテテレレレレビビビビとかとかとかとか、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなななな便便便便利利利利なものはあなものはあなものはあなものはありりりりませませませませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。そしてそしてそしてそして灯灯灯灯りりりりもももも夜夜夜夜しかしかしかしか使使使使えなかったというえなかったというえなかったというえなかったという時時時時代代代代があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。もうエネルギーをもうエネルギーをもうエネルギーをもうエネルギーを使使使使うなというならうなというならうなというならうなというなら、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代にににに戻戻戻戻るのかとるのかとるのかとるのかと言言言言ええええばばばば、、、、決決決決してそうではしてそうではしてそうではしてそうではあああありりりりませませませませんんんん。。。。飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもあにもあにもあにもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫もももも使使使使っていいっていいっていいっていいんんんんですですですです、、、、暖暖暖暖房房房房もあっていいもあっていいもあっていいもあっていいんんんんですですですです、、、、クーラーもあっていいクーラーもあっていいクーラーもあっていいクーラーもあっていい。。。。でもでもでもでも、、、、そのエネルギーがそのエネルギーがそのエネルギーがそのエネルギーが石油石油石油石油からからからからつつつつくくくくられたものなのかられたものなのかられたものなのかられたものなのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは風風風風力力力力からからからからつつつつくられたものなのかくられたものなのかくられたものなのかくられたものなのか、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは別別別別にどっちでもいにどっちでもいにどっちでもいにどっちでもいいいいいんんんんですですですです。。。。どっちでもいいというよどっちでもいいというよどっちでもいいというよどっちでもいいというよりりりり、、、、それがそれがそれがそれが化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料であってはであってはであってはであっては困困困困るというるというるというるという時時時時代代代代にににに来来来来てててているいるいるいる。。。。ですからですからですからですから、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をををを捨捨捨捨てることなくてることなくてることなくてることなく、、、、でもでもでもでも、、、、エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは必必必必ずしもずしもずしもずしも石油石油石油石油でなくでなくでなくでなくていいということですていいということですていいということですていいということです。。。。私私私私がががが高高高高校校校校受受受受験験験験でででで勉勉勉勉強強強強していたときのしていたときのしていたときのしていたときの資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは地地地地下下下下資源資源資源資源のこのこのこのことでしたとでしたとでしたとでした。。。。日日日日本本本本にはにはにはには地地地地下下下下資源資源資源資源はないはないはないはない。。。。でもでもでもでも、、、、今今今今、、、、このこのこのこの資源資源資源資源のののの定義定義定義定義というのをというのをというのをというのを見見見見直直直直すすすす時時時時代代代代にににに来来来来ているているているている。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、風風風風だだだだとかとかとかとか、、、、太陽太陽太陽太陽のののの熱熱熱熱だだだだとかとかとかとか、、、、これはこれはこれはこれは島国島国島国島国のののの私私私私たちにいったちにいったちにいったちにいっぱぱぱぱいあいあいあいあるしるしるしるし、、、、世世世世界界界界じゅじゅじゅじゅうどこにもうどこにもうどこにもうどこにも平平平平等等等等にあるわけですにあるわけですにあるわけですにあるわけですねねねね。。。。特定特定特定特定のののの国国国国にににに偏偏偏偏ってってってって存在存在存在存在しししし、、、、しかもそのしかもそのしかもそのしかもその
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量量量量というのはというのはというのはというのは限限限限られているられているられているられている地地地地下下下下資源資源資源資源をををを我我我我がががが物物物物にしたくてにしたくてにしたくてにしたくて戦争戦争戦争戦争もももも起起起起きているということをきているということをきているということをきているということを考考考考えれえれえれえればばばば、、、、私私私私たたたたちはこのちはこのちはこのちはこの地球地球地球地球上上上上にいっにいっにいっにいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいある風風風風、、、、太陽太陽太陽太陽というというというという無無無無料料料料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ていっていっていっていくくくく、、、、そういうそういうそういうそういう技術開発技術開発技術開発技術開発をををを求求求求めていくめていくめていくめていく、、、、あるいはそれをあるいはそれをあるいはそれをあるいはそれを積極的積極的積極的積極的にににに使使使使っていくといったっていくといったっていくといったっていくといったふふふふうにうにうにうに、、、、考考考考ええええ方方方方、、、、発想発想発想発想をををを転転転転換換換換していくしていくしていくしていく時時時時代代代代ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ははははむむむむししししろろろろすすすすごごごごくくくく恵恵恵恵まれていまれていまれていまれていますよますよますよますよねねねね。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、ききききょょょょうのうのうのうの第第第第 2 部部部部のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディスカッションなスカッションなスカッションなスカッション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、、、、産業産業産業産業のののの現現現現場場場場でででで、、、、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー開発開発開発開発にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる方方方方々々々々、、、、直直直直接接接接エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー産業産業産業産業というとこというとこというとこというところろろろにかかわっておられるにかかわっておられるにかかわっておられるにかかわっておられる方方方方々々々々のプのプのプのプレレレレゼンテーションというかゼンテーションというかゼンテーションというかゼンテーションというか、、、、どういうおどういうおどういうおどういうお仕仕仕仕事事事事をされているをされているをされているをされているかということをかということをかということをかということを伺伺伺伺ってってってって、、、、今今今今後後後後どどどどういうういうういうういうふふふふうなうなうなうな方向方向方向方向になっていくのかになっていくのかになっていくのかになっていくのか、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは何何何何をしていをしていをしていをしていったらいいのかったらいいのかったらいいのかったらいいのか、、、、パネラーパネラーパネラーパネラーだだだだけがけがけがけが考考考考えるのではなくてえるのではなくてえるのではなくてえるのではなくて、、、、このこのこのこの会会会会場場場場にいるにいるにいるにいる一一一一人人人人ひひひひととととりりりりみみみみんんんんなななながががが考考考考えていこうえていこうえていこうえていこう、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場をををを、、、、情情情情報報報報をををを提提提提供供供供したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ってってってって開催開催開催開催したものですしたものですしたものですしたものです。。。。つつつつままままりりりり、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが考考考考えていくえていくえていくえていく際際際際にににに、、、、何何何何もももも情情情情報報報報をををを与与与与えられなくしてえられなくしてえられなくしてえられなくして考考考考ええええろろろろ、、、、決決決決めめめめろろろろとととと言言言言われてもわれてもわれてもわれても困困困困りりりりますよますよますよますよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの場場場場ははははむむむむししししろろろろこういういこういういこういういこういういろんろんろんろんなななな情情情情報報報報があるがあるがあるがあるんんんんですよですよですよですよ、、、、それをもとそれをもとそれをもとそれをもとにしてにしてにしてにして、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、私私私私たちたちたちたち市民一市民一市民一市民一人人人人ひひひひととととりりりりもももも何何何何ができるかということをができるかということをができるかということをができるかということを考考考考えてえてえてえて、、、、そしてそしてそしてそして毎毎毎毎日日日日のののの生生生生活活活活のののの中中中中でででで考考考考えながらえながらえながらえながら行動行動行動行動していこうということをしていこうということをしていこうということをしていこうということを目目目目的的的的としておとしておとしておとしておりりりりますますますます。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、次次次次にににに、、、、パネパネパネパネリリリリストをストをストをスト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。。。。皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手手手手元元元元にににに、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムのプログラムがプログラムがプログラムがプログラムが入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。これのこれのこれのこれの中中中中にににに、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのプロフれのプロフれのプロフれのプロフィィィィールにールにールにールにつつつついていていていて紹介紹介紹介紹介されてされてされてされておおおおりりりりますますますます。。。。私私私私がががが一一一一々々々々読読読読みみみみ上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、それそれそれそれだだだだけけけけ時間時間時間時間をををを食食食食いますのでいますのでいますのでいますので、、、、画画画画面面面面ののののほほほほうでうでうでうで皆皆皆皆様様様様ににににおおおお顔顔顔顔をををを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、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方かということにかということにかということにかということにつつつつきましてはこれをきましてはこれをきましてはこれをきましてはこれを読読読読んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくとくとくとくといういういういう形形形形でででで、、、、私私私私はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと一言一言一言一言だだだだけけけけ、、、、おおおお名前名前名前名前とととと所所所所属属属属、、、、現現現現在何在何在何在何をおをおをおをおやりやりやりやりになっているかというになっているかというになっているかというになっているかというとことことこところだろだろだろだけちけちけちけちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介し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。。。。ではではではでは、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、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・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーのののの坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。坂坂坂坂本本本本様様様様はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学にににに 1995 年年年年にににに入入入入られましてられましてられましてられまして、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションプロジェクトにョンプロジェクトにョンプロジェクトにョンプロジェクトに参画参画参画参画しししし、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの理理理理論論論論構築構築構築構築およびおよびおよびおよび普及活動普及活動普及活動普及活動をををを担担担担当当当当していらしていらしていらしていらっしっしっしっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 

  次次次次にににに、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業本事業本事業本事業本部部部部ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室室室室のののの奥奥奥奥島島島島憲二様憲二様憲二様憲二様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。奥奥奥奥島島島島様様様様はははは、、、、現現現現在在在在産業産業産業産業エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業本事業本事業本事業本部部部部ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールールプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト推進推進推進推進室室室室長長長長としてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、貴重貴重貴重貴重なななな実実実実験験験験のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。 

  沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力株式株式株式株式会社研究開発会社研究開発会社研究開発会社研究開発部長部長部長部長、、、、與儀勉與儀勉與儀勉與儀勉様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。與儀與儀與儀與儀様様様様はははは、、、、現現現現在在在在太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス発発発発電電電電等等等等、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいエネルギーなどしいエネルギーなどしいエネルギーなどしいエネルギーなど、、、、新新新新エネルギーおよびエネルギーおよびエネルギーおよびエネルギーおよび新新新新技術技術技術技術にににに関関関関するするするする技術開発技術開発技術開発技術開発にににに従従従従事事事事しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。 

  沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進セセセセンターンターンターンター事業事業事業事業統括統括統括統括部長部長部長部長、、、、高平兼司高平兼司高平兼司高平兼司様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。高平高平高平高平様様様様はははは現現現現在在在在、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ケケケケーブルネットワークでーブルネットワークでーブルネットワークでーブルネットワークで放放放放映映映映中中中中のののの「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの顔顔顔顔」」」」およびおよびおよびおよび「「「「始始始始めようめようめようめよう地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化防止化防止化防止化防止」」」」にににに出演出演出演出演中中中中ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。平平平平成成成成 17 年年年年 11 月月月月にはにはにはには県県県県知知知知事事事事表表表表彰彰彰彰環境環境環境環境保全功保全功保全功保全功労賞労賞労賞労賞もももも受受受受賞賞賞賞ししししておられますておられますておられますておられます。。。。 

  那覇市環境那覇市環境那覇市環境那覇市環境部長部長部長部長のののの末吉末吉末吉末吉正幸様正幸様正幸様正幸様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。昨昨昨昨年年年年からからからから環境環境環境環境部長部長部長部長にににに就任就任就任就任しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。 

  以以以以上上上上ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ききききょょょょうのパネルうのパネルうのパネルうのパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの進進進進めめめめ方方方方ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、各各各各パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれ 10分分分分ずずずずつつつつププププレレレレゼンテーションをしていたゼンテーションをしていたゼンテーションをしていたゼンテーションをしていただだだだきますきますきますきます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの画画画画面面面面をををを使使使使ってってってってやりやりやりやりますのでますのでますのでますので、、、、おおおお一一一一人人人人ひひひひととととりりりり壇壇壇壇上上上上でプでプでプでプレレレレゼンテーションをしていたゼンテーションをしていたゼンテーションをしていたゼンテーションをしていただだだだきききき
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ますますますます。。。。5名名名名のののの方方方方ですからですからですからですから、、、、約約約約 50 分分分分になになになになりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、またパネまたパネまたパネまたパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々にはにはにはには壇壇壇壇上上上上にににに上上上上がっていたがっていたがっていたがっていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、先先先先ほほほほどのプどのプどのプどのプレレレレゼンテーションのゼンテーションのゼンテーションのゼンテーションの補足説補足説補足説補足説明明明明をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。そのそのそのその際際際際にににに、、、、皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの袋袋袋袋のののの中中中中にあるにあるにあるにある質質質質問問問問票票票票にににに、、、、ププププレレレレゼンテーションをおゼンテーションをおゼンテーションをおゼンテーションをお聞聞聞聞きにきにきにきにななななりりりりながらながらながらながら、、、、ちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれは聞聞聞聞いてみたいなといてみたいなといてみたいなといてみたいなと思思思思われるとこわれるとこわれるとこわれるところろろろがあがあがあがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔におにおにおにお書書書書きくきくきくきくだだだださいさいさいさい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれパネれパネれパネれパネリリリリストがストがストがストが補足説補足説補足説補足説明明明明をしているをしているをしているをしている間間間間にににに会会会会場場場場ののののほほほほうでうでうでうで係係係係がががが回回回回収収収収いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そのそのそのその際際際際にににに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けれけれけれければばばば、、、、そちらのそちらのそちらのそちらのほほほほうにうにうにうに行行行行きききき、、、、質質質質問問問問票票票票をををを回回回回収収収収いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様とのとのとのとの間間間間のののの交交交交流流流流のののの場場場場ををををつつつつくくくくりりりりたいということでたいということでたいということでたいということで、、、、普普普普通通通通ですとですとですとですと、、、、質質質質問問問問というのはというのはというのはというのは最最最最後後後後にににに来来来来るるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、早早早早いいいい時間時間時間時間にににに入入入入れてあれてあれてあれてありりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだいたいたいたいた飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生もももも質質質質問問問問にににに応応応応じじじじてくてくてくてくだだだださるとおっしさるとおっしさるとおっしさるとおっしゃゃゃゃってくってくってくってくだだだださいましたのでさいましたのでさいましたのでさいましたので、、、、飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生にににに対対対対するするするする質質質質問問問問もおもおもおもお書書書書きになってきになってきになってきになって結結結結構構構構ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、簡潔簡潔簡潔簡潔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。。。。 

  それがそれがそれがそれが終終終終わわわわりりりりましたらましたらましたらましたら、、、、集集集集められためられためられためられた質質質質問問問問にににに対対対対するするするする回回回回答答答答をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれのパネラーのれのパネラーのれのパネラーのれのパネラーの方方方方におにおにおにお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの質質質質問問問問はこのはこのはこのはこの方方方方にということでにということでにということでにということで、、、、だだだだれのれのれのれの回回回回答答答答をををを聞聞聞聞きたいのかきたいのかきたいのかきたいのか明明明明記記記記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助助助助かかかかりりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその後後後後にににに、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度それそれそれそれぞぞぞぞれのパネれのパネれのパネれのパネリリリリストにストにストにストにごごごご発言発言発言発言をまとめていたをまとめていたをまとめていたをまとめていただだだだきますきますきますきます。。。。ごごごご自分自分自分自分ででででじじじじかにかにかにかに質質質質問問問問したいというしたいというしたいというしたいという方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんけれどけれどけれどけれど、、、、何何何何ししししろろろろ時間時間時間時間がががが限限限限られてられてられてられ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、、、、質質質質問問問問票票票票をををを準備準備準備準備しましたしましたしましたしました。。。。どうどうどうどうぞごぞごぞごぞご了了了了解解解解くくくくだだだださいさいさいさい。。。。もしそれもしそれもしそれもしそれ以以以以上上上上のことにのことにのことにのことにつつつついていていていてごごごご質質質質問問問問等等等等あああありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ののののほほほほうにうにうにうに、、、、これにインターネットのアこれにインターネットのアこれにインターネットのアこれにインターネットのアドドドドレレレレスをスをスをスを書書書書いていていていてあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのほほほほうにうにうにうに送送送送っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、1 カカカカ月月月月ほほほほどどどど時間時間時間時間はかかるかもしれませはかかるかもしれませはかかるかもしれませはかかるかもしれませんんんんけれどけれどけれどけれど、、、、個個個個別別別別にににに回回回回答答答答をするをするをするをする予予予予定定定定ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ということでということでということでということで、、、、最最最最後後後後にににに、、、、私私私私ののののほほほほうでうでうでうで全全全全体体体体をまとめましてをまとめましてをまとめましてをまとめまして、、、、予予予予定定定定ではではではでは 4時時時時 55 分分分分にににに終終終終わるわるわるわる予予予予定定定定ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初のプのプのプのプレレレレゼンテーションですゼンテーションですゼンテーションですゼンテーションです。。。。こちらにあこちらにあこちらにあこちらにありりりりますますますます順順順順序序序序でおでおでおでお願願願願いしていしていしていしてあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアゼロエミッションフォーラム・プロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーのーのーのーの坂坂坂坂本本本本様様様様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。。。。 

 坂坂坂坂本本本本プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドドドドババババイイイイザザザザーーーー 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂坂坂坂本本本本ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。先先先先ほほほほどはどはどはどは、、、、飯田所長飯田所長飯田所長飯田所長のののの大大大大変変変変すすすすばばばばららららしいおしいおしいおしいお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。これはこれはこれはこれは飯田飯田飯田飯田ささささんんんんのののの長長長長年年年年ここここのののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組まれていらっしまれていらっしまれていらっしまれていらっしゃゃゃゃるそのるそのるそのるその熱熱熱熱意意意意とととと行動行動行動行動のののの表表表表現現現現であったとであったとであったとであったと、、、、私私私私もももも拝拝拝拝聴聴聴聴いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、非非非非常常常常にににに感感感感銘銘銘銘をををを新新新新たにいたしましたたにいたしましたたにいたしましたたにいたしました。。。。 

  とことことこところろろろでででで、、、、本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの主題主題主題主題はははは「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能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私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会」」」」となっとなっとなっとなっておておておておりりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが行行行行政政政政、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、学術分野学術分野学術分野学術分野、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様のののの参加参加参加参加のもとにのもとにのもとにのもとに一一一一昨昨昨昨年年年年のののの終終終終わわわわりりりりからからからから昨昨昨昨年年年年のののの初初初初めにめにめにめに実施実施実施実施されましたされましたされましたされました那覇市地域那覇市地域那覇市地域那覇市地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ジョンジョンジョン策定策定策定策定審審審審議議議議会会会会のののの成成成成果果果果をフォをフォをフォをフォローされたものであローされたものであローされたものであローされたものであろろろろうとうとうとうと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、ここここのののの報告書報告書報告書報告書はははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんももももごごごごららららんんんんになられたかとになられたかとになられたかとになられたかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその審審審審議会議会議会議会のののの成成成成果果果果はははは、、、、那覇市地域那覇市地域那覇市地域那覇市地域新新新新エネエネエネエネルギールギールギールギービビビビジョンといたしましてジョンといたしましてジョンといたしましてジョンといたしまして、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市にどういうようなエネルギーがあるのかにどういうようなエネルギーがあるのかにどういうようなエネルギーがあるのかにどういうようなエネルギーがあるのか、、、、今今今今後再後再後再後再生生生生できるエネルギーがどのくらいあるかということをできるエネルギーがどのくらいあるかということをできるエネルギーがどのくらいあるかということをできるエネルギーがどのくらいあるかということを極極極極めてめてめてめて論論論論理理理理的的的的にににに説説説説明明明明されたものでされたものでされたものでされたものでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、今今今今後後後後のあのあのあのありりりり方方方方にににに大大大大きなきなきなきな方向方向方向方向をををを示示示示すものとすものとすものとすものと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  私私私私はははは、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初にににに、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能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問問問問題題題題がながながながなぜぜぜぜ今今今今日日日日のののの課課課課題題題題であるのかであるのかであるのかであるのか。。。。ごごごご承承承承知知知知のののの皆皆皆皆様様様様もももも多多多多いといといといと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、我我我我々々々々のののの社会社会社会社会やややや地球地球地球地球のののの環境環境環境環境からからからから、、、、簡簡簡簡単単単単にににに数数数数枚枚枚枚のパワーのパワーのパワーのパワーポポポポイントでイントでイントでイントでごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは、、、、東東東東京京京京工工工工業大学業大学業大学業大学のののの本川先本川先本川先本川先生生生生がががが書書書書かれたかれたかれたかれた本本本本のののの中中中中にににに出出出出ておておておておりりりりますがますがますがますが、、、、哺哺哺哺乳乳乳乳動動動動物物物物のののの体体体体
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重重重重、、、、これはこれはこれはこれは横軸横軸横軸横軸にとってにとってにとってにとってごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、それとそれとそれとそれと標準標準標準標準代謝代謝代謝代謝量量量量とととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、哺哺哺哺乳乳乳乳動動動動物物物物がががが生生生生ききききていくためにどれていくためにどれていくためにどれていくためにどれだだだだけのエネルギーをけのエネルギーをけのエネルギーをけのエネルギーを消費消費消費消費するかというするかというするかというするかという関係関係関係関係をををを示示示示したものでしたものでしたものでしたものでごごごございますざいますざいますざいます。。。。極極極極めてめてめてめて単単単単純純純純なななな関係関係関係関係ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、目目目目盛盛盛盛りりりりはははは対数対数対数対数目目目目盛盛盛盛りりりりになっておになっておになっておになっておりりりりますがますがますがますが、、、、体体体体重重重重 20 グラムのグラムのグラムのグラムのハハハハツツツツカネズミからカネズミからカネズミからカネズミから数数数数トンのトンのトンのトンのゾウゾウゾウゾウにににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、1つつつつのののの直線直線直線直線にににに示示示示されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。ヒヒヒヒトがちトがちトがちトがちょょょょうどうどうどうど真真真真んんんん中中中中のとこのとこのとこのところろろろににににごごごございまざいまざいまざいますがすがすがすが、、、、我我我我々々々々のののの平平平平均均均均のののの体体体体重重重重をををを 60キキキキロロロロ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 70キキキキロといたしますとロといたしますとロといたしますとロといたしますと、、、、標準標準標準標準代謝代謝代謝代謝量量量量ははははほほほほぼぼぼぼ 80 ワットでワットでワットでワットでごごごございますざいますざいますざいます。。。。しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際にににに消費消費消費消費してしてしてしているエネルギーはいるエネルギーはいるエネルギーはいるエネルギーは膨膨膨膨大大大大ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、これはこれはこれはこれはほほほほぼぼぼぼ 10 年年年年前前前前ののののデデデデータでータでータでータでごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、4,500ワットワットワットワットぐぐぐぐらいあるわけですらいあるわけですらいあるわけですらいあるわけです。。。。トータルのエネルギーをトータルのエネルギーをトータルのエネルギーをトータルのエネルギーを標準標準標準標準代謝代謝代謝代謝量量量量にににに戻戻戻戻すのにはすのにはすのにはすのには、、、、大体大体大体大体 2 分分分分のののの 1 であるとであるとであるとであると本川先本川先本川先本川先生生生生がががが書書書書かれておかれておかれておかれておりりりりましてましてましてまして、、、、それをそれをそれをそれを引引引引きききき戻戻戻戻しますとしますとしますとしますと、、、、ヒヒヒヒトのトのトのトの標準標準標準標準代謝代謝代謝代謝量量量量はははは、、、、実際実際実際実際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ベベベベースにしてースにしてースにしてースにして考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、二二二二千千千千数百数百数百数百ワットになるわけでワットになるわけでワットになるわけでワットになるわけでごごごございまざいまざいまざいましてしてしてして、、、、これはこれはこれはこれは実実実実にににに体体体体重重重重 4 トンないしトンないしトンないしトンないし 5 トンのトンのトンのトンのゾウゾウゾウゾウにににに匹敵匹敵匹敵匹敵いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。言葉言葉言葉言葉をををを言言言言いかえれいかえれいかえれいかえればばばば、、、、地球地球地球地球上上上上ににににヒヒヒヒトというトというトというトという体体体体重重重重ののののゾウゾウゾウゾウがががが六六六六十十十十数億頭数億頭数億頭数億頭いるということになるわけですいるということになるわけですいるということになるわけですいるということになるわけです。。。。私私私私はははは、、、、こうこうこうこういういういういう場場場場でででで皆皆皆皆様様様様とおとおとおとお話話話話しするときにしするときにしするときにしするときに、、、、地球地球地球地球はこのはこのはこのはこの重重重重さにたえられるさにたえられるさにたえられるさにたえられるんだろんだろんだろんだろうかとうかとうかとうかと、、、、なかなかなかなかばばばば冗冗冗冗談談談談みたいにみたいにみたいにみたいに申申申申しししし上上上上げげげげるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、現現現現代代代代自自自自然然然然界界界界にににに存在存在存在存在するするするするゾウゾウゾウゾウはははは数百万頭数百万頭数百万頭数百万頭しかいないわけでしかいないわけでしかいないわけでしかいないわけですすすす。。。。それをはるかにそれをはるかにそれをはるかにそれをはるかに超超超超すすすす 60数億頭数億頭数億頭数億頭のののの人人人人間間間間というというというというゾウゾウゾウゾウががががしてしてしてしているいるいるいる、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことでごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにもごごごございましたがざいましたがざいましたがざいましたが、、、、我我我我々々々々がどれがどれがどれがどれだだだだけけけけ化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料をををを使使使使っっっっているかているかているかているか、、、、そしてどれそしてどれそしてどれそしてどれだだだだけのけのけのけの CO2 をををを排排排排出出出出しているかというしているかというしているかというしているかというデデデデータをータをータをータを経年経年経年経年別別別別にににに示示示示したしたしたしたものでものでものでものでごごごございますざいますざいますざいます。。。。橙橙橙橙色色色色がががが石石石石炭炭炭炭からからからから発発発発生生生生するするするする CO2量量量量、、、、ねねねねずみずみずみずみ色色色色のののの量量量量がががが石油石油石油石油からからからから発発発発生生生生するするするする量量量量、、、、緑緑緑緑のののの量量量量がががが天天天天然然然然ガガガガスからスからスからスから発発発発生生生生するするするする量量量量ですですですです。。。。それそれそれそれをををを CO2濃濃濃濃度度度度にににに換換換換算算算算いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、赤赤赤赤いいいい線線線線でずっとでずっとでずっとでずっと示示示示してしてしてしてごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、産業産業産業産業革革革革命命命命後後後後急増急増急増急増、、、、特特特特にこのにこのにこのにこの数数数数十十十十年年年年はものすはものすはものすはものすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで伸伸伸伸びているわけですびているわけですびているわけですびているわけです。。。。CO2 のののの濃濃濃濃度度度度がががが増増増増えるとどうなるのかえるとどうなるのかえるとどうなるのかえるとどうなるのか、、、、あるいはこのままであるいはこのままであるいはこのままであるいはこのままでいけいけいけいけばばばば、、、、10 年年年年とかとかとかとか 20 年先年先年先年先はははは沖縄沖縄沖縄沖縄はははは熱熱熱熱帯帯帯帯地方地方地方地方になってしまうかもわかになってしまうかもわかになってしまうかもわかになってしまうかもわかりりりりませませませませんんんん。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは北北北北極極極極とかとかとかとか南南南南極極極極のののの氷氷氷氷がががが溶溶溶溶けてしまってけてしまってけてしまってけてしまって、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってって生生生生態系態系態系態系もももも非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化をををを及及及及ぼぼぼぼしてしてしてして、、、、人類人類人類人類のののの生生生生存存存存がががが非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきなリリリリスクにさらされるということをスクにさらされるということをスクにさらされるということをスクにさらされるということを示示示示しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  もうもうもうもう 1 つつつつ、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々人類人類人類人類がががが文明文明文明文明のののの発発発発達達達達とともにとともにとともにとともに多多多多くのくのくのくの地球資源地球資源地球資源地球資源、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源だだだだけではけではけではけではななななくくくく、、、、植植植植物物物物、、、、森林森林森林森林だだだだってそうでってそうでってそうでってそうでごごごございますしざいますしざいますしざいますし、、、、魚魚魚魚等等等等のののの天天天天然然然然資源資源資源資源もももも随随随随分分分分使使使使っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、文明文明文明文明がががが石石石石器器器器からからからから銅器銅器銅器銅器にににに移移移移ってってってって以降以降以降以降、、、、大大大大量量量量のののの金金金金属属属属をををを消費消費消費消費しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、それがそれがそれがそれが地地地地殻殻殻殻のののの中中中中にあるにあるにあるにある資源資源資源資源のどれのどれのどれのどれだだだだけをけをけをけを使使使使用用用用しているかということをしているかということをしているかということをしているかということを示示示示ししししているているているている図図図図ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは京都大学京都大学京都大学京都大学のののの西西西西山山山山先先先先生生生生のののの著著著著書書書書からからからから参参参参照照照照させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきましたがががが、、、、古古古古いいいい時時時時代代代代からからからからつつつつくっているものくっているものくっているものくっているものほほほほどどどど、、、、特特特特にににに水水水水銀銀銀銀とかとかとかとか銀銀銀銀にににに関関関関してはしてはしてはしては 80％％％％もももも使使使使っているっているっているっている、、、、こういうことになるわけであこういうことになるわけであこういうことになるわけであこういうことになるわけでありりりりますますますます。。。。 

  我我我我々々々々はこのようなはこのようなはこのようなはこのような生生生生活活活活をををを続続続続けていけけていけけていけけていけばばばば、、、、このこのこのこの緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを我我我我々々々々のののの子子子子孫孫孫孫にににに引引引引きききき渡渡渡渡すことがですことがですことがですことができないきないきないきない、、、、そういうそういうそういうそういうリリリリスクがスクがスクがスクが現実現実現実現実のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして起起起起こってきているこってきているこってきているこってきているのですのですのですのです。。。。言言言言うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、我我我我々々々々のののの世代世代世代世代だだだだけでこのけでこのけでこのけでこの地球地球地球地球のののの貴重貴重貴重貴重なななな資源資源資源資源をををを使使使使いいいい切切切切るということはるということはるということはるということは許許許許されないわけでされないわけでされないわけでされないわけでごごごございざいざいざいましてましてましてまして、、、、このこのこのこの危危危危機機機機的的的的なななな状況状況状況状況をををを回回回回避避避避しししし、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを次次次次世代世代世代世代にににに引引引引きききき渡渡渡渡すことがすことがすことがすことが現現現現代代代代共通共通共通共通のののの課課課課題題題題であるとであるとであるとであると考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。このためにこのためにこのためにこのために、、、、1992 年年年年にににに国連国連国連国連がブラジルのがブラジルのがブラジルのがブラジルのリオデリオデリオデリオデジジジジャャャャネイロでネイロでネイロでネイロで地地地地球球球球サミットをサミットをサミットをサミットを開催開催開催開催したしたしたした、、、、こういうこういうこういうこういう経経経経過過過過になるわけでになるわけでになるわけでになるわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  そのそのそのその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提唱提唱提唱提唱されされされされましたのはましたのはましたのはましたのは、、、、まずまずまずまず左左左左側側側側のとこのとこのとこのところろろろにににに、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境要要要要因因因因、、、、特特特特にににに資資資資源源源源とととと環境環境環境環境のののの問問問問題題題題、、、、これがこれがこれがこれが枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、悪悪悪悪化化化化、、、、限限限限界界界界にににに来来来来ているということをているということをているということをているということを示示示示してしてしてしてごごごございますざいますざいますざいます。。。。右右右右ののののほほほほうはうはうはうは、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外のののの社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的なななな要要要要因因因因でででで、、、、南南南南北北北北間間間間格格格格差差差差のののの問問問問題題題題であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、世代世代世代世代間間間間のののの平平平平等等等等
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性性性性のののの問問問問題等題等題等題等ががががあるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけですが、、、、これはきこれはきこれはきこれはきょょょょうおうおうおうお話話話話しするのはパスさせていたしするのはパスさせていたしするのはパスさせていたしするのはパスさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、こうしたことによってこうしたことによってこうしたことによってこうしたことによって、、、、現現現現在在在在のののの価値観価値観価値観価値観やややや我我我我々々々々のライフスタイルをそのままのライフスタイルをそのままのライフスタイルをそのままのライフスタイルをそのまま続続続続けるというこけるというこけるというこけるということはとはとはとは困困困困難難難難だだだだというのがというのがというのがというのが 92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの結結結結論論論論ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  それをそれをそれをそれを見見見見直直直直してしてしてして改改改改革革革革していきたいしていきたいしていきたいしていきたい、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。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もそのもそのもそのもその 1 つつつつででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。これをこれをこれをこれを改改改改革革革革とととと言言言言ってもってもってもっても、、、、かかかかつつつつてのてのてのての時時時時代代代代のようにのようにのようにのように、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの国国国国がががが一方的一方的一方的一方的にににに 1 つつつつのののの考考考考ええええ方方方方をををを強強強強制制制制的的的的にににに押押押押ししししつつつつけるということはもはけるということはもはけるということはもはけるということはもはややややできませできませできませできませんんんん。。。。国内国内国内国内においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、国際国際国際国際間間間間においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、合合合合意意意意形成形成形成形成によってそういうによってそういうによってそういうによってそういう施施施施策策策策をををを共通共通共通共通にしていこうにしていこうにしていこうにしていこう、、、、それによってそれによってそれによってそれによって我我我我々々々々のののの地地地地球球球球をををを、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを次次次次世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継いでいこうということであいでいこうということであいでいこうということであいでいこうということでありりりりますますますます。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの行動力行動力行動力行動力はははは、、、、行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様のののの連連連連携携携携によってそういうによってそういうによってそういうによってそういう行動行動行動行動がががが可能可能可能可能になるわけでになるわけでになるわけでになるわけでごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、そこでそこでそこでそこで初初初初めてめてめてめて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会がががが実現実現実現実現していくというしていくというしていくというしていくということになことになことになことになろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  こういうようなこういうようなこういうようなこういうような見見見見方方方方でででで物物物物事事事事をををを考考考考えていきますとえていきますとえていきますとえていきますと、、、、今今今今最最最最もももも重要重要重要重要なななな課課課課題題題題はははは何何何何だろだろだろだろうかうかうかうか。。。。そのそのそのその 1つつつつはははは、、、、本本本本日日日日のこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムの課課課課題題題題であであであでありりりりますますますます、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なエネルギーをどうなエネルギーをどうなエネルギーをどうなエネルギーをどうつつつつくっていくっていくっていくっていくかということくかということくかということくかということ。。。。自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは再生再生再生再生エネルギーをどうエネルギーをどうエネルギーをどうエネルギーをどう生生生生産産産産していくかというしていくかというしていくかというしていくかということであことであことであことであろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それともうそれともうそれともうそれともう 1 つつつつ、、、、資源資源資源資源をををを効率効率効率効率よくよくよくよく循環的循環的循環的循環的にににに使使使使おうということおうということおうということおうということもももも非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはエネルギーのこれはエネルギーのこれはエネルギーのこれはエネルギーの問問問問題題題題とととと裏裏裏裏腹腹腹腹のののの問問問問題題題題であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、このためにこのためにこのためにこのために国連大学国連大学国連大学国連大学、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方をゼロエミッションとしてをゼロエミッションとしてをゼロエミッションとしてをゼロエミッションとして提唱提唱提唱提唱ささささせていせていせていせていたたたただだだだいているわけですいているわけですいているわけですいているわけです。。。。昨昨昨昨今今今今、、、、日日日日本本本本政政政政府府府府はははは、、、、そういうそういうそういうそういう政策政策政策政策をををを取取取取りりりり組組組組んんんんでででで、、、、3R、、、、これはこれはこれはこれ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ズーズーズーズ、、、、リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという物物物物のののの考考考考ええええ方方方方にににに、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない運運運運動動動動としてとしてとしてとして南南南南アフアフアフアフリリリリカカカカのののの、、、、ノノノノーーーーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを受受受受賞賞賞賞されたされたされたされたママママータイさータイさータイさータイさんんんんのののの考考考考ええええ方方方方をさらにをさらにをさらにをさらに取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて 3R ということをということをということをということを世世世世界界界界共通共通共通共通にににに広広広広げげげげているわけでているわけでているわけでているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  ゼロエミッションということをゼロエミッションということをゼロエミッションということをゼロエミッションということを簡簡簡簡単単単単にににに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、、、、これはこれはこれはこれは 1994 年年年年にににに提唱提唱提唱提唱させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、いかにすいかにすいかにすいかにすばばばばらしいらしいらしいらしいココココンンンンセセセセプトをプトをプトをプトを出出出出してもしてもしてもしても、、、、世世世世のののの中中中中のののの皆皆皆皆ささささんんんんににににごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだかないとなかなかかないとなかなかかないとなかなかかないとなかなか広広広広がらないがらないがらないがらない。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、当初当初当初当初はははは、、、、産業産業産業産業界界界界のののの中中中中でででで物物物物ををををつつつつくるときくるときくるときくるときにどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出るるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それをなくしていこうというそれをなくしていこうというそれをなくしていこうというそれをなくしていこうという、、、、産業界中産業界中産業界中産業界中心心心心のののの活動活動活動活動からからからから始始始始めましためましためましためました。。。。次次次次はははは、、、、真真真真んんんん中中中中のののの図図図図ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、もっともっともっともっと複複複複数数数数のののの企業企業企業企業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工工工工場場場場にににに参画参画参画参画していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、そのそのそのその輪輪輪輪をををを広広広広げげげげていこうていこうていこうていこう。。。。現現現現在在在在はははは、、、、そのそのそのその最終最終最終最終のののの第第第第 3 段階段階段階段階にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物、、、、ごごごごみのみのみのみの量量量量だだだだけではけではけではけではごごごございませざいませざいませざいませんんんん、、、、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もももも含含含含めてめてめてめて、、、、地域地域地域地域やややや社会社会社会社会でゼロエミッションというでゼロエミッションというでゼロエミッションというでゼロエミッションという言葉言葉言葉言葉でででで象象象象徴徴徴徴されているされているされているされている持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会ををををつつつつくっていこうくっていこうくっていこうくっていこうとととと、、、、こういうことになるわけであこういうことになるわけであこういうことになるわけであこういうことになるわけでありりりりますますますます。。。。 日日日日本本本本のののの各地各地各地各地でどういうようなでどういうようなでどういうようなでどういうような成成成成果果果果がががが今今今今上上上上がっているかとがっているかとがっているかとがっているかということがいうことがいうことがいうことが次次次次にににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてあるんんんんでででですがすがすがすが、、、、これこれこれこれもももも飛飛飛飛ばばばばさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、結結結結論論論論的的的的なことをなことをなことをなことを先先先先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がいますがいますがいますが、、、、ややややははははりりりり私私私私どものどものどものどもの目指目指目指目指すものはすものはすものはすものは持続可能持続可能持続可能持続可能なななな豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会でなけれでなけれでなけれでなければばばばならないならないならないならない。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会ををををつつつつくるためにくるためにくるためにくるために、、、、行行行行政政政政とととと市民市民市民市民とととと企業企業企業企業がそのがそのがそのがその役割役割役割役割をををを担担担担いいいい、、、、協働協働協働協働していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。そのそのそのその中中中中でででで理念理念理念理念をををを共共共共有有有有してしてしてして、、、、動動動動機機機機づけづけづけづけをすをすをすをするるるる。。。。そのためのそのためのそのためのそのための体体体体制制制制、、、、枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを組組組組むむむむ。。。。それからそれからそれからそれから共通共通共通共通のののの目目目目標標標標をををを決決決決めるめるめるめる。。。。それをそれをそれをそれを行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。こういうシステムをこういうシステムをこういうシステムをこういうシステムをぜひぜひぜひぜひともともともとも組組組組んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  幸幸幸幸いにしていにしていにしていにして那覇市那覇市那覇市那覇市はははは大大大大変変変変このこのこのこの点点点点ににににつつつついていていていてごごごご理理理理解解解解をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムのムのムのムの自治体自治体自治体自治体メメメメンンンンババババーになっていたーになっていたーになっていたーになっていただだだだきききき、、、、我我我我々々々々とととと日日日日夜夜夜夜ともにともにともにともに考考考考ええええ方方方方をををを共通共通共通共通にしにしにしにし、、、、さらにそのさらにそのさらにそのさらにその実実実実践践践践のののの方方方方法法法法をををを探探探探っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 まずまずまずまず、、、、私私私私のののの 10 分分分分というというというという時間時間時間時間ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、ここでここでここでここで最初最初最初最初のおのおのおのお話話話話をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだき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、、、、結結結結論論論論といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも地域地域地域地域がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社
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会形成会形成会形成会形成のためにのためにのためにのために進進進進んんんんでいたでいたでいたでいただだだだきたいということできたいということできたいということできたいということでごごごございますざいますざいますざいます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 奥奥奥奥島島島島室室室室長長長長 

  先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかにあずかにあずかにあずかりりりりましたましたましたました、、、、りゅりゅりゅりゅうせきのうせきのうせきのうせきのババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室室室室のののの奥奥奥奥島島島島ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  今今今今、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でででで、、、、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いますがざいますがざいますがざいますが、、、、環境環境環境環境省省省省のののの地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対対対対策策策策技術開発事業技術開発事業技術開発事業技術開発事業というというというというものをものをものをものを 2 年年年年半半半半前前前前からからからから進進進進めておめておめておめておりりりりましてましてましてまして、、、、16 年度年度年度年度からからからから出出出出発発発発しましてしましてしましてしまして、、、、17 年度年度年度年度、、、、18 年度年度年度年度、、、、19年度年度年度年度までかけたまでかけたまでかけたまでかけた期間期間期間期間つつつつきのプロジェクトであきのプロジェクトであきのプロジェクトであきのプロジェクトでありりりりますがますがますがますが、、、、そのそのそのその以降以降以降以降もももも、、、、いいいいろんろんろんろんなななな各各各各省庁省庁省庁省庁とのとのとのとの連連連連携携携携をををを含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今後後後後沖縄沖縄沖縄沖縄のののの産業化産業化産業化産業化ををををねねねねらったプロジェクトにらったプロジェクトにらったプロジェクトにらったプロジェクトに発展発展発展発展させていきたいというさせていきたいというさせていきたいというさせていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  タイトルはタイトルはタイトルはタイトルは、「、「、「、「沖縄産沖縄産沖縄産沖縄産糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜からからからから燃燃燃燃料用料用料用料用エタエタエタエタノノノノールールールール生生生生産産産産プロプロプロプロセセセセスススス開発開発開発開発……………………」」」」とととと、、、、非非非非常常常常にににに難難難難ししししいいいい話話話話ですがですがですがですが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの製製製製糖糖糖糖業業業業からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜というものがあまというものがあまというものがあまというものがあまりりりり有効有効有効有効にににに利用利用利用利用されていないされていないされていないされていないというというというという現現現現状状状状があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、それはそれはそれはそれは糖糖糖糖分分分分がまがまがまがまだだだだ 40％％％％あるあるあるある。。。。そこにそこにそこにそこに酵酵酵酵母母母母菌菌菌菌をををを入入入入れるとれるとれるとれると発発発発酵酵酵酵しましましましますすすす、、、、そしてアルそしてアルそしてアルそしてアルココココールがールがールがールが出出出出ますということなますということなますということなますということなんんんんですがですがですがですが、、、、それをそれをそれをそれを無無無無水水水水アルアルアルアルココココールールールール、、、、99.5％％％％のののの高高高高濃濃濃濃度度度度のアルのアルのアルのアルココココールにするールにするールにするールにする。。。。これはどういうことかいいますとこれはどういうことかいいますとこれはどういうことかいいますとこれはどういうことかいいますと、、、、このエタこのエタこのエタこのエタノノノノールをールをールをールをガソガソガソガソリリリリンンンンにににに 3％％％％加加加加えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、3％％％％分分分分のののの CO2排排排排出出出出をををを削削削削減減減減しますしますしますします。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でででで決決決決めめめめられましたカーられましたカーられましたカーられましたカーボボボボンニンニンニンニュュュュートラルというートラルというートラルというートラルという考考考考えがあるえがあるえがあるえがあ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、、、、植植植植物物物物からからからから出出出出たエネたエネたエネたエネルギーというものはルギーというものはルギーというものはルギーというものは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもももも小小小小学学学学校校校校のときののときののときののときの理理理理科科科科にあったとにあったとにあったとにあったと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、植植植植物物物物はははは光光光光合合合合成成成成をしながらをしながらをしながらをしながら CO2 をををを吸吸吸吸収収収収してしてしてして、、、、酸酸酸酸素素素素をををを吐吐吐吐きききき出出出出しますしますしますします。。。。酸酸酸酸素素素素はははは人人人人間間間間がががが吸吸吸吸っているということっているということっているということっているということななななんんんんですがですがですがですが、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、成成成成長長長長のののの過程過程過程過程でででで二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを固固固固定定定定化化化化しているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、それをもとにしてエネルギーにしてそれをもとにしてエネルギーにしてそれをもとにしてエネルギーにしてそれをもとにしてエネルギーにして、、、、例例例例ええええばばばば燃燃燃燃焼焼焼焼させたときにさせたときにさせたときにさせたときに、、、、実際実際実際実際はははは CO2 がががが出出出出るるるるんんんんですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、もうもうもうもう育育育育てているてているてているてている間間間間にににに十十十十分分分分 CO2 をををを吸吸吸吸っているっているっているっている。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、ババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料料料料といといといというものはカうものはカうものはカうものはカウウウウントしませントしませントしませントしませんんんんというようなというようなというようなというような国際国際国際国際ルールになっているわけですルールになっているわけですルールになっているわけですルールになっているわけです。。。。それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとにしてしてしてして、、、、今今今今後後後後沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地地地地にににに眠眠眠眠っているっているっているっているババババイイイイオマオマオマオマスススス資源資源資源資源をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、エタエタエタエタノノノノールのールのールのールの技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、そそそそれれれれからからからからガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを 3％％％％エタエタエタエタノノノノールをールをールをールを入入入入れたれたれたれた車車車車をををを走走走走らせてみるというらせてみるというらせてみるというらせてみるという実実実実証証証証事業事業事業事業ををををややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、世世世世界界界界のののの動動動動きからきからきからきから説説説説明明明明しないとわからないとしないとわからないとしないとわからないとしないとわからな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、、、、世世世世界界界界のののの動動動動ききききとととと、、、、今今今今日日日日本本本本全全全全国国国国のののの動動動動きときときときと、、、、それからそれからそれからそれから今今今今我我我我々々々々のプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトののプロジェクトの動動動動きをきをきをきを順順順順をををを追追追追ってってってって説説説説明明明明しますしますしますします。。。。このこのこのこの中中中中ではではではでは、、、、先進国先進国先進国先進国であるブラジルにおきましてはであるブラジルにおきましてはであるブラジルにおきましてはであるブラジルにおきましては、、、、当然当然当然当然ながらながらながらながら昔昔昔昔からからからからややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、今今今今 E25 といってといってといってといって、、、、25％％％％エタエタエタエタノノノノールがールがールがールが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから 100％％％％もももも動動動動いていますいていますいていますいています。。。。これこれこれこれはははは先進国先進国先進国先進国になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、もともとエネルギーがないもともとエネルギーがないもともとエネルギーがないもともとエネルギーがない時時時時代代代代にににに、、、、油油油油がががが高高高高騰騰騰騰してしてしてして、、、、第第第第 1 次次次次オオオオイルショックのとイルショックのとイルショックのとイルショックのときにブラジルはサトきにブラジルはサトきにブラジルはサトきにブラジルはサトウウウウキキキキビビビビ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つつつつくっていたということなくっていたということなくっていたということなくっていたということなんんんんですですですです。。。。今今今今アアアアメメメメリリリリカはカはカはカは京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書にににに批准批准批准批准していませしていませしていませしていませんんんんがががが、、、、既既既既にもうにもうにもうにもう E5.7、、、、これはカこれはカこれはカこれはカリリリリフォフォフォフォルニアですがルニアですがルニアですがルニアですが、、、、あとあとあとあと E10％％％％をををを入入入入れなきれなきれなきれなきゃゃゃゃいけないというのがいけないというのがいけないというのがいけないというのが、、、、50州州州州のうちのうちのうちのうち 30州州州州はははは法法法法令令令令化化化化さささされていてれていてれていてれていて、、、、E10％％％％はははは実際実際実際実際 30 州州州州でででで走走走走っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、E85 というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、85％％％％エエエエタタタタノノノノールールールール、、、、ガソガソガソガソリリリリンがンがンがンが 15％％％％というというというという燃燃燃燃料料料料もももも使使使使っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、それなそれなそれなそれなりりりりにににに対応対応対応対応するするするする車車車車ででででなけれなけれなけれなければばばば走走走走れないというものですがれないというものですがれないというものですがれないというものですが、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろもあもあもあもありりりりますますますます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、アジアにおいてはアジアにおいてはアジアにおいてはアジアにおいては中国中国中国中国、、、、インインインインドドドド、、、、タイタイタイタイ、、、、ママママレレレレーシアもそうですーシアもそうですーシアもそうですーシアもそうです。。。。それからそれからそれからそれから近近近近くのフくのフくのフくのフィリィリィリィリピピピピンンンン、、、、それからそれからそれからそれから豪州豪州豪州豪州もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ皆皆皆皆ささささんんんん、、、、エタエタエタエタノノノノールをもうールをもうールをもうールをもう入入入入れれれれ始始始始めめめめてててて、、、、国国国国策策策策としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境対対対対策策策策もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、最近最近最近最近はははは油油油油のののの高高高高騰騰騰騰もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
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のののの代代代代替替替替、、、、またまたまたまた燃燃燃燃料料料料エネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしての位位位位置置置置づけをもうづけをもうづけをもうづけをもう各国始各国始各国始各国始めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、環境環境環境環境対対対対策策策策もそうなもそうなもそうなもそうなんんんんですがですがですがですが、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの一一一一助助助助とするとするとするとする意意意意味味味味でのでのでのでの動動動動きとしてこういうきとしてこういうきとしてこういうきとしてこういう動動動動きにきにきにきになってきていますなってきていますなってきていますなってきています。。。。 

  ヨヨヨヨーロッパにおいてもーロッパにおいてもーロッパにおいてもーロッパにおいても、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来からからからから先先先先生生生生方方方方のおのおのおのお話話話話にあにあにあにありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの EUののののほほほほうではうではうではうでは、、、、ババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料導料導料導料導入入入入指指指指令令令令というのがあというのがあというのがあというのがありりりりましてましてましてまして、、、、もうもうもうもう既既既既にににに大分大分大分大分エタエタエタエタノノノノールをールをールをールをつつつつくくくくりりりり始始始始めているというめているというめているというめているという現現現現状状状状があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ここのここのここのここの動動動動きですがきですがきですがきですが、、、、下下下下のののの緑緑緑緑色色色色がががが、、、、燃燃燃燃料用料用料用料用のアルのアルのアルのアルココココールのールのールのールの伸伸伸伸びですびですびですびです。。。。非非非非常常常常にににに伸伸伸伸びびびびてきていますてきていますてきていますてきています。。。。これはこれはこれはこれは工工工工業用業用業用業用がががが赤赤赤赤。。。。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どどど変変変変わっていませわっていませわっていませわっていませんんんん。。。。それからそれからそれからそれから、、、、黄色黄色黄色黄色がががが飲飲飲飲料用料用料用料用、、、、これもこれもこれもこれも変変変変わっていませわっていませわっていませわっていませんんんん。。。。一一一一番変番変番変番変わってきているのがわってきているのがわってきているのがわってきているのが、、、、このこのこのこの 2000 年年年年をををを介介介介してしてしてしてぐぐぐぐっっっっとととと伸伸伸伸びびびび始始始始めてきているめてきているめてきているめてきている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ここにここにここにここに呼呼呼呼応応応応しますけれどもしますけれどもしますけれどもしますけれども、、、、ブラジルはブラジルはブラジルはブラジルは一一一一番番番番黄色黄色黄色黄色ですがですがですがですが、、、、緑緑緑緑色色色色のののの 2 番番番番目目目目のものというのがのものというのがのものというのがのものというのが非非非非常常常常にににに伸伸伸伸びてきているのはびてきているのはびてきているのはびてきているのは、、、、これはアこれはアこれはアこれはアメメメメリリリリカですカですカですカです。。。。アアアアメメメメリリリリカがトカがトカがトカがトウウウウモモモモロロロロココココシでシでシでシで十十十十七七七七、、、、八八八八年年年年前前前前からからからから国国国国策策策策としてとしてとしてとして農農農農業業業業政策政策政策政策、、、、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としてとしてとしてとして相相相相当当当当ててててここここ入入入入れをしてれをしてれをしてれをしてババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールをールをールをールをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番上上上上のののの水水水水色色色色もももも、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、
EU がががが今今今今 2005 年年年年、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ですがですがですがですが、、、、小小小小麦麦麦麦、、、、それからそれからそれからそれからビビビビートをートをートをートを原原原原料料料料としたものでとしたものでとしたものでとしたもので、、、、2030 年年年年でしでしでしでしたかたかたかたか、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、非非非非常常常常なななな勢勢勢勢いでいでいでいでババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールをールをールをールをつつつつくってくってくってくって、、、、車車車車、、、、特特特特ににににガソガソガソガソリリリリンにンにンにンに転転転転化化化化してしてしてして CO2低低低低減対減対減対減対策策策策をするのとをするのとをするのとをするのと、、、、それからそれからそれからそれから今今今今、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料がががが高高高高騰騰騰騰しているしているしているしている部部部部分分分分をををを補補補補っていくというっていくというっていくというっていくという部部部部分分分分ですですですです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう 1つつつつ、、、、基本的基本的基本的基本的にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは農農農農業業業業政策政策政策政策ということがあということがあということがあということがありりりりましてましてましてまして、、、、農農農農業業業業政策政策政策政策でででで、、、、今言今言今言今言っているトっているトっているトっているトウウウウモモモモロロロロココココシのシのシのシの農農農農業業業業とかとかとかとか、、、、あとはあとはあとはあとはビビビビートのートのートのートの農農農農業業業業とかとかとかとか、、、、小小小小麦麦麦麦のののの農農農農業業業業とかとかとかとか、、、、そうそうそうそういうとこいうとこいうとこいうところろろろをををを後後後後押押押押ししているというのがししているというのがししているというのがししているというのが現現現現状状状状ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、CO2 のののの濃濃濃濃度度度度のののの安定安定安定安定化化化化においてにおいてにおいてにおいてはははは相相相相当当当当なななな年年年年数数数数がかかるとがかかるとがかかるとがかかると。。。。100 年年年年、、、、またはまたはまたはまたは 1,000 年年年年のスパンでのスパンでのスパンでのスパンで変変変変わるわるわるわる傾傾傾傾向向向向。。。。どどどどんんんんなになになになに努努努努力力力力ししししてもてもてもても温度温度温度温度のののの安定安定安定安定化化化化までこのまでこのまでこのまでこのぐぐぐぐらいはかかるらいはかかるらいはかかるらいはかかる、、、、そういうそういうそういうそういう傾傾傾傾向向向向があるようですがあるようですがあるようですがあるようです。。。。 

  日日日日本本本本のののの国国国国ではではではでは今今今今何何何何ををををややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、ここここここここ 2008 年年年年がががが京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書のののの約約約約束束束束期期期期でででで、、、、ここここここここまでにまでにまでにまでに約約約約束束束束をををを守守守守らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないというとこいけないというとこいけないというとこいけないというところろろろがががが始始始始ままままりりりりましてましてましてまして、、、、2012 年年年年までにまでにまでにまでに一一一一応応応応約約約約束束束束をををを完完完完成成成成させなきさせなきさせなきさせなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、あとあとあとあと農農農農林林林林水水水水産産産産省省省省もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろなななな動動動動きをしてきをしてきをしてきをしておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、今今今今このこのこのこの時時時時点点点点でででで 16 年年年年、、、、17 年年年年、、、、18 年年年年、、、、19 年年年年、、、、ここまでここまでここまでここまで、、、、こういうとここういうとここういうとここういうところろろろではではではでは、、、、環境環境環境環境省省省省でエタでエタでエタでエタノノノノールのールのールのールの製製製製造造造造 E3 事業事業事業事業、、、、北北北北海道海道海道海道、、、、大大大大阪阪阪阪、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、伊伊伊伊江江江江島島島島とととと宮宮宮宮古古古古島島島島ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省はははは、、、、PEC（（（（ペペペペックックックック））））といってといってといってといって、、、、石油石油石油石油産業活産業活産業活産業活性性性性化化化化セセセセンターさンターさンターさンターさんんんんがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ実実実実証証証証事業事業事業事業をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、NEDO 事業事業事業事業（（（（新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー開発開発開発開発機機機機構構構構））））ののののほほほほうでもうでもうでもうでも同同同同じじじじようなようなようなような事業事業事業事業をしてをしてをしてをして、、、、検証検証検証検証をしておられますをしておられますをしておられますをしておられます。。。。2006 年年年年、、、、今年今年今年今年のののの 6 月月月月ごろごろごろごろにににに、、、、アルアルアルアルココココールールールール事業事業事業事業法法法法がががが改改改改正正正正されましてされましてされましてされまして、、、、アルアルアルアルココココールがールがールがールが完完完完全全全全自自自自由由由由化化化化になっていくということになっていくということになっていくということになっていくということがががが 1 つつつつののののポポポポイイイイントにもなっておントにもなっておントにもなっておントにもなっておりりりりますますますます。。。。 

  先先先先ほほほほどからどからどからどから言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でででで 6％％％％とととと約約約約束束束束しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、もうもうもうもう既既既既にににに 8％％％％増増増増加加加加してしてしてしておおおおりりりりますからますからますからますから、、、、約約約約束束束束をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには基本的基本的基本的基本的にににに 14％％％％をををを削削削削減減減減しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという現現現現状状状状があがあがあがあるるるるんんんんですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄はどうかというとはどうかというとはどうかというとはどうかというと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじになっていますになっていますになっていますになっています。。。。31.4％％％％増増増増加加加加しているということがあしているということがあしているということがあしているということがありりりりましてましてましてまして、、、、今今今今回回回回のののの問問問問題題題題があがあがあがありりりりますますますます。。。。我我我我々々々々はははは今今今今何何何何をしようかとをしようかとをしようかとをしようかというというというというと、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄製製製製糖糖糖糖ささささんんんんののののほほほほうのうのうのうの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、工工工工場場場場内内内内にににに建建建建設設設設するエタするエタするエタするエタノノノノールールールール生生生生産産産産プラントでプラントでプラントでプラントで無無無無水水水水ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールをールをールをールを製製製製造造造造しますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれを、、、、無無無無水水水水エタエタエタエタノノノノールをールをールをールをつつつつくくくくったものをうちのったものをうちのったものをうちのったものをうちの油油油油槽槽槽槽所所所所におきましてにおきましてにおきましてにおきまして E3燃燃燃燃料料料料にににに製製製製造造造造してしてしてして、、、、貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵してしてしてして、、、、島島島島のののの実実実実車車車車走走走走行行行行にににに供供供供給給給給するするするする。。。。技術開発技術開発技術開発技術開発にはにはにはにはこういうこういうこういうこういう要素要素要素要素がががが入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  16 年度年度年度年度、、、、17 年度年度年度年度、、、、18 年度年度年度年度のののの中中中中でででで技術開発技術開発技術開発技術開発をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、19 年度年度年度年度にににに総総総総合合合合評評評評価価価価をしていくとをしていくとをしていくとをしていくと
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いうことになっていますいうことになっていますいうことになっていますいうことになっています。。。。大体大体大体大体こういうこういうこういうこういう絵絵絵絵図図図図ですですですです。。。。培培培培養養養養槽槽槽槽、、、、発発発発酵酵酵酵槽槽槽槽、、、、蒸蒸蒸蒸留留留留、、、、脱脱脱脱水水水水、、、、製品製品製品製品。。。。
99.6％％％％のエタのエタのエタのエタノノノノールをールをールをールをつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく。。。。これがこれがこれがこれが全全全全景景景景でででで、、、、このこのこのこの間間間間、、、、20 日日日日にににに完完完完成成成成しましてしましてしましてしまして、、、、来来来来月月月月からからからから総総総総合合合合試試試試運運運運転転転転にににに入入入入ってってってって、、、、3 月中月中月中月中にににに宮宮宮宮古古古古産産産産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産産産産出出出出するというするというするというするという手手手手はずになっておはずになっておはずになっておはずになっておりりりりますますますます。。。。あとあとあとあと、、、、こういうこういうこういうこういう検検検検討討討討項項項項目目目目もももも入入入入っていますっていますっていますっています。。。。 

  E3 実実実実証証証証のののの場場場場合合合合はははは、、、、今今今今こういうこういうこういうこういう設設設設備備備備があがあがあがありりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれがガソガソガソガソリリリリンとエタンとエタンとエタンとエタノノノノールをールをールをールを 97 対対対対 3でブでブでブでブレレレレンンンンドドドドしてしてしてして、、、、ドドドドラムラムラムラム缶缶缶缶にににに製製製製造造造造していくというしていくというしていくというしていくという、、、、これはこれはこれはこれは完完完完全全全全自動型自動型自動型自動型ですですですです。。。。それでそれでそれでそれでドドドドラムラムラムラム缶缶缶缶でででで貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵してしてしてして、、、、給給給給油油油油機機機機でででで、、、、公公公公用用用用車車車車ををををベベベベースにースにースにースに今今今今給給給給油油油油しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  これがこれがこれがこれが全全全全景景景景になっておになっておになっておになっておりりりりましてましてましてまして、、、、10 月月月月 7日日日日にににに走走走走行開始行開始行開始行開始をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境局長局長局長局長にににに来来来来てててていたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、開始開始開始開始式式式式をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、今現今現今現今現在在在在はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと宮宮宮宮古古古古島市島市島市島市のののの公公公公用用用用車車車車 100 台台台台がががが今今今今宮宮宮宮古古古古でででで走走走走っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  最終最終最終最終的的的的にこういうことをにこういうことをにこういうことをにこういうことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。今今今今、、、、糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜からからからからババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールアルールアルールアルールアルココココールをールをールをールをつつつつくってくってくってくって、、、、E3 というというというという燃燃燃燃料料料料のののの CO2低低低低減対減対減対減対策策策策のののの実実実実証証証証でででで、、、、車車車車にににに入入入入れてれてれてれて問問問問題題題題あああありりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、それがそれがそれがそれがどどどどんんんんどどどどんんんん 500台台台台、、、、1,000台台台台というようなというようなというようなというような台台台台数数数数をををを増増増増ややややしていきましてしていきましてしていきましてしていきまして、、、、普及普及普及普及をををを想想想想定定定定してしてしてして問問問問題題題題なななないかということをいかということをいかということをいかということを確確確確認認認認していくしていくしていくしていく。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、こういうこういうこういうこういう展開展開展開展開もももも考考考考えられるわけですえられるわけですえられるわけですえられるわけです。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、あともうあともうあともうあともう 1つつつつはははは、、、、アルアルアルアルココココールをールをールをールを取取取取ったったったった後後後後のものをのものをのものをのものを、、、、肥肥肥肥料料料料とかとかとかとか飼飼飼飼料料料料とかをとかをとかをとかを還還還還元元元元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サイクルをのサイクルをのサイクルをのサイクルをつつつつくっていきたいとくっていきたいとくっていきたいとくっていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、蒸蒸蒸蒸留留留留廃廃廃廃液液液液のののの中中中中においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜にはにはにはには生理生理生理生理活活活活性性性性ということでということでということでということで、、、、人人人人体体体体にににに非非非非常常常常にいいものがにいいものがにいいものがにいいものが入入入入っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、それをそれをそれをそれを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、抽抽抽抽出出出出してしてしてして、、、、高付高付高付高付加加加加価価価価値値値値のののの物物物物質質質質をををを生生生生産産産産できないかできないかできないかできないか、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業のののの創出創出創出創出ができなができなができなができないかいかいかいか、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも考考考考えておえておえておえておりりりりましてましてましてまして、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな産業産業産業産業がががが製製製製糖糖糖糖業業業業、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業のののの支支支支援援援援事業事業事業事業としてとしてとしてとして今今今今後後後後モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業ができないかということでができないかということでができないかということでができないかということで、、、、環境環境環境環境省省省省ささささんんんんのののの委委委委託託託託事業事業事業事業をををを受受受受けてけてけてけておおおおりりりりましてましてましてまして、、、、今今今今後後後後ともともともとも頑頑頑頑張張張張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  奥奥奥奥島島島島様様様様、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、與儀與儀與儀與儀様様様様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 與儀與儀與儀與儀部長部長部長部長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかにあずかにあずかにあずかりりりりましたましたましたました、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの與儀與儀與儀與儀とととと申申申申しますしますしますします。。。。本本本本日日日日はははは、、、、我我我我がががが沖沖沖沖電電電電グループでグループでグループでグループで取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ約約約約 11 カカカカ年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる、、、、特特特特にににに風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていていていてちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ししようかなとししようかなとししようかなとししようかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、新新新新エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーにつつつついていていていて、、、、おさらいのおさらいのおさらいのおさらいの意意意意味味味味でででで、、、、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いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、書書書書かかかかれていますとおれていますとおれていますとおれていますとおりりりり、、、、新新新新エネといいますのはエネといいますのはエネといいますのはエネといいますのは、、、、技術的技術的技術的技術的にはまにはまにはまにはまだだだだ実用実用実用実用段階段階段階段階にはにはにはには達達達達していなくてしていなくてしていなくてしていなくて、、、、またまたまたまた経済経済経済経済のののの面面面面でもでもでもでも制制制制約約約約があがあがあがありりりり、、、、普及普及普及普及がががが十十十十分分分分でないものでないものでないものでないもの、、、、それとそれとそれとそれと、、、、石油石油石油石油のののの代代代代替替替替エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導導導導入入入入をををを図図図図るといいますかるといいますかるといいますかるといいますか、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの理理理理想想想想のものとしてのものとしてのものとしてのものとして、、、、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利用等利用等利用等利用等のののの促促促促進進進進にににに関関関関するするするする特別特別特別特別措措措措置置置置法法法法でででで定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しまししまししまししましたようにたようにたようにたように、、、、これはこれはこれはこれは新新新新エネルギーのいエネルギーのいエネルギーのいエネルギーのいろんろんろんろんなななな仲仲仲仲間間間間ななななんんんんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその中中中中、、、、ささささっきのっきのっきのっきの条件条件条件条件にににに当当当当てはまてはまてはまてはまりりりりますのがますのがますのがますのが、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電とかとかとかとか、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス発発発発電電電電、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、そのそのそのその他他他他いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。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導導導導入入入入のののの必要必要必要必要性性性性としましてとしましてとしましてとしまして、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題へへへへのののの対応対応対応対応、、、、それとエネルギーそれとエネルギーそれとエネルギーそれとエネルギーセセセセキュキュキュキュリリリリテテテティィィィのののの確確確確保保保保ということでということでということでということで、、、、当当当当社社社社はこれをはこれをはこれをはこれを目指目指目指目指ししししててててややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 
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  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導導導導入入入入目目目目標標標標としましてとしましてとしましてとしまして、、、、2010 年度年度年度年度目目目目標標標標ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ままままずずずず、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光がががが 482万万万万キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、これはこれはこれはこれは 2003 年度実年度実年度実年度実績績績績のののの約約約約 5.6倍倍倍倍、、、、それとそれとそれとそれと、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電としとしとしとしましてはましてはましてはましては 300万万万万キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、これはこれはこれはこれは 2003 年度実年度実年度実年度実績績績績のののの約約約約 4.4倍倍倍倍となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。 沖沖沖沖電電電電グループのグループのグループのグループ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へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ実実実実績績績績としましておとしましておとしましておとしまして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。。。。まずまずまずまず、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社にににに課課課課されたされたされたされた新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー等等等等のののの利用利用利用利用義務義務義務義務、、、、これこれこれこれ、、、、RPS 法法法法とととと言言言言うううう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基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして我我我我がががが社社社社はははは取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる次次次次第第第第ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、RPS義務義務義務義務量量量量をををを推推推推定定定定しますとしますとしますとしますと、、、、当当当当社社社社のののの 2010年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける電電電電力力力力のののの販売量販売量販売量販売量、、、、掛掛掛掛けるけるけるける、、、、1.35％％％％でででで、、、、約約約約 1億億億億キキキキロワットアワーロワットアワーロワットアワーロワットアワー、、、、これこれこれこれがどうしてがどうしてがどうしてがどうしてもももも必要必要必要必要となってきますとなってきますとなってきますとなってきます。。。。このこのこのこの RPS 義務義務義務義務量量量量をををを風風風風車車車車のののの利用率利用率利用率利用率 11％％％％でででで試試試試算算算算するとするとするとすると、、、、約約約約 10 万万万万キキキキロロロロワットのワットのワットのワットの風風風風車車車車にににに相相相相当当当当しますしますしますします。。。。 

  これはこれはこれはこれは沖沖沖沖電電電電グループでグループでグループでグループで、、、、今今今今までのまでのまでのまでの太陽太陽太陽太陽光光光光およびおよびおよびおよび風風風風力発力発力発力発電電電電導導導導入量入量入量入量のののの推推推推移移移移となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。まずまずまずまず、、、、宮宮宮宮古古古古風風風風力力力力のののの狩俣狩俣狩俣狩俣等等等等、、、、こういったこういったこういったこういった大大大大きいのをきいのをきいのをきいのを入入入入れてれてれてれて、、、、それからそれからそれからそれから具具具具志志志志川川川川風風風風力力力力、、、、これがこれがこれがこれが 1,950キキキキロワットロワットロワットロワット。。。。当時当時当時当時はははは我我我我がががが国国国国最最最最大大大大のののの風風風風車車車車であであであでありりりりましたましたましたました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの赤赤赤赤いいいい字字字字でででで書書書書かれていかれていかれていかれていますがますがますがますが、、、、宮宮宮宮古古古古風風風風力力力力のののの損損損損壊壊壊壊ということでということでということでということで、、、、2 カカカカ年年年年前前前前にににに、、、、台台台台風風風風 14号号号号でででで、、、、2,300キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、これこれこれこれがみがみがみがみんんんんなななな損損損損壊壊壊壊してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、佐佐佐佐敷敷敷敷風風風風力力力力のののの導導導導入入入入。。。。楚楚楚楚洲洲洲洲風風風風力力力力のののの導導導導入入入入、、、、それでまそれでまそれでまそれでまたたたた 2010 年年年年をををを目指目指目指目指してしてしてして風風風風車車車車をををを入入入入れるれるれるれる予予予予定定定定としておとしておとしておとしておりりりりますますますます。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、我我我我がががが社社社社がががが入入入入れているれているれているれている離離離離島島島島ととととかかかか宜宜宜宜野野野野座座座座、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにににに入入入入っているっているっているっている風風風風車車車車ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが当当当当社社社社のののの分分分分ですですですです。。。。 

  これがこれがこれがこれが当当当当社社社社、、、、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あであであでありりりりますますますます。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄新新新新エネエネエネエネ開発開発開発開発株式株式株式株式会社会社会社会社のののの風風風風車車車車であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、佐佐佐佐敷敷敷敷とかとかとかとか具具具具志志志志川川川川風風風風力力力力、、、、楚楚楚楚洲洲洲洲風風風風力力力力ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  風風風風車車車車といってもといってもといってもといっても、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、風風風風車車車車というのはというのはというのはというのは、、、、上上上上のののの図図図図のようにのようにのようにのように、、、、ぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回っているのはっているのはっているのはっているのはよくよくよくよくごごごごららららんんんんになるとになるとになるとになると思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、実際発実際発実際発実際発生生生生しているしているしているしている電電電電気気気気といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、真真真真んんんん中中中中にににに絵絵絵絵でででであああありりりりますようにますようにますようにますように、、、、もうもうもうもう風風風風がとまれがとまれがとまれがとまればばばば電電電電気気気気はははは発発発発生生生生しませしませしませしませんんんんからからからから、、、、もうもうもうもうぎぎぎぎざざざざぎぎぎぎざでざでざでざでごごごございますざいますざいますざいます。。。。それをそれをそれをそれを電電電電力力力力のののの発発発発電所電所電所電所でででで、、、、それをそれをそれをそれを風風風風車車車車のののの波波波波にににに合合合合わせながらわせながらわせながらわせながら、、、、発発発発電機電機電機電機のののの出出出出力力力力でででで調調調調整整整整しながらしながらしながらしながらややややっていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは風風風風力発力発力発力発電電電電のののの導導導導入入入入規規規規模模模模がががが大大大大きくなきくなきくなきくなりりりりますとますとますとますと、、、、需給需給需給需給ババババランスというランスというランスというランスという専専専専門門門門用用用用語語語語ななななんんんんですがですがですがですが、、、、それをとることがそれをとることがそれをとることがそれをとることが困困困困難難難難となってきますとなってきますとなってきますとなってきます。。。。風風風風車車車車としましてはのとしましてはのとしましてはのとしましてはのんんんんびびびびりりりり回回回回ってってってっているいるいるいるんんんんですがですがですがですが、、、、我我我我がががが電電電電力会社力会社力会社力会社はははは、、、、このようにこのようにこのようにこのように発発発発電所電所電所電所、、、、苦苦苦苦労労労労しながらしながらしながらしながら運運運運転転転転しているというしているというしているというしているという次次次次第第第第ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、系統系統系統系統がががが、、、、風風風風車車車車がががが多多多多くておかしくなくておかしくなくておかしくなくておかしくなりりりりますとどういったことがますとどういったことがますとどういったことがますとどういったことが生生生生じじじじますかますかますかますかというようなことをちというようなことをちというようなことをちというようなことをちょょょょっとっとっとっと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、おおおお客客客客様様様様側側側側としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、工工工工場場場場のののの電電電電動動動動機機機機のののの回回回回転転転転数数数数等等等等がががが変変変変わわわわりりりり、、、、製品製品製品製品にににに不不不不良良良良品品品品がががが出出出出てしまうというてしまうというてしまうというてしまうという例例例例ががががごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、最初最初最初最初のののの例例例例ととととしましてはしましてはしましてはしましては、、、、製鉄製鉄製鉄製鉄工工工工場場場場ではではではでは鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼のののの厚厚厚厚さがさがさがさが均均均均一一一一でなくなることがあでなくなることがあでなくなることがあでなくなることがありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、製製製製紙紙紙紙工工工工場場場場ではではではでは紙紙紙紙のサイズがそのサイズがそのサイズがそのサイズがそろろろろわなくなるわなくなるわなくなるわなくなる。。。。まあまあまあまあ、、、、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、、、、電電電電気時気時気時気時計計計計がががが狂狂狂狂ってしまうよってしまうよってしまうよってしまうようなうなうなうな、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。電電電電力会社力会社力会社力会社側側側側としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、タータータータービビビビンンンン翼翼翼翼のののの共振共振共振共振やややや発発発発電電電電軸軸軸軸ねねねねじじじじれれれれ等等等等をををを防防防防ぐぐぐぐためにためにためにために、、、、発発発発電機電機電機電機をををを停停停停止止止止せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない等等等等がががが生生生生じじじじてきますてきますてきますてきます。。。。沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、特特特特にににに系統系統系統系統規規規規模模模模はははは小小小小さいですのでさいですのでさいですのでさいですので、、、、本本本本土土土土とととと比比比比べべべべてててて新新新新エネのエネのエネのエネの出出出出力力力力変変変変動動動動のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけややややすくなっておすくなっておすくなっておすくなっておりりりりますますますます。。。。近近近近いいいい将将将将来来来来、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光やややや風風風風力発力発力発力発電電電電のののの導導導導入入入入のののの限限限限界界界界にににに達達達達してしまうしてしまうしてしまうしてしまう可可可可能能能能性性性性はははは想想想想定定定定されますされますされますされます。。。。 

  しかしかしかしかしししし、、、、まあまあまあまあ、、、、せっかくそういったせっかくそういったせっかくそういったせっかくそういった自自自自然然然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導導導導入入入入がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がっているとこがっているとこがっているとこがっているところろろろ、、、、我我我我がががが社社社社がががが、、、、風風風風車車車車導導導導入入入入はははは発発発発電機電機電機電機にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるからえるからえるからえるから導導導導入入入入はまかはまかはまかはまかりりりりならならならならぬぬぬぬということはということはということはということはごごごございざいざいざいませませませませんんんん。。。。我我我我がががが社社社社としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、新新新新エネのエネのエネのエネの安定安定安定安定化化化化をををを目指目指目指目指しししし、、、、新新新新エネエネエネエネ導導導導入入入入をををを増増増増ややややすためにすためにすためにすために、、、、ここここれはれはれはれは簡簡簡簡単単単単なななな絵絵絵絵ななななんんんんですがですがですがですが、、、、左左左左側側側側にかいてあにかいてあにかいてあにかいてありりりりますますますます、、、、監監監監視視視視制制制制御御御御システムをシステムをシステムをシステムを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、変変変変動動動動
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するするするする風風風風車車車車のののの電電電電力力力力をををを、、、、下下下下のようにのようにのようにのように、、、、出出出出力力力力のののの変変変変動動動動抑制制抑制制抑制制抑制制御御御御ををををやりやりやりやりましてましてましてまして、、、、なめらかになめらかになめらかになめらかに、、、、このこのこのこの風風風風車車車車からからからから出出出出るるるる電電電電気気気気をををを制制制制御御御御するということをするということをするということをするということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。それのそれのそれのそれの例例例例としましてとしましてとしましてとしまして、、、、まずまずまずまず、、、、ここここれはれはれはれは伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋のののの風風風風車車車車ななななんんんんですがですがですがですが、、、、それにおきそれにおきそれにおきそれにおきましてはましてはましてはましては、、、、レレレレーーーーザザザザーをーをーをーを使使使使いましていましていましていまして、、、、四四四四、、、、五五五五分先分先分先分先のののの風風風風をををを読読読読みみみみ取取取取ってってってって、、、、それからそれからそれからそれから風風風風車車車車のののの翼翼翼翼をををを制制制制御御御御しながらしながらしながらしながら、、、、このこのこのこの風風風風をををを出出出出力力力力するするするする電電電電気気気気をなをなをなをなだだだだらからからからかににににややややるようなシステムでるようなシステムでるようなシステムでるようなシステムでごごごございますざいますざいますざいます。。。。従従従従来来来来のシステムとしましてはのシステムとしましてはのシステムとしましてはのシステムとしましては、、、、風風風風車車車車のののの翼翼翼翼のののの後後後後ろろろろににににつつつついていますいていますいていますいています風速風速風速風速計計計計でででで、、、、近近近近づいてきたづいてきたづいてきたづいてきた、、、、一一一一番近番近番近番近いとこいとこいとこいところろろろのののの風風風風をををを拾拾拾拾ってってってって風風風風車車車車はははは単単単単純純純純にににに回回回回ってってってって電電電電気気気気をををを発発発発生生生生しますしますしますします。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今回回回回のののの新新新新しいしいしいしいほほほほうはうはうはうは、、、、300メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの先先先先をををを読読読読みみみみ取取取取ってってってって発発発発電電電電してしてしてして、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ電電電電気気気気をををを平準平準平準平準にするようなにするようなにするようなにするような考考考考えですえですえですえです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、そういったそういったそういったそういったレレレレーーーーザザザザーはーはーはーは使使使使わなくてわなくてわなくてわなくて、、、、真真真真んんんん中中中中にににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてあるんんんんですがですがですがですが、、、、総総総総合合合合監監監監視視視視制制制制御御御御システムシステムシステムシステム。。。。ここここれはれはれはれは、、、、宮宮宮宮古古古古でででで今今今今考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、そういったそういったそういったそういった制制制制御御御御監監監監視視視視をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、何何何何カカカカ所所所所かにあるかにあるかにあるかにある風風風風車車車車をををを制制制制御御御御しましてしましてしましてしまして、、、、そういったそういったそういったそういったぎぎぎぎざざざざぎぎぎぎざのざのざのざの電電電電気気気気をををを、、、、右右右右のののの絵絵絵絵のようになのようになのようになのようになだだだだらからからからかにするようなにするようなにするようなにするような計画計画計画計画をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの総総総総合合合合監監監監視視視視システムにシステムにシステムにシステムに加加加加えてえてえてえて、、、、今度今度今度今度ははははババババッテッテッテッテリリリリーーーー、、、、そういったものをかそういったものをかそういったものをかそういったものをかみみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ババババッテッテッテッテリリリリーもーもーもーもやりやりやりやりながらながらながらながら、、、、全全全全体的体的体的体的にににに風風風風車車車車からからからから出出出出るるるる電電電電気気気気をををを制制制制御御御御するするするする方方方方式式式式もももも考考考考ええええていますていますていますています。。。。しかししかししかししかし、、、、風風風風車車車車としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、常常常常ににににババババララララ色色色色のののの夢夢夢夢があるわけがあるわけがあるわけがあるわけじじじじゃゃゃゃあああありりりりませませませませんんんん。。。。これこれこれこれはははは宮宮宮宮古古古古のののの風風風風車車車車だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、台台台台風風風風がががが来来来来るるるる前前前前はこのようにはこのようにはこのようにはこのように立立立立派派派派だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、台台台台風風風風がががが来来来来たたたた後後後後はははは、、、、ここここのようにのようにのようにのように、、、、皆皆皆皆つつつつぶぶぶぶれましたれましたれましたれました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししましたししましたししましたししました、、、、宮宮宮宮古古古古でででで 2,000キキキキロロロロワットワットワットワット余余余余りりりりがががが倒倒倒倒れたときのれたときのれたときのれたときの写真写真写真写真ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。これはこれはこれはこれは 2 カカカカ年年年年前前前前、、、、いいいいろんろんろんろんなななな、、、、地地地地元元元元紙紙紙紙にににに大大大大ききききくくくく載載載載っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの最最最最大大大大瞬瞬瞬瞬間風速間風速間風速間風速がががが 90メメメメートルにートルにートルにートルに達達達達したのはしたのはしたのはしたのは、、、、シミシミシミシミュレュレュレュレーショーショーショーションのンのンのンの結結結結果果果果でわかでわかでわかでわかりりりりましたましたましたました。。。。 

  これはこれはこれはこれは七又七又七又七又のののの風風風風車車車車ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも台台台台風直風直風直風直後後後後はこのようにはこのようにはこのようにはこのように倒倒倒倒れてれてれてれて、、、、そそそそばばばばのののの太陽太陽太陽太陽光光光光設設設設備備備備もももも皆押皆押皆押皆押ししししつつつつぶぶぶぶしていますしていますしていますしています。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、今度今度今度今度はどういうはどういうはどういうはどういう対対対対策策策策をすれをすれをすれをすればばばばいいかいいかいいかいいか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの事事事事故故故故結結結結果果果果からわかっからわかっからわかっからわかったたたた教教教教訓訓訓訓がががが、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初のののの 1番番番番としてとしてとしてとして、、、、設設設設計計計計風速風速風速風速をををを地点地点地点地点ごごごごとにとにとにとに設設設設定定定定するといするといするといするということうことうことうこと。。。。それとそれとそれとそれと、、、、2番番番番としてとしてとしてとして、、、、制制制制御御御御用用用用ババババックアップックアップックアップックアップ電電電電源等源等源等源等のののの機機機機能能能能付付付付加加加加。。。。3番番番番としてとしてとしてとして、、、、風風風風車車車車基基基基礎礎礎礎のののの見見見見直直直直しししし、、、、それとそれとそれとそれと鉄鉄鉄鉄筋筋筋筋のののの補補補補強強強強。。。。2番番番番ののののババババックアップックアップックアップックアップ電電電電源源源源とはとはとはとは何何何何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、、、、系統系統系統系統停停停停電電電電しますとしますとしますとしますと、、、、風風風風車車車車のののの翼翼翼翼をををを制制制制御御御御するするするする電電電電気気気気ももうももうももうももう来来来来ないですのでないですのでないですのでないですので、、、、そのそのそのその電電電電気気気気をををを、、、、発発発発電所電所電所電所がとまってもがとまってもがとまってもがとまっても自分自分自分自分でででで翼翼翼翼をををを制制制制御御御御しながらしながらしながらしながら風風風風にににに対対対対抗抗抗抗していくというようなしていくというようなしていくというようなしていくというような考考考考えですえですえですえです。。。。 

  こういったこういったこういったこういった調調調調査結査結査結査結果果果果ををををヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの風風風風力力力力エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー会議会議会議会議とかとかとかとか、、、、我我我我がががが国国国国のののの風風風風力力力力エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利用利用利用利用シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムムムム、、、、こちらでこちらでこちらでこちらで皆皆皆皆公公公公表表表表していますしていますしていますしています。。。。大大大大変変変変いいいいいいいい評評評評価価価価をいたをいたをいたを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。。。。 

  これはこれはこれはこれは太陽太陽太陽太陽光光光光のののの場場場場合合合合ののののリリリリスクなスクなスクなスクなんんんんですがですがですがですが、、、、ここでここでここでここで一一一一番番番番大大大大きいのがきいのがきいのがきいのが、、、、台台台台風時風時風時風時のののの飛来飛来飛来飛来物物物物。。。。ままままああああ、、、、いいいいろんろんろんろんなななな飛来飛来飛来飛来物物物物ががががごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、それがそれがそれがそれが飛飛飛飛んんんんででででつつつつぶぶぶぶしたしたしたしたりりりり、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた、、、、さびがさびがさびがさびが太太太太陽陽陽陽光光光光にとってにとってにとってにとって影響影響影響影響するというようなするというようなするというようなするというような写真写真写真写真ですですですです。。。。 

  そのそのそのその他他他他、、、、新新新新エネとしましてエネとしましてエネとしましてエネとしまして、、、、当当当当社社社社でもでもでもでもババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことをややややっておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは下下下下水水水水汚汚汚汚泥泥泥泥とかとかとかとか、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた木木木木材材材材とかとかとかとか、、、、廃廃廃廃材材材材、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを使使使使ってってってって、、、、石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力でででで、、、、石石石石炭炭炭炭とととと一一一一緒緒緒緒にまにまにまにまぜぜぜぜながらのをながらのをながらのをながらのを使使使使ってってってって発発発発電電電電することをすることをすることをすることを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  まあまあまあまあ、、、、まとめとしましてまとめとしましてまとめとしましてまとめとしまして、、、、新新新新エネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギーは、、、、出出出出力力力力変変変変動動動動がががが大大大大きくてきくてきくてきくて系統系統系統系統にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを与与与与えるえるえるえる可能可能可能可能性性性性があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、設設設設備備備備がががが大大大大きくきくきくきく、、、、損損損損壊壊壊壊するするするする等等等等リリリリスクをスクをスクをスクを抱抱抱抱えているということはおえているということはおえているということはおえているということはお知知知知ららららせしたいとせしたいとせしたいとせしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況からもからもからもからも、、、、当当当当社社社社はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行いいいい、、、、諸諸諸諸リリリリスクスクスクスクへへへへのののの対応対応対応対応策策策策をををを講講講講じじじじ、、、、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導導導導入入入入にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという次次次次第第第第ででででごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。 
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  以以以以上上上上、、、、私私私私のののの報告報告報告報告をををを終終終終わわわわりりりりますますますます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  與儀與儀與儀與儀様様様様、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進セセセセンタンタンタンターーーー、、、、高平高平高平高平様様様様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 高平高平高平高平部長部長部長部長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんにちはにちはにちはにちは。。。。ケケケケンシーンシーンシーンシー高平高平高平高平のののの「「「「始始始始めようめようめようめよう地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」――――――――というのはというのはというのはというのはケケケケーーーーブルテブルテブルテブルテレレレレビビビビのあれですけどのあれですけどのあれですけどのあれですけど、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、気気気気候候候候アクションアクションアクションアクションセセセセンターンターンターンター沖縄沖縄沖縄沖縄というというというという耳耳耳耳なれないなれないなれないなれない組組組組織織織織からからからから来来来来ましたましたましたました。。。。実実実実はこれはこれはこれはこれ、、、、沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進沖縄県地球温暖化防止活動推進セセセセンターのンターのンターのンターの愛愛愛愛称称称称ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化とととと言言言言ったらったらったらったら、、、、だんだんだんだんだんだんだんだん暑暑暑暑くなるくなるくなるくなる、、、、これはイこれはイこれはイこれはイメメメメージできるとージできるとージできるとージできると思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、最近最近最近最近ちちちちょょょょっとっとっとっと寒寒寒寒くなってくなってくなってくなって、、、、グーッとなグーッとなグーッとなグーッとなりりりりますよますよますよますよねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、別別別別にににに気気気気候候候候変変変変動動動動――――――――要要要要するにこれするにこれするにこれするにこれ、、、、地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化のののの影響影響影響影響だだだだとととと僕僕僕僕はははは思思思思っているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、寒寒寒寒くなったらくなったらくなったらくなったら、、、、ああああ、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化じじじじゃゃゃゃないないないないんじんじんじんじゃゃゃゃないかというようなイないかというようなイないかというようなイないかというようなイメメメメージがとらえられるということでージがとらえられるということでージがとらえられるということでージがとらえられるということで、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは気気気気候候候候異変異変異変異変というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いたいためにいたいためにいたいためにいたいために、「、「、「、「気気気気候候候候アクションアクションアクションアクションセセセセンターンターンターンター」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに名名名名称称称称をををを変変変変えましたえましたえましたえました。。。。これはそこでこれはそこでこれはそこでこれはそこで紹介紹介紹介紹介していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     本本本本日日日日のおのおのおのお話話話話はははは、、、、今言今言今言今言いましたいましたいましたいました、、、、このこのこのこの気気気気候候候候アクションアクションアクションアクションセセセセンターンターンターンター、、、、それとそれとそれとそれと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現現現現状状状状とととと、、、、そそそそれかられかられかられからセセセセンターのンターのンターのンターの活動活動活動活動のののの中中中中でででで特特特特にクにクにクにクレレレレッッッッドドドド、、、、まあまあまあまあ、、、、耳耳耳耳なれないなれないなれないなれない言葉言葉言葉言葉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、、、、これこれこれこれににににつつつついていていていて若若若若干干干干触触触触れていきたいとれていきたいとれていきたいとれていきた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、、、、どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと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開発開発開発開発ののののほほほほううううだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今回回回回はははは省省省省エネというエネというエネというエネという観観観観点点点点からおからおからおからお話話話話ししていきたいとししていきたいとししていきたいとししていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     気気気気候候候候アクションアクションアクションアクションセセセセンターンターンターンター、、、、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、、、、地球温暖化防止活動推進地球温暖化防止活動推進地球温暖化防止活動推進地球温暖化防止活動推進セセセセンターがンターがンターがンターが設立設立設立設立されたことによってされたことによってされたことによってされたことによって、、、、名名名名称称称称をちをちをちをちょょょょっとっとっとっと変変変変ええええたということであたということであたということであたということでありりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現現現現状状状状をををを見見見見てみますてみますてみますてみます。。。。     これはこれはこれはこれは、、、、1990 年年年年からからからから、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの CO2――――――――CO2だだだだけではないですけではないですけではないですけではないですねねねね。。。。温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスススス、、、、メメメメタンタンタンタンとかフロンとかフロンとかフロンとかフロン類類類類、、、、それもそれもそれもそれも全部全部全部全部ひひひひっくるめてですけれどもっくるめてですけれどもっくるめてですけれどもっくるめてですけれども、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん伸伸伸伸びてきていましたびてきていましたびてきていましたびてきていました。。。。特特特特にここにここにここにここ、、、、最最最最後後後後はははは 2002 年年年年ののののデデデデータなータなータなータなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、グーッとこういうグーッとこういうグーッとこういうグーッとこういう形形形形でででで伸伸伸伸びていますびていますびていますびています。。。。もうもうもうもう明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、はっきはっきはっきはっきりりりり伸伸伸伸びているというのがわかるとびているというのがわかるとびているというのがわかるとびているというのがわかると思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にここでにここでにここでにここでぐぐぐぐっとっとっとっと、、、、ここここのののの直線直線直線直線、、、、これがこれがこれがこれが実際実際実際実際のののの消費消費消費消費のののの伸伸伸伸びかなとびかなとびかなとびかなと思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、ここがここがここがここが伸伸伸伸びていますけれどもびていますけれどもびていますけれどもびていますけれども、、、、多多多多分分分分ここはここはここはここは石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力がががが始始始始まったためのものまったためのものまったためのものまったためのも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。。。。石石石石炭炭炭炭火火火火力発力発力発力発電電電電というのはというのはというのはというのは、、、、石石石石炭炭炭炭はははは調調調調整整整整できないできないできないできない部部部部分分分分、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと欠欠欠欠点点点点があってがあってがあってがあって、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても使使使使わなくてもどわなくてもどわなくてもどわなくてもどんんんんどどどどんんんん燃燃燃燃ややややさなくさなくさなくさなくちちちちゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという欠欠欠欠点点点点があるものですからがあるものですからがあるものですからがあるものですから、、、、そこがあったそこがあったそこがあったそこがあった。。。。ででででぜぜぜぜ、、、、ここになったときにここになったときにここになったときにここになったときに、、、、横横横横ばばばばいになったものですからいになったものですからいになったものですからいになったものですから、、、、私私私私はははは期待期待期待期待したしたしたしたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりこのラインにこのラインにこのラインにこのラインに人人人人間間間間がががが乗乗乗乗っちっちっちっちゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人たちのたちのたちのたちの消費消費消費消費というのがというのがというのがというのが。。。。 

  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効発効発効発効されたされたされたされた 1990 年年年年、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの基基基基準準準準ですですですです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの目目目目標標標標値値値値といといといというのはここにうのはここにうのはここにうのはここに置置置置いていますいていますいていますいています。。。。これはこれはこれはこれは 2000 年年年年をををを基基基基準準準準。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。このこのこのこの 10 年年年年、、、、ここここここここ、、、、1990 年年年年とととと
2000 年年年年のののの 1人人人人あたあたあたあたりりりりのののの CO2 のののの排排排排出出出出をををを見見見見たときたときたときたとき、、、、大体大体大体大体日日日日本本本本、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと低低低低かったものでかったものでかったものでかったものですからすからすからすから、、、、日日日日本本本本平平平平均均均均だだだだということでということでということでということで、、、、一一一一応応応応環境環境環境環境省省省省のののの了了了了解解解解をもらいましてをもらいましてをもらいましてをもらいまして、、、、2000 年年年年をををを基基基基準準準準にににに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。ここからここからここからここから、、、、2010 年年年年前前前前後後後後にににに 8％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい削削削削減減減減しまししまししまししましょょょょうとうとうとうと。。。。とことことこところろろろがががが、、、、どうしてどうしてどうしてどうしてもももも増増増増えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。増増増増えているのがえているのがえているのがえているのが、、、、まあまあまあまあ、、、、2004 年年年年からはからはからはからは 30％％％％、、、、それからここにきまそれからここにきまそれからここにきまそれからここにきますとすとすとすと 4.5％％％％、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても増増増増えていましたえていましたえていましたえていました。。。。ということをということをということをということを示示示示しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量、、、、部門別部門別部門別部門別にににに見見見見ますとますとますとますと、、、、これはこれはこれはこれは 1990 年年年年、、、、2000 年年年年、、、、ぐぐぐぐっとっとっとっと伸伸伸伸びびびび
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ているているているているんんんんですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり車車車車社会社会社会社会ということでということでということでということで、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門、、、、これがどうしてもこれがどうしてもこれがどうしてもこれがどうしても大大大大ききききいいいいんんんんですですですですねねねね。。。。それとそれとそれとそれと、、、、家庭家庭家庭家庭系系系系、、、、これはこれはこれはこれは大体大体大体大体がががが電電電電力力力力系系系系ですですですです。。。。暖暖暖暖房房房房はあまはあまはあまはあまりりりりないのでないのでないのでないので。。。。たたたただだだだ、、、、ココココンロはンロはンロはンロは当然入当然入当然入当然入りりりりますけどますけどますけどますけど。。。。あとあとあとあと、、、、業業業業務務務務系系系系とととと。。。。最近最近最近最近ちちちちょょょょっとっとっとっと廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物系系系系もももも伸伸伸伸びびびび、、、、これはこれはこれはこれは小小小小ささささいいいいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、重重重重症症症症率率率率がががが大大大大きいということをきいということをきいということをきいということを、、、、ちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれは気気気気になるになるになるになる部部部部分分分分ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  セセセセンターはンターはンターはンターは、、、、全全全全国各県国各県国各県国各県にににに防止活動推進防止活動推進防止活動推進防止活動推進セセセセンターというのがあるンターというのがあるンターというのがあるンターというのがあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、主主主主なななな活活活活動動動動というのはというのはというのはというのは普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても皆皆皆皆ささささんんんんののののごごごご協力協力協力協力をををを得得得得るるるる必要必要必要必要があるものですからがあるものですからがあるものですからがあるものですから、、、、普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発をををを中中中中心心心心にしておにしておにしておにしておりりりりますますますます。。。。それとそれとそれとそれと推進推進推進推進員員員員のののの養養養養成成成成ですですですです。。。。それでそれでそれでそれで活動活動活動活動のののの支支支支援援援援とかとかとかとか、、、、こういうこういうこういうこういうものがあものがあものがあものがありりりりますますますます。。。。一一一一応応応応調調調調査査査査研究研究研究研究もももも入入入入っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども。。。。普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動、、、、これはもうちこれはもうちこれはもうちこれはもうちょょょょっとパンパンとっとパンパンとっとパンパンとっとパンパンと飛飛飛飛ばばばばしますがしますがしますがしますが、、、、昨昨昨昨年度行年度行年度行年度行ったったったった、、、、これはこれはこれはこれはツバツバツバツバルでのルでのルでのルでの――――――――ツバツバツバツバルはルはルはルは南太南太南太南太平平平平洋洋洋洋ににににあってあってあってあって、、、、海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇によってによってによってによって国国国国がなくなるがなくなるがなくなるがなくなるんじんじんじんじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、遠遠遠遠藤藤藤藤ささささんんんんをををを呼呼呼呼んんんんでででで講講講講演演演演してもらいましたしてもらいましたしてもらいましたしてもらいました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 県民会議県民会議県民会議県民会議、、、、ここではここではここではここではややややままままだだだだひひひひさしささしささしささしさんんんんのエのエのエのエココココアンアンアンアンリリリリミテッミテッミテッミテッドドドドををををちちちちょょょょっとっとっとっと紹介紹介紹介紹介してもらいましたしてもらいましたしてもらいましたしてもらいました。。。。 

  これはこれはこれはこれは推進活動推進活動推進活動推進活動のののの養養養養成成成成風風風風景景景景ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、メメメメディディディディアアアア連連連連携携携携としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれは私私私私ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、研研研研修修修修医医医医高平高平高平高平としてとしてとしてとして、、、、ケケケケーブルテーブルテーブルテーブルテレレレレビビビビでででで今今今今ややややっているっているっているっている、、、、今月今月今月今月いっいっいっいっぱぱぱぱいでもうこのいでもうこのいでもうこのいでもうこの番番番番組組組組はははは終終終終わるわるわるわるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ぜひぜひぜひぜひ見見見見ておいてくておいてくておいてくておいてくだだだださいさいさいさい。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、このクこのクこのクこのクレレレレッッッッドドドドのののの紹介紹介紹介紹介をしてをしてをしてをしていきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ククククレレレレッッッッドドドドとはとはとはとは何何何何かかかか。。。。ククククレレレレッッッッドドドド、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私、、、、伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生にににに、「、「、「、「コモコモコモコモンンンン」」」」とととと言言言言いましたいましたいましたいましたんんんんですですですですけどけどけどけど、、、、Community Carbon Reduction、、、、略略略略してしてしてして、、、、carbon reduction のののの C とととと Red をををを取取取取ってってってって CRedとととと省省省省略略略略していますしていますしていますしています。。。。これはイギこれはイギこれはイギこれはイギリリリリスでスでスでスでつつつつくられたくられたくられたくられた 1 つつつつのシステムなのシステムなのシステムなのシステムなんんんんですですですです。。。。このこのこのこの目目目目標標標標はははは、、、、イギイギイギイギリリリリスのスのスのスの話話話話ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、1990 年年年年値値値値からからからから 2050 年度年度年度年度にはにはにはには 60％％％％のののの CO2削削削削減減減減というというというという非非非非常常常常にににに高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげておておておておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの 60％％％％というのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、産業産業産業産業革革革革命命命命のこのこのこのころろろろのののの CO2のののの排排排排出出出出量量量量とととと同同同同等等等等にににに持持持持っていくにはっていくにはっていくにはっていくには、、、、現現現現段階段階段階段階、、、、つつつつままままりりりり 1990 年年年年のののの値値値値はははは 60％％％％削削削削減減減減しなくちしなくちしなくちしなくちゃゃゃゃいけいけいけいけないというないというないというないという積積積積算算算算がなったものですからがなったものですからがなったものですからがなったものですから、、、、それをそれをそれをそれを目目目目標標標標にしているにしているにしているにしている。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方でいきますとでいきますとでいきますとでいきますと、、、、先進国先進国先進国先進国全全全全体体体体ではではではでは実実実実はははは 90％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい削削削削減減減減しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという試試試試算算算算もあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれども、、、、一一一一応応応応 60％％％％でででで、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にににに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ねねねね。。。。 

  それをそれをそれをそれを実施実施実施実施するためにクするためにクするためにクするためにクレレレレッッッッドドドドというシステムができたわけですけれどもというシステムができたわけですけれどもというシステムができたわけですけれどもというシステムができたわけですけれども、、、、このクこのクこのクこのクレレレレッッッッドドドドははははだだだだれでれでれでれでもももも利用利用利用利用できるというのとできるというのとできるというのとできるというのと、、、、企業企業企業企業、、、、団体団体団体団体すすすすべべべべてがてがてがてが一一一一緒緒緒緒にできるということなにできるということなにできるということなにできるということなんんんんでででですすすす。。。。これこれこれこれ、、、、簡簡簡簡単単単単にににに申申申申しますとしますとしますとしますと――――――――これはイギこれはイギこれはイギこれはイギリリリリスのスのスのスの活動活動活動活動風風風風景景景景ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動をするをするをするをするときにときにときにときに、、、、意識意識意識意識改改改改革革革革というのがどうしてもというのがどうしてもというのがどうしてもというのがどうしても必要必要必要必要ですですですです。。。。ここにはここにはここにはここには普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発がががが必要必要必要必要ななななんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。ここでここでここでここで実際開始実際開始実際開始実際開始してしてしてして審審審審査査査査していくというしていくというしていくというしていくという、、、、まあまあまあまあ、、、、意識意識意識意識改改改改革革革革ををををややややったったったった後後後後、、、、行動行動行動行動のとこのとこのとこのところろろろにににに入入入入るるるるんんんんですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、このチラシにもあこのチラシにもあこのチラシにもあこのチラシにもありりりりますようにますようにますようにますように、、、、私私私私はこういうことをはこういうことをはこういうことをはこういうことを宣言宣言宣言宣言しますといしますといしますといしますというううう、、、、ここでここでここでここで行動宣言行動宣言行動宣言行動宣言をするわけですをするわけですをするわけですをするわけです。。。。テテテテレレレレビビビビのののの時間時間時間時間はははは 1 日日日日 1 時間減時間減時間減時間減らしますとからしますとからしますとからしますとか、、、、そういそういそういそういうううう自分自分自分自分でででで行動行動行動行動目目目目標標標標をををを立立立立てるわけですてるわけですてるわけですてるわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それをそれをそれをそれを今度今度今度今度はははは評評評評価価価価するというするというするというするという形形形形でででで連連連連携携携携してしてしてしていくわけですけれどもいくわけですけれどもいくわけですけれどもいくわけですけれども、、、、ここでここでここでここで今今今今までまでまでまで環境環境環境環境家家家家計計計計簿簿簿簿というのがというのがというのがというのが、、、、これはこれはこれはこれは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でもあるでもあるでもあるでもあるんんんんでででですがすがすがすが、、、、このこのこのこの環境環境環境環境家家家家計計計計簿簿簿簿というのはというのはというのはというのは、、、、自分自分自分自分ががががややややってってってって、、、、自分自分自分自分でででで自自自自己評己評己評己評価価価価するするするするだだだだけなけなけなけなんんんんですがですがですがですが、、、、いったいったいったいったんんんん公公公公約約約約したものはしたものはしたものはしたものは、、、、このクこのクこのクこのクレレレレッッッッドドドドのシステムののシステムののシステムののシステムのほほほほうにうにうにうに公公公公約約約約宣言宣言宣言宣言してしてしてして、、、、そこでそこでそこでそこで実際自実際自実際自実際自分分分分がががが達達達達成成成成できたかどうかできたかどうかできたかどうかできたかどうか、、、、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どどど自自自自己己己己申申申申告告告告になるとになるとになるとになると思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、自自自自己己己己申申申申告告告告ばばばばかかかかりりりりでなくでなくでなくでなく、、、、電電電電気気気気料料料料がどうなったかもあるがどうなったかもあるがどうなったかもあるがどうなったかもあるんんんんですがですがですがですが、、、、そこでそこでそこでそこで評評評評価価価価してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、達達達達成成成成できたらできたらできたらできたら表表表表彰彰彰彰するするするする。。。。つつつつままままりりりり、、、、個個個個人版人版人版人版のののの ISO というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、企業企業企業企業 ISO とかとかとかとか、、、、ISO のののの 14001 ですですですですねねねね、、、、環境環境環境環境 ISO のののの考考考考ええええ方方方方にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。それでそれでそれでそれで表表表表彰彰彰彰
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されたらされたらされたらされたら、、、、まずはまずはまずはまずは次次次次のステップでのステップでのステップでのステップで、、、、次次次次のののの行動行動行動行動目目目目標標標標をををを設設設設定定定定すれすれすれすればばばばいいということないいということないいということないいということなんんんんですですですです。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと時間時間時間時間がががが足足足足りりりりないのでないのでないのでないので、、、、ククククレレレレッッッッドドドドのののの評評評評価価価価、、、、志志志志とととと行動行動行動行動がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいギらいギらいギらいギャャャャップがとれップがとれップがとれップがとれているかているかているかているか。。。。量量量量的的的的にどのにどのにどのにどのぐぐぐぐらいらいらいらい評評評評価価価価できているかできているかできているかできているか、、、、質質質質的的的的にどうなのかにどうなのかにどうなのかにどうなのか、、、、次次次次のステップにはどのステップにはどのステップにはどのステップにはどういうういうういうういう可能可能可能可能性性性性があるかということががあるかということががあるかということががあるかということが主主主主ににににやりやりやりやりますますますます。。。。利点利点利点利点、、、、これはあなたのこれはあなたのこれはあなたのこれはあなたの「「「「ストップストップストップストップ！！！！温温温温暖化暖化暖化暖化」」」」のののの意識意識意識意識をををを実行実行実行実行にににに移移移移すすすすツツツツールであるわけですールであるわけですールであるわけですールであるわけです。。。。このこのこのこのツツツツールというのはールというのはールというのはールというのは、、、、実実実実はイギはイギはイギはイギリリリリススススででででつつつつくらくらくらくられておれておれておれておりりりりましてましてましてまして、、、、1つつつつのパテントになっているのパテントになっているのパテントになっているのパテントになっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの気気気気候候候候アクアクアクアクションションションションセセセセンターではンターではンターではンターでは、、、、今今今今パテントパテントパテントパテント、、、、おおおお金金金金をををを出出出出してしてしてして借借借借りりりりてててて、、、、1 年年年年間間間間かけてかけてかけてかけて沖縄沖縄沖縄沖縄版版版版をををを作作作作成成成成しようしようしようしようということをということをということをということをややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  これはイギこれはイギこれはイギこれはイギリリリリスでのスでのスでのスでの、、、、発発発発祥祥祥祥したのはイギしたのはイギしたのはイギしたのはイギリリリリスのスのスのスのほほほほうであるということですうであるということですうであるということですうであるということです。。。。     実際実際実際実際、、、、英英英英国国国国ででででややややっていたっていたっていたっていた段階段階段階段階、、、、2005 年年年年、、、、速速速速報報報報によるとによるとによるとによると、、、、ククククレレレレッッッッドドドドのののの参加参加参加参加者者者者全全全全体体体体でででで 2万万万万 2,253トンのトンのトンのトンの CO2 がががが削削削削減減減減できたということできたということできたということできたということ。。。。このこのこのこの数字数字数字数字がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいのものからいのものからいのものからいのものか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私、、、、全全全全体体体体ではどのくらいかちではどのくらいかちではどのくらいかちではどのくらいかちょょょょっとわからないっとわからないっとわからないっとわからないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、1 つつつつののののデデデデータとしてータとしてータとしてータとして、、、、各国各国各国各国のののの CO2のののの排排排排出出出出、、、、これはこれはこれはこれは温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出目出目出目出目標標標標、、、、当然当然当然当然日日日日本本本本はははは京都議京都議京都議京都議定定定定書書書書でででで 6％％％％削削削削減減減減するとするとするとすると言言言言っていっていっていっているるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際はははは、、、、2002 年年年年のののの段階段階段階段階ではもうではもうではもうではもう目目目目標標標標よよよよりりりりもももも逆逆逆逆にににに 12％％％％、、、、今今今今だだだだったらもうったらもうったらもうったらもう
14％％％％ぐぐぐぐらいになっているのかもしれませらいになっているのかもしれませらいになっているのかもしれませらいになっているのかもしれませんんんんけどけどけどけど、、、、逆逆逆逆にににに増増増増えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、イイイイギギギギリリリリスススス、、、、これはこれはこれはこれは目目目目標標標標 13％％％％、、、、これはこれはこれはこれは、、、、英英英英国国国国というのはというのはというのはというのは、、、、イギイギイギイギリリリリス・ス・ス・ス・ドドドドイイイイツツツツはははは EU にににに入入入入っていっていっていっていましてましてましてまして、、、、EU 全全全全体体体体でででで 8％％％％削削削削減減減減でででで、、、、目目目目標達標達標達標達成成成成ははははママママイナスイナスイナスイナス 3％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい達達達達成成成成されているされているされているされているんんんんですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと足足足足りりりりないですけれどもないですけれどもないですけれどもないですけれども、、、、ドドドドイイイイツツツツとかイギとかイギとかイギとかイギリリリリスススス、、、、これはかなこれはかなこれはかなこれはかなりりりり達達達達成成成成されていされていされていされているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。特特特特にイギにイギにイギにイギリリリリスススス、、、、目目目目標標標標はははは、、、、イギイギイギイギリリリリスのスのスのスの割割割割りりりり当当当当てがてがてがてが 13％％％％だだだだったったったったんんんんですですですです。。。。それがもそれがもそれがもそれがもうううう 15％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい達達達達成成成成されているされているされているされている。。。。これはクこれはクこれはクこれはクレレレレッッッッドドドドのシステムがのシステムがのシステムがのシステムが相相相相当影響当影響当影響当影響しているしているしているしているんんんんではないではないではないではないかというかというかというかというふふふふうにうにうにうに分分分分析析析析できるとできるとできるとでき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国際的国際的国際的国際的なななな広広広広ががががりりりりをををを持持持持っていきたいというこっていきたいというこっていきたいというこっていきたいということでとでとでとで、、、、英英英英国国国国ももももややややっているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 沖縄沖縄沖縄沖縄版版版版ではではではでは、、、、このこのこのこの参加参加参加参加、、、、これをこれをこれをこれを開開開開いたらいたらいたらいたら、、、、ここにはがきがここにはがきがここにはがきがここにはがきがつつつついていますいていますいていますいています。。。。これをこれをこれをこれを切切切切りりりり取取取取ってってってって、「、「、「、「参加参加参加参加しますしますしますします」」」」ということをということをということをということを宣言宣言宣言宣言してしてしてして投投投投函函函函されたらされたらされたらされたら、、、、そこからスタートいたしますそこからスタートいたしますそこからスタートいたしますそこからスタートいたします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、達達達達成成成成目目目目標標標標できたらできたらできたらできたら、、、、このこのこのこの達達達達成成成成証証証証明明明明書書書書をををを発行発行発行発行するするするする予予予予定定定定ですですですです。。。。ほほほほかかかか、、、、オオオオンラインのンラインのンラインのンラインの会会会会員員員員登登登登録録録録ととととかかかか、、、、モモモモニターのニターのニターのニターの参加参加参加参加をををを募募募募るというるというるというるという事業事業事業事業ももももややややっていますっていますっていますっています。。。。まあまあまあまあ、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。 

  とにかくみとにかくみとにかくみとにかくみんんんんなでなでなでなで参加参加参加参加するするするする。。。。みみみみんんんんなでなでなでなでややややっていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大事大事大事大事であであであであろろろろうとうとうとうと。。。。一一一一人人人人だだだだけでけでけでけでややややろろろろうとしてもうとしてもうとしてもうとしても難難難難しいですのでしいですのでしいですのでしいですので、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで一一一一緒緒緒緒ににににややややるるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ほほほほかのかのかのかの人人人人がこれがこれがこれがこれだだだだけできたけできたけできたけできたんだんだんだんだ。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、もうもうもうもう少少少少しししし自分自分自分自分もももも頑頑頑頑張張張張ろろろろうとうとうとうと、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお互互互互いのいのいのいの評評評評価価価価というのをできるのがこというのをできるのがこというのをできるのがこというのをできるのがこのクのクのクのクレレレレッッッッドドドドのののの特特特特徴徴徴徴ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。ククククレレレレッッッッドドドドのののの沖縄宣言沖縄宣言沖縄宣言沖縄宣言項項項項目目目目。。。。まあまあまあまあ、、、、これはこれはこれはこれは 1 つつつつのののの例例例例ですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、これはこれはこれはこれは宣言宣言宣言宣言項項項項目目目目、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんあああありりりりますますますます。。。。 

  時間時間時間時間がががが来来来来ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと急急急急いでおいでおいでおいでおりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、これでこれでこれでこれで発発発発表表表表をををを終終終終わらせていわらせていわらせていわらせていたたたただだだだきますきますきますきます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  高平高平高平高平様様様様、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、末吉末吉末吉末吉那覇市環境那覇市環境那覇市環境那覇市環境部長部長部長部長、、、、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。。。。 

 末吉末吉末吉末吉環境環境環境環境部長部長部長部長 

  先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました末吉末吉末吉末吉といいますといいますといいますといいます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最後後後後のプのプのプのプレレレレゼンになゼンになゼンになゼンになりりりりますがますがますがますが、、、、私私私私ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、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づくづくづくづくりりりりにににに向向向向
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けたけたけたけた本市本市本市本市のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー対対対対策策策策ににににつつつついておいておいておいてお話話話話をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。まずまずまずまず、、、、最初最初最初最初にににに、、、、経経経経過過過過をををを少少少少しししし説説説説明明明明ししししたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  平平平平成成成成 13 年度年度年度年度にににに、、、、経営経営経営経営管理局管理局管理局管理局にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション推進推進推進推進室室室室をををを設設設設置置置置しししし、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、平平平平成成成成 17 年度年度年度年度からはからはからはからは組織再組織再組織再組織再編編編編によによによによりりりり環境環境環境環境部部部部へへへへ統統統統合合合合いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。環境環境環境環境部部部部とととと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、さらにさらにさらにさらに幅幅幅幅広広広広いいいい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強化強化強化強化していきたいということをしていきたいということをしていきたいということをしていきたいということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  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事業事業事業事業のののの中中中中でででで、、、、基本構想基本構想基本構想基本構想ををををつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその中中中中にエにエにエにエココココ・エネル・エネル・エネル・エネルギーギーギーギー都市形成事業都市形成事業都市形成事業都市形成事業というものがあというものがあというものがあというものがありりりりますますますます。。。。そのエそのエそのエそのエココココ・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー都市形成事業都市形成事業都市形成事業都市形成事業をををを今今今今回回回回のテのテのテのテーーーーママママにしておにしておにしておにしておりりりりますますますます。。。。平平平平成成成成 16 年度年度年度年度、、、、このエこのエこのエこのエココココ・エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー都市形成事業都市形成事業都市形成事業都市形成事業をををを推進推進推進推進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、、、、国国国国からのからのからのからの助助助助成事業成事業成事業成事業をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、那覇市地域那覇市地域那覇市地域那覇市地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をジョンをジョンをジョンを策定策定策定策定いたしていたしていたしていたしておおおおりりりりますますますます。。。。 

  那覇市那覇市那覇市那覇市のののの地域地域地域地域特特特特性性性性であであであでありりりりますますますます。。。。左左左左側側側側のののの表表表表ののののツツツツインタワーみたいなことがあインタワーみたいなことがあインタワーみたいなことがあインタワーみたいなことがありりりりますがますがますがますが、、、、家家家家庭庭庭庭のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー使使使使用用用用、、、、それからそれからそれからそれから業業業業務務務務用用用用のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー使使使使用用用用がががが突突突突出出出出してしてしてして那覇市那覇市那覇市那覇市のののの特特特特徴徴徴徴だだだだというというというということがわかことがわかことがわかことがわかりりりりますますますます。。。。業業業業務務務務というのはというのはというのはというのは、、、、事事事事務所務所務所務所とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういうオオオオフフフフィィィィスなどのスなどのスなどのスなどの使使使使用用用用のエネルのエネルのエネルのエネルギーであギーであギーであギーでありりりりますますますます。。。。     このこのこのこの図図図図はははは、、、、平平平平成成成成 14 年度年度年度年度とととと平平平平成成成成 24 年度年度年度年度のののの、、、、10 年年年年後後後後にどのようなにどのようなにどのようなにどのような形形形形でででで変変変変化化化化するかというこするかというこするかというこするかということであとであとであとでありりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりりり家庭家庭家庭家庭、、、、業業業業務務務務ともともともとも、、、、6％％％％からからからから 7％％％％程程程程度那覇市度那覇市度那覇市度那覇市でもでもでもでも増増増増えていくというこえていくというこえていくというこえていくということがとがとがとが予予予予想想想想されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、そのためのそのためのそのためのそのための導導導導入入入入プロジェクトということでプロジェクトということでプロジェクトということでプロジェクトということで、、、、5つつつつのプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトを立立立立ちちちち上上上上げげげげておておておておりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、今今今今回回回回はははは太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電普及普及普及普及、、、、それかそれかそれかそれからクらクらクらクリリリ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交交交交通通通通プロジェプロジェプロジェプロジェクトクトクトクト、、、、それからそれからそれからそれから環境学環境学環境学環境学習習習習・・・・情情情情報提報提報提報提供供供供プロジェクトということをプロジェクトということをプロジェクトということをプロジェクトということを中中中中心心心心としてとしてとしてとして実施実施実施実施してきておしてきておしてきておしてきておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、そこのとこそこのとこそこのとこそこのところろろろのののの報告報告報告報告をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。課課課課題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、ごごごごみみみみ問問問問題題題題ととととかかかか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな関連関連関連関連があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題をををを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながらややややっていくということになっていくということになっていくということになっていくということになっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、省省省省エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーにつつつついてもいてもいてもいても促進促進促進促進していこうということをしていこうということをしていこうということをしていこうということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市でででで現現現現在在在在どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが行行行行われているかということにわれているかということにわれているかということにわれているかということにつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明いいいいたしますたしますたしますたします。。。。上上上上のののの段段段段はははは、、、、学学学学校校校校におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みであみであみであみでありりりりましてましてましてまして、、、、宇栄宇栄宇栄宇栄原小原小原小原小学学学学校校校校、、、、それからそれからそれからそれから銘銘銘銘苅苅苅苅小小小小学学学学校校校校とととと、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電をををを設設設設置置置置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。学学学学校校校校においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ややややははははりりりり環境環境環境環境教育教育教育教育ということもあということもあということもあということもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、小小小小さくてもさくてもさくてもさくても、、、、そういうそういうそういうそういう発発発発電電電電施設等施設等施設等施設等をををを入入入入れていくということをれていくということをれていくということをれていくということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。学学学学校校校校においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、全全全全体体体体ではではではでは 30キキキキロワットロワットロワットロワットぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、市営市営市営市営住住住住宅宅宅宅でででで大体大体大体大体 50キキキキロワットがロワットがロワットがロワットが入入入入っておっておっておっておりりりりますがますがますがますが、、、、実実実実はははは、、、、各各各各家庭家庭家庭家庭においてはにおいてはにおいてはにおいては 3キキキキロからロからロからロから 4キキキキロがロがロがロが
1家庭家庭家庭家庭のののの使使使使用用用用電電電電気気気気料料料料だだだだとととと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、小小小小学学学学校校校校ではではではでは大体大体大体大体 10 のののの家庭家庭家庭家庭のののの電電電電気気気気をををを発発発発生生生生ささささせているというようなことになるとせているというようなことになるとせているというようなことになるとせているというようなことにな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銘銘銘銘苅苅苅苅小小小小学学学学校校校校のののの発発発発電電電電施設施設施設施設、、、、パネルパネルパネルパネル発発発発電電電電ですですですです。。。。右右右右側側側側ののののほほほほうにあるパネルがうにあるパネルがうにあるパネルがうにあるパネルが発発発発電電電電であであであでありりりりますますますます。。。。左左左左側側側側ののののほほほほうううう、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見えにくいわけですけどえにくいわけですけどえにくいわけですけどえにくいわけですけど、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、実実実実はははは、、、、太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電でででで 9キキキキロワットロワットロワットロワット、、、、風風風風力力力力でででで 2.36キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの電電電電気気気気をををを発発発発生生生生させておさせておさせておさせておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、いずれもいずれもいずれもいずれもモモモモニターニターニターニター画画画画面面面面などをなどをなどをなどを使使使使いましていましていましていまして、、、、小小小小学学学学生生生生がががが今今今今のののの電電電電気気気気発発発発生生生生はははは幾幾幾幾ららららだだだだというようなこというようなこというようなこというようなことがわかるようなとがわかるようなとがわかるようなとがわかるような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくっておくっておくっておくっておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに、、、、住宅住宅住宅住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のののの助助助助成事業成事業成事業成事業であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度からからからから、、、、住宅住宅住宅住宅用用用用のののの太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電ににににつつつついてはいてはいてはいては助助助助成事業成事業成事業成事業をしておをしておをしておをしておりりりりましてましてましてまして、、、、12 軒軒軒軒、、、、10 軒軒軒軒、、、、11 軒軒軒軒ということでということでということでということで、、、、10 軒軒軒軒程程程程度度度度、、、、助助助助成成成成をををを続続続続けてきているとけてきているとけてきているとけてきているとこここころろろろであであであでありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは現現現現在在在在、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ではではではでは 180 世世世世帯帯帯帯ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電をしているというをしているというをしているというをしているという報告報告報告報告であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島などのなどのなどのなどの 2,000世世世世帯帯帯帯等等等等にににに比比比比べべべべるとるとるとると 10 分分分分のののの
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1ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの普及率普及率普及率普及率でしかないということででしかないということででしかないということででしかないということで、、、、もうもうもうもう少少少少ししししやりやりやりやり方方方方をををを考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、新新新新焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉ででででごごごございましてざいましてざいましてざいまして、、、、このこのこのこの焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの中中中中ではではではでは 8,000キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの電電電電気気気気がががが発発発発生生生生すすすすることができるることができるることができるることができる発発発発電電電電施設施設施設施設があがあがあがありりりりますますますます。。。。下下下下ののののほほほほうがうがうがうが発発発発電電電電施設施設施設施設であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、実実実実はははは、、、、これはこれはこれはこれは 450トンのトンのトンのトンのごごごごみのみのみのみの焼却焼却焼却焼却ができるができるができるができる能力能力能力能力ですけどですけどですけどですけど、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは 270 トンからトンからトンからトンから 280 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生量量量量しかあしかあしかあしかありりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、150 のののの 2 基基基基運運運運転転転転というというというという形形形形でででで運運運運行行行行することになっておすることになっておすることになっておすることになっておりりりりますますますます。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、12 月月月月 1日日日日からからからからごごごごみのみのみのみの出出出出しししし方方方方がががが変変変変わわわわりりりりましたましたましたました。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、今今今今試試試試験験験験運運運運転転転転をしているわけですけどをしているわけですけどをしているわけですけどをしているわけですけど、、、、そのそのそのその中中中中でででで 3炉炉炉炉運運運運転転転転をするとをするとをするとをすると、、、、ややややははははりりりり 8,000キキキキロワットロワットロワットロワット近近近近くのくのくのくの発発発発電電電電ができるということがができるということがができるということがができるということが実実実実証証証証されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。2炉炉炉炉運運運運転転転転であれであれであれであればばばば大体大体大体大体 5,000キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの発発発発電電電電になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、実実実実はははは、、、、施設施設施設施設のののの中中中中でででで約約約約 4,500 からからからから 5,000キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの電電電電力力力力をををを消費消費消費消費しましましましますすすす。。。。 金額金額金額金額にするとにするとにするとにすると 4 億程億程億程億程度度度度になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが自自自自家家家家発発発発電電電電でできるということででできるということででできるということででできるということで、、、、かかかかななななりりりり節節節節約約約約になっていくになっていくになっていくになっていくだだだだろろろろうなということをうなということをうなということをうなということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、ククククリリリリーンエネルギーということでーンエネルギーということでーンエネルギーということでーンエネルギーということで、、、、ココココムスのムスのムスのムスの導導導導入入入入実実実実験験験験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。。。。あるあるあるある会社会社会社会社のののの協力協力協力協力をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、実実実実証証証証実実実実験験験験をしたをしたをしたをした絵絵絵絵であであであでありりりりますますますます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、公公公公用用用用車車車車ににににハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドのののの車車車車のののの導導導導入入入入をををを検検検検討討討討しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、18 年度年度年度年度からからからから随随随随時時時時切切切切りりりりかえをしていきたいということをかえをしていきたいということをかえをしていきたいということをかえをしていきたいということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、市民市民市民市民のののの啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業であであであでありりりりますますますます。。。。このこのこのこの写真写真写真写真はははは、、、、環境環境環境環境フェアをフェアをフェアをフェアを実施実施実施実施しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。環境環境環境環境フェアをフェアをフェアをフェアを新新新新都都都都心心心心のののの公公公公園園園園、、、、天天天天久久久久公公公公園園園園でででで実施実施実施実施いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、約約約約七七七七、、、、八八八八千千千千名名名名ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの市民市民市民市民のののの方方方方々々々々がががが、、、、環境環境環境環境をををを考考考考えてもらおうというようなえてもらおうというようなえてもらおうというようなえてもらおうというような形形形形でででで実施実施実施実施いたいたいたいたしましたしましたしましたしました。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、夏夏夏夏休休休休みのみのみのみの公公公公民民民民館館館館講講講講座座座座のののの絵絵絵絵であであであでありりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、リリリリサイクルプラサイクルプラサイクルプラサイクルプラザザザザでのでのでのでの子子子子供供供供たちたちたちたち向向向向けのけのけのけの講講講講座座座座のののの風風風風景景景景であであであでありりりりますますますます。。。。実実実実はははは、、、、現現現現在在在在リリリリササササイクルプライクルプライクルプライクルプラザザザザでででで講講講講座座座座をしておをしておをしておをしておりりりりますがますがますがますが、、、、新新新新焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの 3 階階階階部部部部分分分分でかなでかなでかなでかなりりりり充充充充実実実実したしたしたした子子子子供供供供向向向向けけけけ講講講講座座座座をををを、、、、要要要要するにするにするにするに仕掛仕掛仕掛仕掛けがわかるようなけがわかるようなけがわかるようなけがわかるような形形形形のののの講講講講座座座座がががが持持持持てるようなてるようなてるようなてるような部部部部屋屋屋屋もももも準備準備準備準備しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。     そういうことではそういうことではそういうことではそういうことでは、、、、4 月月月月からはプラからはプラからはプラからはプラザザザザとととと連連連連携携携携しながらしながらしながらしながら新新新新たなたなたなたな児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒にににに対対対対するするするする講講講講座座座座をできをできをできをできるようにしていきたいとるようにしていきたいとるようにしていきたいとるようにしていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、移移移移動動動動食食食食器器器器洗洗洗洗浄浄浄浄車車車車ですけどですけどですけどですけど、、、、イイイイベベベベントなどをしたときのントなどをしたときのントなどをしたときのントなどをしたときの紙紙紙紙ココココップなどップなどップなどップなど使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての容容容容器器器器がががが発発発発生生生生しないようなしないようなしないようなしないような形形形形でででで、、、、これをこれをこれをこれを貸貸貸貸しししし出出出出しするということのしするということのしするということのしするということの事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しているとこしているとこしているとこしているところろろろであであであでありりりりますますますます。。。。 

  これまでこれまでこれまでこれまで新新新新エネルギーというエネルギーというエネルギーというエネルギーという対対対対策策策策ででででややややってきておってきておってきておってきておりりりりますがますがますがますが、、、、もうもうもうもう 1 つつつつのののの柱柱柱柱であであであでありりりりますますますます省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対対対対策策策策ということでということでということでということで、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量というというというという形形形形のものではのものではのものではのものでは 5 年年年年間間間間でででで 22.3％％％％ののののごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量をををを実施実施実施実施してきておしてきておしてきておしてきておりりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが一事業一事業一事業一事業所所所所としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動のののの中中中中でででで、、、、ISO 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どのようなでどのようなでどのようなでどのような結結結結果果果果になったかということのになったかということのになったかということのになったかということの表表表表であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、当初当初当初当初目目目目標標標標がががが、、、、電電電電気気気気であれであれであれであればマばマばマばマイナスイナスイナスイナス 1％％％％ということということということということ、、、、それからそれからそれからそれから電電電電気気気気、、、、水水水水、、、、ガソガソガソガソリリリリンンンン、、、、紙紙紙紙のののの消費消費消費消費、、、、ごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量ということということということということでででで、、、、5項項項項目目目目のののの表示表示表示表示をしておをしておをしておをしておりりりりますがますがますがますが、、、、一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、ごごごごみみみみ排排排排出出出出量量量量ががががママママイナスイナスイナスイナス 2％％％％というというというという目目目目標数標数標数標数値値値値ををををママママイナスイナスイナスイナス 40％％％％というようなというようなというようなというような形形形形でででで、、、、大大大大きくきくきくきく目目目目標数標数標数標数値値値値をををを上回上回上回上回ったということったということったということったということがあがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、引引引引きききき続続続続きききき那覇市那覇市那覇市那覇市のののの事業事業事業事業所所所所自体自体自体自体としてのとしてのとしてのとしての省省省省エネをエネをエネをエネを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  これまでこれまでこれまでこれまで那覇市那覇市那覇市那覇市のののの環境環境環境環境政策政策政策政策というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどあどあどあどありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ハハハハーーーードドドド的的的的にはにはにはには焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの建建建建設設設設、、、、それからそれからそれからそれから、、、、つつつついこのいこのいこのいこの間間間間まではまではまではまでは、、、、処処処処理理理理施設施設施設施設がないものですからがないものですからがないものですからがないものですから、、、、しししし尿尿尿尿をををを海海海海上上上上投投投投棄棄棄棄ししししておておておておりりりりましたましたましたました。。。。今今今今はははは委委委委託託託託をしておをしておをしておをしておりりりりますがますがますがますが、、、、これをしこれをしこれをしこれをし尿尿尿尿処処処処理理理理施設施設施設施設をををを建建建建設設設設しししし、、、、陸陸陸陸上上上上処処処処理理理理にににに切切切切
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りりりりかえていくというようなかえていくというようなかえていくというようなかえていくというようなことをことをことをことを行行行行なってなってなってなって参参参参りりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししましたししましたししましたししました、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量のののの 22.3％％％％というというというという形形形形のもののもののもののもの、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような生生生生活環境活環境活環境活環境のののの改善改善改善改善をををを最最最最重要課重要課重要課重要課題題題題としてとしてとしてとしてこれまでこれまでこれまでこれまで挙挙挙挙げげげげてきたわけですけどてきたわけですけどてきたわけですけどてきたわけですけど、、、、一一一一定定定定程程程程度度度度のめどがのめどがのめどがのめどがつつつついてきたとこいてきたとこいてきたとこいてきたところろろろであであであでありりりりますますますます。。。。そうそうそうそういうことからいうことからいうことからいうことから、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境、、、、温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止、、、、それからゼロエミッションというそれからゼロエミッションというそれからゼロエミッションというそれからゼロエミッションというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをををを切切切切りりりり口口口口にににに事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上であであであでありりりりますますますます。。。。あああありりりりががががとうとうとうとうごごごございますざいますざいますざいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  いかがでいかがでいかがでいかがでごごごございましたでしざいましたでしざいましたでしざいましたでしょょょょうかうかうかうか。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの分野分野分野分野でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行われていわれていわれていわれているということるということるということるということでででで、、、、大大大大変変変変刺刺刺刺激激激激的的的的なおなおなおなお話話話話ででででごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、このこのこのこの時間時間時間時間にににに、、、、皆皆皆皆様様様様からからからから、、、、会会会会場場場場からのからのからのからの質質質質問問問問をををを集集集集めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。質質質質問問問問のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ質質質質問問問問票票票票にににに記記記記入入入入されてされてされてされて、、、、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だだださいさいさいさい。。。。係係係係のののの者者者者がががが回回回回収収収収にににに参参参参りりりりますますますます。。。。舞舞舞舞台台台台のののの準備準備準備準備ができましたらができましたらができましたらができましたら、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆様様様様にににに入入入入っていたっていたっていたっていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの 10 分分分分間間間間のプのプのプのプレレレレゼンでゼンでゼンでゼンで足足足足りりりりなかったとこなかったとこなかったとこなかったところろろろをををを補足補足補足補足していたしていたしていたしていただだだだきますきますきますきます。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか 10 分分分分というのはというのはというのはというのは、、、、ししししゃゃゃゃべりべりべりべり始始始始めるとめるとめるとめると短短短短いものですいものですいものですいものです。。。。あっというあっというあっというあっという間間間間にたってしまいますからにたってしまいますからにたってしまいますからにたってしまいますから、、、、ややややははははりりりり、、、、これこれこれこれだだだだけはせめてけはせめてけはせめてけはせめて言言言言っておきたかったというとこっておきたかったというとこっておきたかったというとこっておきたかったというところろろろをををを二二二二、、、、三三三三分分分分でででで簡簡簡簡単単単単にににに補足補足補足補足していしていしていしていたたたただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ププププレレレレゼンとゼンとゼンとゼンと同同同同じじじじ順順順順序序序序ででででやりやりやりやりますますますます。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、坂坂坂坂本本本本様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。早早早早速速速速ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。坂坂坂坂本本本本様様様様にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどどどど理念理念理念理念をををを共共共共有有有有しししし、、、、共通共通共通共通のののの目目目目標標標標をををを持持持持ってってってって企業企業企業企業、、、、行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民がががが実施実施実施実施していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大事大事大事大事だだだだというというというということをおっしことをおっしことをおっしことをおっしゃゃゃゃっておられましたがっておられましたがっておられましたがっておられましたが、、、、それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、またまたまたまた何何何何かかかかごごごご提言提言提言提言があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 

 坂坂坂坂本本本本プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー 

  はいはいはいはい、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。私私私私のののの話話話話のののの後後後後、、、、ほほほほかのかのかのかの先先先先生生生生方方方方からからからから大大大大変変変変すすすすばばばばらしいおらしいおらしいおらしいお話話話話をををを承承承承りりりりましたましたましたました。。。。私私私私はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした 21世世世世紀紀紀紀型型型型のののの社会社会社会社会のののの全部全部全部全部のステークのステークのステークのステークホホホホルダールダールダールダー、、、、行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは NPO もももも市民市民市民市民にににに入入入入れてれてれてれて私私私私はははは考考考考えるえるえるえるんんんんですがですがですがですが、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々がががが考考考考ええええ方方方方をををを共通共通共通共通にしてにしてにしてにして、、、、そしてそしてそしてそして全全全全体体体体としてとしてとしてとして方向方向方向方向をををを決決決決めてめてめてめて進進進進めるということがめるということがめるということがめるということが一一一一番番番番大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごございざいざいざいますますますます。。。。そうならないとそうならないとそうならないとそうならないと社会社会社会社会のののの大大大大きなきなきなきな推進力推進力推進力推進力にならないとにならないとにならないとにならないと信信信信じじじじているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。今今今今申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ほほほほかのかのかのかの先先先先生生生生方方方方、、、、それからそれからそれからそれから末吉末吉末吉末吉部長部長部長部長のおのおのおのお話話話話をををを承承承承りりりりましてましてましてまして、、、、私私私私はははは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした体体体体制制制制がががが那覇市那覇市那覇市那覇市でできているでできているでできているでできているんだんだんだんだなということをなということをなということをなということを知知知知りりりり大大大大変変変変うれしくうれしくうれしくうれしく感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、昨昨昨昨年年年年のののの春春春春にににに発行発行発行発行されましたされましたされましたされました那覇市那覇市那覇市那覇市のののの地域地域地域地域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ジョンジョンジョン、、、、このこのこのこの委員委員委員委員会会会会にににに参画参画参画参画されたされたされたされた方方方方々々々々がががが全部全部全部全部でででで 14人人人人おられましたおられましたおられましたおられました。。。。行行行行政政政政であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、政政政政府府府府機機機機関関関関であるとであるとであるとであるとかかかか、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんはははは当然当然当然当然だだだだとしてとしてとしてとして、、、、私私私私がががが非非非非常常常常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けましたのはけましたのはけましたのはけましたのは、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表のののの方方方方がががが 5名名名名いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。私私私私はははは、、、、このこのこのこの那覇市那覇市那覇市那覇市でででで、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々のののの意見意見意見意見がががが非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな流流流流れれれれになってきているになってきているになってきているになってきている、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも今今今今後後後後、、、、皆皆皆皆様様様様のののの協働協働協働協働ででででぜひぜひぜひぜひともおともおともおともお進進進進めいためいためいためいただだだだけるようにけるようにけるようにけるように願願願願っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上、、、、簡簡簡簡単単単単ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。次次次次にににに、、、、奥奥奥奥島島島島様様様様ででででごごごございますがざいますがざいますがざいますが、、、、奥奥奥奥島島島島様様様様はははは、、、、宮宮宮宮古古古古でのでのでのでのババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールのプロジェクールのプロジェクールのプロジェクールのプロジェクトにトにトにトにつつつついていていていてごごごご発発発発表表表表いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた何何何何かかかか追追追追加加加加ががががごごごございましたらざいましたらざいましたらざいましたら。。。。 
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 奥奥奥奥島島島島室室室室長長長長 

  前前前前段段段段がちがちがちがちょょょょっとっとっとっと長長長長過過過過ぎぎぎぎたものですからたものですからたものですからたものですから、、、、技術開発事業技術開発事業技術開発事業技術開発事業のののの中中中中でででで、、、、ななななぜぜぜぜ 99.5％％％％無無無無水水水水エタエタエタエタノノノノーーーールをルをルをルをつつつつくらなきくらなきくらなきくらなきゃゃゃゃいけないかというといけないかというといけないかというといけないかというと、、、、ガソガソガソガソリリリリンエンジンにンエンジンにンエンジンにンエンジンに水水水水分分分分というのはというのはというのはというのは敵敵敵敵なのでなのでなのでなので、、、、基基基基本的本的本的本的にににに壊壊壊壊れてしまうということでれてしまうということでれてしまうということでれてしまうということで、、、、水水水水分分分分管理管理管理管理というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに大大大大切切切切ななな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、、、、
99.5％％％％までまでまでまで濃濃濃濃度度度度のののの高高高高いエタいエタいエタいエタノノノノールをールをールをールをつつつつくるくるくるくる技術技術技術技術というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい技術技術技術技術ななななんんんんですですですです。。。。それそれそれそれでででで、、、、簡簡簡簡単単単単にアワにアワにアワにアワモリモリモリモリををををつつつつくるというくるというくるというくるというレベレベレベレベルではなくてルではなくてルではなくてルではなくて、、、、アワアワアワアワモリモリモリモリもももも大大大大変難変難変難変難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいますけどけどけどけど、、、、比比比比較較較較はははは全全全全然然然然違違違違ううううんんんんでででですがすがすがすが、、、、99.5％％％％にににに持持持持っていくまでのプロっていくまでのプロっていくまでのプロっていくまでのプロセセセセスといいますかスといいますかスといいますかスといいますか、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには、、、、膜膜膜膜分分分分離離離離技術技術技術技術というナというナというナというナノノノノテクテクテクテクノノノノロジーがロジーがロジーがロジーが、、、、日日日日本本本本のののの得得得得意意意意わざがわざがわざがわざが入入入入っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、これこれこれこれはははは今今今今、、、、アアアアメメメメリリリリカでもカでもカでもカでも、、、、ブラジルでもブラジルでもブラジルでもブラジルでも、、、、世世世世界各国界各国界各国界各国でもでもでもでも非非非非常常常常にににに注注注注目目目目されるプロされるプロされるプロされるプロセセセセスのシステムスのシステムスのシステムスのシステムがががが入入入入っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、あとあとあとあと、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理のシステムのシステムのシステムのシステム、、、、これもこれもこれもこれも外外外外国国国国でエタでエタでエタでエタノノノノールはたールはたールはたールはたくさくさくさくさんつんつんつんつくっていますけれどもくっていますけれどもくっていますけれどもくっていますけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にににに国国国国土土土土がががが広広広広いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理のののの部部部部分分分分といといといというのがなおざうのがなおざうのがなおざうのがなおざりりりりになっているというのがになっているというのがになっているというのがになっているというのが今現今現今現今現状状状状のようですのでのようですのでのようですのでのようですので、、、、今今今今後後後後大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になってになってになってになってくるくるくるくる可能可能可能可能性性性性はあるはあるはあるはある。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、我我我我々々々々のとこのとこのとこのところろろろはははは、、、、そこはそこはそこはそこは狭狭狭狭いいいい土土土土地地地地のののの中中中中でででで、、、、またまたまたまた宮宮宮宮古古古古島島島島というとというとというとというと資源資源資源資源がががが地地地地下下下下水水水水ででででごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、そういうそういうそういうそういう地地地地下下下下水水水水のののの水水水水源源源源をををを守守守守りりりりながらながらながらながら環境環境環境環境対対対対策策策策ををををややややっていくというっていくというっていくというっていくという内容内容内容内容もももも含含含含まれているということですまれているということですまれているということですまれているということです。。。。 

  あとはあとはあとはあとは、、、、最最最最後後後後のサトのサトのサトのサトウウウウキキキキビビビビのののの生生生生産産産産量量量量がががが、、、、10 年年年年前前前前 150万万万万トンあったのがトンあったのがトンあったのがトンあったのが、、、、今今今今 70万万万万トンとかトンとかトンとかトンとか
80 万万万万とかとかとかとか、、、、収収収収量量量量がががが落落落落ちているということでちているということでちているということでちているということで、、、、今今今今新新新新聞聞聞聞でもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろニニニニュュュュースになっていましースになっていましースになっていましースになっていましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にににに畑畑畑畑のののの地力地力地力地力がががが落落落落ちているとちているとちているとちていると今言今言今言今言われておわれておわれておわれておりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料とかとかとかとか、、、、昔昔昔昔はははは有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料をををを自分自分自分自分ででででつつつつくっておられたくっておられたくっておられたくっておられた。。。。今今今今はははは化学化学化学化学肥肥肥肥料主流型料主流型料主流型料主流型になってきておになってきておになってきておになってきておりりりりまままましてしてしてして、、、、そのそのそのその中中中中でサトでサトでサトでサトウウウウキキキキビビビビにににに合合合合ったったったった地力地力地力地力ををををつつつつけていくためにけていくためにけていくためにけていくために、、、、このエタこのエタこのエタこのエタノノノノールをールをールをールをつつつつくったくったくったくった中中中中でででで、、、、廃廃廃廃液液液液というのはまというのはまというのはまというのはまだだだだ養養養養分分分分がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、それをそれをそれをそれを肥肥肥肥料料料料にににに還還還還元元元元していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、今今今今畜畜畜畜糞糞糞糞とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料とのとのとのとの混混混混合合合合、、、、またまたまたまたババババイイイイオリオリオリオリンというンというンというンという、、、、ミズミズミズミズノノノノノノノノーーーーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを受受受受けられたけられたけられたけられた方方方方々々々々がおられますけれどもがおられますけれどもがおられますけれどもがおられますけれども、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような融融融融合合合合のののの技術開発技術開発技術開発技術開発をしていかないかとをしていかないかとをしていかないかとをしていかないかということでいうことでいうことでいうことで、、、、農農農農林水林水林水林水産産産産省省省省とととと少少少少しそういうおしそういうおしそういうおしそういうお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていていていて、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスタスタスタスタウウウウンンンン構想構想構想構想ががががごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、それにそれにそれにそれにリリリリンクさせるンクさせるンクさせるンクさせる形形形形でででで、、、、宮宮宮宮古古古古島島島島ののののモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを 1 つつつつつつつつくっていけなくっていけなくっていけなくっていけないかというようないかというようないかというようないかというような構想構想構想構想をしていますをしていますをしていますをしています。。。。そういうことがそういうことがそういうことがそういうことができるとできるとできるとできると、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししまたししまたししまたししまた、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな産業産業産業産業プロプロプロプロセセセセスというのができてくるスというのができてくるスというのができてくるスというのができてくる可能可能可能可能性性性性があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、今今今今トライをしてトライをしてトライをしてトライをしているとこいるとこいるとこいるところろろろででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。宮宮宮宮古古古古島島島島はゼロエミッションアイランはゼロエミッションアイランはゼロエミッションアイランはゼロエミッションアイランドドドドののののモデモデモデモデルルルル地域地域地域地域でもあでもあでもあでもありりりりまままますすすす。。。。たたたただだだだ単単単単にエネルギーをにエネルギーをにエネルギーをにエネルギーをつつつつくるというくるというくるというくるというだだだだけならどこでもけならどこでもけならどこでもけならどこでもややややっているかもしれませっているかもしれませっているかもしれませっているかもしれませんんんんけれけれけれけれどどどど、、、、よよよよりりりり高高高高いいいい技術技術技術技術、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを総総総総合的合的合的合的にににに生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく、、、、環境環境環境環境もももも汚汚汚汚さずにさずにさずにさずに、、、、農農農農業業業業もももも振振振振興興興興ささささせていくせていくせていくせていく、、、、そういうゼロエミッションそういうゼロエミッションそういうゼロエミッションそういうゼロエミッション全全全全体体体体をををを考考考考えるプロジェクトとしてえるプロジェクトとしてえるプロジェクトとしてえるプロジェクトとしてごごごご成成成成功功功功されるようされるようされるようされるようにににに祈祈祈祈っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの與儀與儀與儀與儀様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力ののののほほほほうもうもうもうも、、、、風風風風力力力力、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光等等等等、、、、非非非非常常常常にににに自自自自然然然然エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに力力力力をををを入入入入れているということでおれているということでおれているということでおれているということでお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも、、、、たしかグたしかグたしかグたしかグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力というかというかというかというか、、、、少少少少しししし高高高高目目目目になになになになりりりりますけどますけどますけどますけど、、、、何何何何かかかか電電電電気気気気代代代代金金金金にににに上上上上乗乗乗乗せすることせすることせすることせすることでグでグでグでグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力をををを買買買買うことができるうことができるうことができるうことができるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めてめてめてめて、、、、先先先先ほほほほどのプどのプどのプどのプレレレレゼンでゼンでゼンでゼンで足足足足りりりりなかったとこなかったとこなかったとこなかったところろろろ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だだだきますきますきますきます。。。。 
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 與儀與儀與儀與儀部長部長部長部長 

  ググググリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のおのおのおのお話話話話がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、まあまあまあまあ、、、、これこれこれこれ、、、、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、、、、毎毎毎毎月月月月のののの電電電電気気気気料料料料金金金金、、、、たしかたしかたしかたしか 500円円円円かかかか 1,000円円円円、、、、毎毎毎毎月月月月上上上上乗乗乗乗せしてせしてせしてせして、、、、これをこれをこれをこれを納納納納めるというシめるというシめるというシめるというシステムとなっていますステムとなっていますステムとなっていますステムとなっています。。。。集集集集まったまったまったまった料料料料金金金金をををを使使使使ってってってって、、、、例例例例ええええばばばば毎毎毎毎年一年一年一年一、、、、二二二二件件件件、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光とかとかとかとか、、、、現現現現在在在在、、、、ちちちちょょょょっとグっとグっとグっとグリリリリーンーンーンーン料料料料金金金金のののの集集集集ままままりりりりはははは悪悪悪悪いですのでいですのでいですのでいですので、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光しかしかしかしか建建建建てられませてられませてられませてられませんんんんがががが、、、、これがこれがこれがこれが、、、、たしかたしかたしかたしか南南南南風風風風原原原原とととと伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋だだだだったかなったかなったかなったかな、、、、どこかどこかどこかどこか 2 ヵヵヵヵ所所所所、、、、このこのこのこの基基基基金金金金をををを使使使使ってってってって太陽太陽太陽太陽光光光光がががが入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。それがグそれがグそれがグそれがグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のおのおのおのお話話話話ななななんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言いいいい足足足足りりりりなかったのはなかったのはなかったのはなかったのは、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、宮宮宮宮古古古古のののの風風風風車車車車がががが倒倒倒倒壊壊壊壊したしたしたした写真写真写真写真をををを皆皆皆皆ささささんごんごんごんごららららんんんんになったになったになったになっ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、、、、倒倒倒倒壊壊壊壊したからといってしたからといってしたからといってしたからといって、、、、そのまそのまそのまそのままままま済済済済むむむむものものものものじじじじゃゃゃゃあああありりりりませませませませんんんん。。。。今度今度今度今度はははは風風風風にもにもにもにも強強強強いいいい、、、、出出出出力力力力もももも一一一一周周周周りりりりアップしたアップしたアップしたアップした風風風風車車車車をををを建建建建てるてるてるてる計計計計画画画画となってとなってとなってとなっておおおおりりりりますますますます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、風風風風力力力力とはちとはちとはちとはちょょょょっとっとっとっと話話話話がががが違違違違ううううんんんんですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、私私私私どもどもどもども沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力ではではではでは、、、、こういっこういっこういっこういったたたた環境行動環境行動環境行動環境行動レレレレポポポポートをートをートをートを出出出出してもうしてもうしてもうしてもう 10 年年年年目目目目になになになになりりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、今年今年今年今年、、、、去去去去年度年度年度年度のののの活動活動活動活動結結結結果果果果ををををまとめたのがこれなまとめたのがこれなまとめたのがこれなまとめたのがこれなんんんんですがですがですがですが、、、、これがこれがこれがこれが環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞大大大大賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。全全全全国国国国のののの 300 社社社社余余余余りりりりののののレレレレポポポポートのートのートのートの中中中中からからからから大大大大賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、環境環境環境環境省省省省としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、このこのこのこのレレレレポポポポートにートにートにートに書書書書かかかかれているれているれているれている内容内容内容内容をををを国内国内国内国内外外外外にににに PR するということがするということがするということがするということが新新新新聞聞聞聞記事記事記事記事にあにあにあにありりりりましたましたましたました。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、これはロこれはロこれはロこれはロビビビビーのーのーのーのほほほほうにうにうにうに、、、、100部部部部ぐぐぐぐらいしかないですがらいしかないですがらいしかないですがらいしかないですが、、、、置置置置いてあいてあいてあいてありりりりますのでますのでますのでますので、、、、もしもしもしもし希希希希望望望望のののの方方方方はははは、、、、ままままだだだだ残残残残っっっっているかどうかわかているかどうかわかているかどうかわかているかどうかわかりりりりませませませませんんんんがががが、、、、おおおお帰帰帰帰りりりりにににに見見見見てもらいましててもらいましててもらいましててもらいまして、、、、またまたまたまた後後後後でおでおでおでお読読読読みくみくみくみくだだだださいさいさいさい。。。。それとそれとそれとそれと、、、、ロロロロビビビビーのーのーのーのほほほほうにはパネルがうにはパネルがうにはパネルがうにはパネルが展展展展示示示示してあしてあしてあしてありりりりましてましてましてまして、、、、宮宮宮宮古古古古のののの台台台台風風風風のののの被被被被害害害害、、、、どうしてこうなったかというのをどうしてこうなったかというのをどうしてこうなったかというのをどうしてこうなったかというのを、、、、専専専専門門門門的的的的であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、解解解解説説説説したパネルがしたパネルがしたパネルがしたパネルが展展展展示示示示してあしてあしてあしてありりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうどうどうどうぞごぞごぞごぞごららららんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。以以以以上上上上ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。宮宮宮宮古古古古でのでのでのでの風風風風力発力発力発力発電機電機電機電機がががが太陽太陽太陽太陽光光光光パネルのパネルのパネルのパネルの上上上上にににに倒倒倒倒れてれてれてれて壊壊壊壊れているとれているとれているとれているというのはいうのはいうのはいうのは大大大大変変変変ショッショッショッショッキキキキングなングなングなングな写真写真写真写真でででで、、、、もうもうもうもうだだだだめなのかなとかめなのかなとかめなのかなとかめなのかなとか、、、、思思思思ってしまったってしまったってしまったってしまった方方方方もももも多多多多いかいかいかいかとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そういうそういうそういうそういう困困困困難難難難にめにめにめにめげげげげずにまたしっかずにまたしっかずにまたしっかずにまたしっかりりりりとととと技術技術技術技術開発開発開発開発をををを重重重重ねねねねてててて、、、、自自自自然然然然エネルギエネルギエネルギエネルギーをーをーをーを実用化実用化実用化実用化できるものにしていくということでできるものにしていくということでできるものにしていくということでできるものにしていくということでごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、今今今今後後後後ともともともともぜひぜひぜひぜひ頑頑頑頑張張張張ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに、、、、気気気気候候候候アクションアクションアクションアクションセセセセンターンターンターンター沖縄沖縄沖縄沖縄のののの高平高平高平高平様様様様ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。省省省省エネのエネのエネのエネの立立立立場場場場かかかからということでしたがらということでしたがらということでしたがらということでしたが、、、、省省省省エネはエネはエネはエネは何何何何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一一一一番番番番大大大大きなエネルギーきなエネルギーきなエネルギーきなエネルギー減減減減ですですですですねねねね。。。。おおおお金金金金もかかもかかもかかもかかりりりりませませませませんんんん。。。。投投投投資資資資のののの必要必要必要必要もあもあもあもありりりりませませませませんんんん。。。。飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生がががが、、、、『『『『エネルギーとエネルギーとエネルギーとエネルギーと私私私私たちのたちのたちのたちの社会社会社会社会』』』』というタイトルでというタイトルでというタイトルでというタイトルでデデデデンンンンママママークのークのークのークの教教教教科書科書科書科書をををを翻翻翻翻訳訳訳訳されていますされていますされていますされています。。。。それによそれによそれによそれによりりりりますとますとますとますと、、、、まずまずまずまずややややるるるるべべべべきことはきことはきことはきことは節節節節約約約約でででで、、、、2番番番番目目目目にもにもにもにも節節節節約約約約、、、、3番番番番目目目目もももも節節節節約約約約、、、、4番番番番目目目目もももも節節節節約約約約、、、、それからそれからそれからそれから 5番番番番目目目目にににに初初初初めめめめてててて自自自自然然然然エネルギーということがエネルギーということがエネルギーということがエネルギーということが書書書書いてあいてあいてあいてありりりりましたましたましたました。。。。ややややははははりりりり省省省省エネにエネにエネにエネに努努努努めることがめることがめることがめることが大事大事大事大事だだだだとととということですいうことですいうことですいうことですねねねね。。。。私私私私たちたちたちたち沖縄沖縄沖縄沖縄はははは 31.8％％％％でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、大大大大変変変変なななな温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガスをスをスをスを出出出出していますしていますしていますしています。。。。私私私私たたたたちちちち市民市民市民市民にとってできることはにとってできることはにとってできることはにとってできることは、、、、まずまずまずまず省省省省エネですエネですエネですエネです。。。。どうどうどうどうややややったらできるったらできるったらできるったらできるだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。それはそれはそれはそれは私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが、、、、言言言言われてわれてわれてわれてややややるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなくて、、、、自発的自発的自発的自発的ににににややややっていくことにあるとっていくことにあるとっていくことにあるとっていくことにあると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。それをそれをそれをそれを助助助助けてくれるクけてくれるクけてくれるクけてくれるクレレレレッッッッドドドドというというというという活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。何何何何かかかかほほほほかにかにかにかに。。。。 

 高平高平高平高平部長部長部長部長 
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  先先先先ほほほほどどどど、、、、大体大体大体大体もうクもうクもうクもうクレレレレッッッッドドドドのののの紹介紹介紹介紹介はははは終終終終わったわったわったわったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの省省省省エネエネエネエネ、、、、非非非非常常常常にににに大事大事大事大事ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにややややるのはるのはるのはるのは大大大大変変変変なななな部部部部分分分分。。。。簡簡簡簡単単単単ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ずっとずっとずっとずっと継継継継続続続続してしてしてしていくというのはいくというのはいくというのはいくというのはほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに大大大大変変変変だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私自私自私自私自身身身身ももももやりやりやりやりながらながらながらながら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりああああああああ、、、、ああああああああとととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、ちちちちょょょょこちこちこちこちょょょょことことことことややややっているっているっているっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、このこのこのこの環境行動環境行動環境行動環境行動ををををややややるときにるときにるときにるときに、、、、一一一一番番番番気気気気になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、苦痛苦痛苦痛苦痛になってはになってはになってはになってはややややっっっっぱぱぱぱりだりだりだりだめめめめだだだだとととと。。。。楽楽楽楽しくしくしくしくややややらなくちらなくちらなくちらなくちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。これがこれがこれがこれがまさにまさにまさにまさに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな行動行動行動行動というのはというのはというのはというのは楽楽楽楽しさということしさということしさということしさというこ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。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、楽楽楽楽しさというしさというしさというしさというのはのはのはのは、、、、1つつつつのののの目目目目標標標標があってがあってがあってがあって、、、、それをそれをそれをそれを達達達達成成成成しようしようしようしよう、、、、ここにここにここにここに実実実実はものすはものすはものすはものすごごごごいいいい達達達達成成成成感感感感があるのではがあるのではがあるのではがあるのではないかというないかというないかというないかという形形形形でこのクでこのクでこのクでこのクレレレレッッッッドドドドというというというというのはのはのはのは設設設設定定定定されているわけですされているわけですされているわけですされているわけですねねねね。。。。そこをそこをそこをそこを認識認識認識認識したしたしたした上上上上でででで、、、、それともうそれともうそれともうそれともう 1 つつつつ、、、、先先先先ほほほほどもちらっとどもちらっとどもちらっとどもちらっと言言言言ったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれは一一一一人人人人ひひひひととととりりりりででででややややっっっってもてもてもても、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりおもしおもしおもしおもしろろろろくないくないくないくない。。。。数名数名数名数名のおのおのおのお友友友友達達達達、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域自治会地域自治会地域自治会地域自治会のののの、、、、PTA でもでもでもでも何何何何でもでもでもでもいいですいいですいいですいいです、、、、知知知知りりりり合合合合いでもいでもいでもいでも、、、、グループになってグループになってグループになってグループになってややややっていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで結結結結構構構構楽楽楽楽ししししいいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。ああああああああ、、、、あそこあそこあそこあそこ、、、、ききききょょょょうはもうちうはもうちうはもうちうはもうちょょょょっとっとっとっと忘忘忘忘れたさというれたさというれたさというれたさというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの軽軽軽軽いいいい気気気気持持持持ちでちでちでちでややややっていったらっていったらっていったらっていったら、、、、徐徐徐徐々々々々にににに減減減減っていくっていくっていくっていくんじんじんじんじゃゃゃゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、そこをちそこをちそこをちそこをちょょょょっとっとっとっと、、、、最最最最後後後後、、、、
PR していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございまざいまざいまざいますすすす。。。。失失失失敗敗敗敗にもめにもめにもめにもめげげげげずにずにずにずに、、、、昔昔昔昔、、、、歌歌歌歌があがあがあがありりりりましたよましたよましたよましたよねねねね。「。「。「。「3歩歩歩歩進進進進んんんんでででで 2歩歩歩歩下下下下がるがるがるがる」」」」でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。まずはまずはまずはまずは行動行動行動行動、、、、第第第第 1歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すすすす。。。。1歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出出出出してしてしてして、、、、2歩歩歩歩、、、、3歩歩歩歩進進進進んんんんでででで、、、、難難難難しけれしけれしけれしければばばば 1 歩歩歩歩下下下下がってもいいがってもいいがってもいいがってもいい、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの気気気気楽楽楽楽なななな気気気気持持持持ちでちでちでちで楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、でもでもでもでも目目目目標標標標をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり持持持持ってってってって歩歩歩歩くくくく。。。。そのうちにそのうちにそのうちにそのうちに後後後後ろろろろをををを振振振振りりりり向向向向いてみたらいてみたらいてみたらいてみたら、、、、ああああ、、、、かなかなかなかなりりりり歩歩歩歩いてきたなということいてきたなということいてきたなということいてきたなということがわかるとまたがわかるとまたがわかるとまたがわかるとまた楽楽楽楽しくなるとしくなるとしくなるとしくなると思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの環境環境環境環境部長部長部長部長、、、、末吉末吉末吉末吉様様様様からからからから、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの取取取取りりりり組組組組みをいたみをいたみをいたみをいただだだだいたわいたわいたわいたわけですがけですがけですがけですが、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量ではものすではものすではものすではものすごごごごいエネルギーでいエネルギーでいエネルギーでいエネルギーで取取取取りりりり組組組組まれましたまれましたまれましたまれましたよよよよねねねね。。。。何何何何とととと 22.3％％％％ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量をををを達達達達成成成成しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは市民市民市民市民もももも一体一体一体一体となってのことでとなってのことでとなってのことでとなってのことでごごごございますざいますざいますざいます。。。。エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問問問問題題題題ににににつつつついてもいてもいてもいても同同同同じじじじようなエネルギーをかけてようなエネルギーをかけてようなエネルギーをかけてようなエネルギーをかけてややややっていきますとっていきますとっていきますとっていきますと、、、、すすすすごごごごくくくく成成成成果果果果がががが上上上上がるがるがるがるんじんじんじんじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 末吉末吉末吉末吉部長部長部長部長 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、全全全全国国国国のののの市市市市町町町町村村村村をををを含含含含めてなめてなめてなめてなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、三位三位三位三位一体一体一体一体改改改改革革革革のののの中中中中でででで大大大大変苦変苦変苦変苦しいしいしいしい財財財財政運政運政運政運営営営営をしておをしておをしておをしておりりりりましてましてましてまして、、、、先先先先ほほほほどあどあどあどありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境のののの部部部部分分分分のののの予予予予算算算算をををを今年度今年度今年度今年度はははは確確確確保保保保するということでするということでするということでするということで、、、、大大大大変苦変苦変苦変苦闘闘闘闘いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境というものにというものにというものにというものにつつつついてはいてはいてはいてはほほほほぼぼぼぼ目目目目標標標標をををを達達達達成成成成したのかなというしたのかなというしたのかなというしたのかなという感感感感じじじじをいたしましたのでをいたしましたのでをいたしましたのでをいたしましたので、、、、これかこれかこれかこれからららら次年度次年度次年度次年度はははは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みをみをみを、、、、次年度次年度次年度次年度というのはというのはというのはというのは、、、、18 年度年度年度年度のののの予予予予算算算算編成編成編成編成がががが終終終終わっておわっておわっておわっておりりりりますますますますのでのでのでので、、、、19 年度年度年度年度にににに向向向向けてけてけてけて、、、、またまたまたまた新新新新たなたなたなたな展開展開展開展開をしていきたいなとをしていきたいなとをしていきたいなとをしていきたいなと思思思思っておっておっておっておりりりりますがますがますがますが、、、、具具具具体的体的体的体的ににににはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明をいたしましたけどをいたしましたけどをいたしましたけどをいたしましたけど、、、、住宅住宅住宅住宅用用用用のののの太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電にににに補補補補助助助助をををを出出出出しておしておしておしておりりりりますがますがますがますが、、、、ななななかなかかなかかなかかなか増増増増えていかないということのえていかないということのえていかないということのえていかないということの悩悩悩悩みはあみはあみはあみはありりりりますますますます。。。。1キキキキロワットのロワットのロワットのロワットの設設設設置置置置にににに 70万万万万ほほほほどのどのどのどの費費費費用用用用がかかるようですのでがかかるようですのでがかかるようですのでがかかるようですので、、、、そういうことがあってそういうことがあってそういうことがあってそういうことがあって、、、、新新新新たなたなたなたな展開展開展開展開としてはとしてはとしてはとしては、、、、長長長長野野野野のののの飯田飯田飯田飯田市市市市ななななどではどではどではどでは、、、、市民市民市民市民共共共共同同同同発発発発電所電所電所電所ということでということでということでということで、、、、市民市民市民市民もももも 1 口口口口 1 口口口口金金金金をををを、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市もももも出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、投投投投資資資資をしてをしてをしてをしてややややっていくというようなシステムなどもあるようですっていくというようなシステムなどもあるようですっていくというようなシステムなどもあるようですっていくというようなシステムなどもあるようです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは今今今今、、、、協働協働協働協働のののの町町町町まちづくまちづくまちづくまちづくりりりりということでということでということでということで、、、、市民市民市民市民とととと共共共共同同同同歩歩歩歩調調調調、、、、事業事業事業事業所所所所とととと共共共共同同同同歩歩歩歩調調調調をしながらとをしながらとをしながらとをしながらということがあいうことがあいうことがあいうことがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、このようなこのようなこのようなこのような市民市民市民市民共共共共同同同同発発発発電電電電というものはというものはというものはというものは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの今今今今のののの施施施施政政政政方方方方針針針針
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ととととママママッチしているのッチしているのッチしているのッチしているのじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを進進進進めていけれめていけれめていけれめていければばばばなということをなということをなということをなということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  かなかなかなかなりりりりたくさたくさたくさたくさんんんんののののごごごご質質質質問問問問がががが参参参参っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。19名名名名のののの方方方方からからからから 30件件件件のののの質質質質問問問問をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、まずまずまずまず、、、、ききききょょょょうううう講講講講師師師師をををを務務務務めていためていためていためていただだだだききききましたましたましたました飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生ののののほほほほううううへへへへののののごごごご質質質質問問問問もももも来来来来ておておておておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、このこのこのこの場場場場でちでちでちでちょょょょっとっとっとっとごごごご回回回回答答答答をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 飯田所長飯田所長飯田所長飯田所長 

  はいはいはいはい。。。。直直直直接接接接にはにはにはには 5 件件件件いたいたいたいただだだだいていましていていましていていましていていまして、、、、全部全部全部全部答答答答えるとかなえるとかなえるとかなえるとかなりりりり長長長長くなるのですがくなるのですがくなるのですがくなるのですが、、、、できできできできるるるるだだだだけけけけ手手手手短短短短にににに、、、、順順順順番番番番をををを選選選選んんんんでおでおでおでお答答答答えしますえしますえしますえします。。。。     北欧北欧北欧北欧よよよよりりりりもももも南南南南米米米米にににに学学学学んだんだんだんだほほほほうがいいのではないかといううがいいのではないかといううがいいのではないかといううがいいのではないかというごごごご質質質質問問問問があったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん気気気気候候候候風土風土風土風土的的的的にににに似似似似ていることとていることとていることとていることと、、、、学学学学ぶぶぶぶべべべべきききき点点点点というのはというのはというのはというのは、、、、共通共通共通共通のとこのとこのとこのところろろろもあもあもあもありりりり、、、、そうでそうでそうでそうでないとこないとこないとこないところろろろもあもあもあもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、自自自自然然然然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ななななりりりり環境環境環境環境政策政策政策政策のいわのいわのいわのいわばばばば世世世世界的界的界的界的なななな源流源流源流源流といといといというううう意意意意味味味味ではではではでは、、、、北欧北欧北欧北欧にににに学学学学ぶぶぶぶとことことこところろろろはははは多多多多々々々々あるのであるのであるのであるのではないかはないかはないかはないか。。。。気気気気候候候候風土風土風土風土的的的的にににに違違違違うとこうとこうとこうところろろろはもちはもちはもちはもちろんろんろんろん違違違違うということでうということでうということでうということで、、、、それはそれはそれはそれは沖縄沖縄沖縄沖縄でででで独独独独自自自自にににに考考考考えていったえていったえていったえていったりりりり、、、、あるいはまさにあるいはまさにあるいはまさにあるいはまさに南南南南米米米米ななななんんんんかかかかでででで学学学学ぶぶぶぶことがあるかもしれませことがあるかもしれませことがあるかもしれませことがあるかもしれませんんんん。。。。そこらあたそこらあたそこらあたそこらあたりりりりはそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域でくみでくみでくみでくみ取取取取っていっていっていっていくくくくべべべべききききだろだろだろだろうということうということうということうというこ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。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電ににににつつつついていていていて、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうにペペペペイするのかイするのかイするのかイするのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは鳥鳥鳥鳥がががが衝衝衝衝突突突突するするするする問問問問題題題題ががががあるあるあるあるんじんじんじんじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという話話話話もももも同同同同じじじじ方方方方からからからから質質質質問問問問があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、まずまずまずまずココココストというのストというのストというのストというのはははは、、、、何何何何ががががココココストかというストかというストかというストかという話話話話がそもそもあがそもそもあがそもそもあがそもそもありりりりますがますがますがますが、、、、それはちそれはちそれはちそれはちょょょょっとっとっとっと置置置置いておいてというかいておいてというかいておいてというかいておいてというか、、、、それはそれはそれはそれは本本本本質論質論質論質論ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、基基基基本的本的本的本的にはにはにはには今今今今アアアアメメメメリリリリカカカカ、、、、ドドドドイイイイツツツツあたあたあたあたりりりりではではではでは、、、、発発発発電電電電ココココストストストストにににに関関関関してはしてはしてはしては石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力ととととほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじ、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力よよよよりりりり安安安安くなっているとくなっているとくなっているとくなっていると言言言言われているというかわれているというかわれているというかわれているというか、、、、そういうそういうそういうそういうデデデデータがあータがあータがあータがありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、そこにはそこにはそこにはそこには、、、、系統系統系統系統にににに関関関関するするするする費用費用費用費用ををををだだだだれがどういうれがどういうれがどういうれがどういうふふふふうにうにうにうに負担負担負担負担するかというするかというするかというするかという、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電にににに対対対対してはプラスアルフしてはプラスアルフしてはプラスアルフしてはプラスアルファァァァののののココココストストストストがかかるがかかるがかかるがかかる。。。。たたたただだだだ、、、、同同同同時時時時にににに、、、、石石石石炭炭炭炭とかとかとかとか原子原子原子原子力力力力にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、石石石石炭炭炭炭にににに関関関関してはしてはしてはしては二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素やややや大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染ののののココココストをストをストをストをほほほほんんんんとうにすとうにすとうにすとうにすべべべべてててて発発発発電電電電ココココストのストのストのストの中中中中にににに入入入入っているかっているかっているかっているか。。。。少少少少なくともなくともなくともなくとも炭炭炭炭素素素素税税税税のなのなのなのないいいい日日日日本本本本ではではではでは入入入入っていないということがあっていないということがあっていないということがあっていないということがありりりりますしますしますしますし、、、、原子原子原子原子力力力力にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、数百万数百万数百万数百万年年年年にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶ核核核核廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物やややや事事事事故故故故ののののリリリリスクがスクがスクがスクがほほほほんんんんとうにすとうにすとうにすとうにすべべべべてててて入入入入っているかっているかっているかっているか。。。。最近最近最近最近のののの EU のスタのスタのスタのスタディディディディーによーによーによーによるとるとるとると、、、、例例例例ええええばばばばフランスのフランスのフランスのフランスの原子原子原子原子力発力発力発力発電所電所電所電所のののの事事事事故故故故ののののリリリリスクをすスクをすスクをすスクをすべべべべてててて保保保保険険険険でカでカでカでカババババーしようとするーしようとするーしようとするーしようとするとととと、、、、フランスのフランスのフランスのフランスの発発発発電電電電ココココストはストはストはストは大体大体大体大体 3 倍倍倍倍になるというになるというになるというになるというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今はそれをみはそれをみはそれをみはそれをみんんんんなななな目目目目ををををつつつつぶぶぶぶってってってって原子原子原子原子力力力力のののの事事事事故故故故ののののリリリリスクスクスクスク、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のカタストロフのカタストロフのカタストロフのカタストロフィィィィックなックなックなックなココココストをストをストをストを払払払払わずにきているわずにきているわずにきているわずにきている、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは炭炭炭炭素素素素税税税税としてちとしてちとしてちとしてちょょょょっとっとっとっと乗乗乗乗せているせているせているせているだだだだけですけですけですけですがががが、、、、それをそれをそれをそれを保保保保険険険険というというというという、、、、今今今今我我我我々々々々がががが持持持持っているっているっているっている金融金融金融金融工工工工学的学的学的学的におにおにおにお金金金金のののの形形形形にににに直直直直してしてしてして、、、、それをすそれをすそれをすそれをすべべべべてててて発発発発電電電電料料料料でででで電電電電力会力会力会力会社社社社がががが払払払払えというとえというとえというとえというと、、、、実実実実はははは相相相相当高当高当高当高くなるというスタくなるというスタくなるというスタくなるというスタディディディディーがーがーがーが最近最近最近最近出出出出始始始始めてめてめてめているのでいるのでいるのでいるので、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、ほほほほんんんんとうはとうはとうはとうは何何何何ががががココココストなのかということをまずストなのかということをまずストなのかということをまずストなのかということをまず考考考考えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要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いますいますいますいます。。。。 

  鳥鳥鳥鳥のののの話話話話もももも、、、、実実実実はこれはこれはこれはこれ、、、、話話話話せせせせばばばば長長長長いいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際にそういうにそういうにそういうにそういう事事事事故故故故はあはあはあはありりりりますがますがますがますが、、、、一言一言一言一言でででで言言言言うとうとうとうと、、、、例例例例ええええばデばデばデばデンンンンママママークのークのークのークの事事事事例例例例でででで言言言言ええええばばばば、、、、デデデデンンンンママママークというのはークというのはークというのはークというのは一一一一番風番風番風番風車車車車のののの密度密度密度密度がががが高高高高いのであれですけれどもいのであれですけれどもいのであれですけれどもいのであれですけれども、、、、風風風風車車車車 1 基基基基当当当当たたたたりりりり 1 年年年年間間間間でででで 2 羽羽羽羽からからからから 4 羽羽羽羽ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの鳥鳥鳥鳥ががががぶぶぶぶつつつつかかかかるるるるだろだろだろだろうとうとうとうと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。たたたただだだだ、、、、デデデデンンンンママママークークークーク全全全全体体体体でででで 1 年年年年間間間間にににに 200 万万万万羽羽羽羽のののの鳥鳥鳥鳥がががが人人人人為為為為現現現現象象象象でででで
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死死死死亡亡亡亡するするするする。。。。そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの風風風風車車車車によるによるによるによる影響影響影響影響はははは大体大体大体大体 1％％％％、、、、最最最最大大大大のののの影響影響影響影響はははは自動自動自動自動車車車車事事事事故故故故、、、、それからそれからそれからそれから人工人工人工人工的的的的なななな建造建造建造建造物物物物、、、、送送送送電電電電線線線線、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは電車電車電車電車といったといったといったといった、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが 99％％％％をををを占占占占めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、風風風風車車車車のののの事事事事故故故故がないわけではないががないわけではないががないわけではないががないわけではないが、、、、例例例例ええええばばばば自動自動自動自動車車車車によるによるによるによる生生生生息息息息環境環境環境環境のののの影響影響影響影響とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういったこともこともこともことも考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があがあがあがありりりりますしますしますしますし、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上にににに地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった問問問問題題題題でもうでもうでもうでもう生生生生態態態態系系系系そのものがそのものがそのものがそのものが基盤基盤基盤基盤からからからから崩崩崩崩れようとしているれようとしているれようとしているれようとしている、、、、そういうそういうそういうそういうリリリリスクもあわせてスクもあわせてスクもあわせてスクもあわせて考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、もっともっともっともっと多多多多面面面面的的的的にににに考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがあるだろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  EU にににに関関関関するするするする自自自自然然然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デデデデータータータータ、、、、これはちこれはちこれはちこれはちょょょょっとっとっとっと今今今今正正正正確確確確ななななデデデデータはータはータはータは、、、、調調調調べべべべれれれればばばばすすすすぐぐぐぐ出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、一次一次一次一次エネルギーではエネルギーではエネルギーではエネルギーでは 6％％％％をををを 12％％％％にににに、、、、オオオオントラックですからントラックですからントラックですからントラックですから、、、、多多多多分今分今分今分今八八八八、、、、九九九九％％％％ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで来来来来ているているているているだろだろだろだろうとうとうとうと。。。。電電電電力力力力におけるにおけるにおけるにおける自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー比比比比もももも、、、、このこのこのこの 14％％％％からからからから 22％％％％ののののオオオオントラックですからントラックですからントラックですからントラックですから、、、、今今今今多多多多分分分分 20%近近近近くまでくまでくまでくまで来来来来ているはずですているはずですているはずですているはずです。。。。電電電電力力力力におけるにおけるにおけるにおける自自自自然然然然エネルギエネルギエネルギエネルギーのーのーのーの中中中中でダムでダムでダムでダム式水式水式水式水力力力力のののの占占占占めるめるめるめる比比比比率率率率はははは、、、、初期初期初期初期のののの 14％％％％からからからから増増増増えていないはずですえていないはずですえていないはずですえていないはずです。。。。これはこれはこれはこれは増増増増ややややすすすす対象対象対象対象にににに入入入入っていないっていないっていないっていない。。。。ということでということでということでということで、、、、ちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれは正正正正確確確確なななな数字数字数字数字はまたはまたはまたはまたデデデデータにータにータにータに当当当当たったったったっておておておてお答答答答えしますえしますえしますえします…………。。。。 

  ドドドドイイイイツツツツのののの雇雇雇雇用用用用がががが 13万万万万人人人人、、、、これはこれはこれはこれは自自自自然然然然エネルギーはまずエネルギーはまずエネルギーはまずエネルギーはまず人人人人間集間集間集間集約約約約的的的的であるであるであるである。。。。まあまあまあまあ、、、、設設設設備備備備産産産産業業業業であであであでありりりり、、、、人人人人間集間集間集間集約約約約的的的的であであであでありりりり、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスなスなスなスなんんんんかもかもかもかも燃燃燃燃料料料料をとってくるのにをとってくるのにをとってくるのにをとってくるのに人人人人間集間集間集間集約約約約的的的的であであであであるということがまずるということがまずるということがまずるということがまず第第第第 1 ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、13万万万万人人人人というというというという雇雇雇雇用用用用のののの数数数数のののの大大大大きさもそうきさもそうきさもそうきさもそうななな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、、、、ドドドドイイイイツツツツはははは石石石石炭炭炭炭とととと原子原子原子原子力力力力でででで合合合合わせてわせてわせてわせて 7 万万万万人人人人くらいとくらいとくらいとくらいと言言言言われていますのわれていますのわれていますのわれていますのでででで、、、、もうそれのもうそれのもうそれのもうそれの倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの雇雇雇雇用用用用をををを生生生生んんんんでいるということですがでいるということですがでいるということですがでいるということですが、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上にににに、、、、ややややっているっているっているっている人人人人がものすがものすがものすがものすごごごごくくくく、、、、雇雇雇雇用用用用のののの量量量量だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、質質質質、、、、ややややっているっているっているっている人人人人がみがみがみがみんんんんなななな自分自分自分自分のののの仕仕仕仕事事事事にににに誇誇誇誇りりりりをををを持持持持っているっているっているっている、、、、このことがすこのことがすこのことがすこのことがすごごごごくくくく、、、、質質質質もももも高高高高いということもあわせていということもあわせていということもあわせていということもあわせて考考考考えていたえていたえていたえていただだだだいたらいいたらいいたらいいたらい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。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、日日日日本本本本のののの自自自自然然然然へへへへのののの提提提提案案案案のののの話話話話とととと市民市民市民市民出出出出資資資資のののの事事事事例例例例。。。。これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは先先先先ほほほほどのどのどのどの私私私私のののの講演講演講演講演のののの後後後後半半半半でででで飛飛飛飛ばばばばしたとこしたとこしたとこしたところろろろでででで、、、、先先先先ほほほほどどどど末吉末吉末吉末吉環境環境環境環境部長部長部長部長がががが引引引引用用用用されたされたされたされた、、、、長長長長野県野県野県野県のののの飯田飯田飯田飯田市市市市のののの事事事事例例例例。。。。それからそれからそれからそれから、、、、去去去去年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始めためためためた岡山岡山岡山岡山県県県県のののの備前備前備前備前市市市市、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりりりりはまさにはまさにはまさにはまさに市民市民市民市民出出出出資資資資をををを調調調調達達達達しながらエネルギーしながらエネルギーしながらエネルギーしながらエネルギー事業会社事業会社事業会社事業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、、、、かなかなかなかなりりりりきめきめきめきめ細細細細かいかいかいかいビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルとルとルとルと金融金融金融金融モデモデモデモデルをルをルをルを組組組組みみみみ込込込込みながらみながらみながらみながら、、、、行行行行政政政政とととと非非非非常常常常にににに密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら――――――――というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお金金金金はははは行行行行政政政政はははは使使使使うううう必要必要必要必要ないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、おおおお金金金金をををを使使使使うかわうかわうかわうかわりりりりにににに、、、、制制制制度的度的度的度的なななな、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行行行行政政政政のののの取取取取りりりり決決決決めめめめ的的的的なななな、、、、いいいいろんろんろんろんなななな支支支支援援援援策策策策をすることによってをすることによってをすることによってをすることによって地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー事業会社事業会社事業会社事業会社をきちをきちをきちをきちんんんんとととと健健健健全全全全にににに運運運運営営営営していくことができますのでしていくことができますのでしていくことができますのでしていくことができますので、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを、、、、行行行行政政政政とととと地地地地元元元元のののの NGO、、、、それからそれからそれからそれから事業者事業者事業者事業者、、、、工務工務工務工務店店店店のののの方方方方々々々々、、、、それからそれからそれからそれから商商商商店店店店街街街街、、、、商工商工商工商工会議会議会議会議所所所所のののの方方方方々々々々とかなとかなとかなとかなりりりり密接密接密接密接なななな協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら地域地域地域地域のののの事業体事業体事業体事業体というものをというものをというものをというものを、、、、一一一一応応応応 15 年年年年からからからから 20 年年年年のののの市民市民市民市民出出出出資資資資がががが担担担担保保保保されるようなされるようなされるようなされるような事業事業事業事業というのがというのがというのがというのが、、、、今今今今 2つつつつ目目目目がようがようがようがようややややくできくできくできくできつつつつつつつつあるというあるというあるというあるという形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。それがミクロなそれがミクロなそれがミクロなそれがミクロな事事事事例例例例ですですですです。。。。 

  もうもうもうもう 1 つつつつ、、、、ママママクロなクロなクロなクロな事事事事例例例例でででで私私私私がががが言言言言いいいい忘忘忘忘れたのはれたのはれたのはれたのは、、、、東東東東京都京都京都京都とかとかとかとか横横横横浜浜浜浜市市市市とかとかとかとか、、、、まさにまさにまさにまさに大大大大きなきなきなきな政策政策政策政策でででで、、、、つつつつままままりりりり国国国国よよよよりりりりももうちももうちももうちももうちょょょょっとっとっとっと中中中中間間間間のののの、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体レベレベレベレベルでルでルでルで自自自自然然然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 20％％％％、、、、これはこれはこれはこれは東東東東京都京都京都京都がががが今今今今、、、、このこのこのこの春春春春にににに答答答答申申申申をををを出出出出そうとしていますがそうとしていますがそうとしていますがそうとしていますが、、、、一次一次一次一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーベベベベースでースでースでースで自自自自然然然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 20％％％％利用利用利用利用していくしていくしていくしていく。。。。佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県ではではではでは 10％％％％、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと半半半半分分分分になになになになりりりりますがますがますがますが。。。。それをそれをそれをそれを、、、、単単単単にににに言言言言ううううだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、具具具具体的体的体的体的にににに実現実現実現実現をしていくをしていくをしていくをしていく仕仕仕仕組組組組みもあわせてみもあわせてみもあわせてみもあわせて導導導導入入入入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うようないうようないうようないうような事事事事例例例例がががが、、、、私私私私もアもアもアもアドバドバドバドバイイイイザザザザーでかかわーでかかわーでかかわーでかかわりりりりながらながらながらながら、、、、始始始始ままままりつつりつつりつつりつつあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、北欧北欧北欧北欧のののの試試試試みがみがみがみが飛飛飛飛びびびび火火火火をしてをしてをしてをして、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも幾幾幾幾つつつつかかかか実現実現実現実現ししししつつつつつつつつあるというあるというあるというあるという事事事事例例例例もあもあもあもありりりりますがますがますがますが、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい話話話話はまたどこかのはまたどこかのはまたどこかのはまたどこかの機機機機会会会会でおでおでおでお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりががががとうとうとうとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 
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伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、19名名名名のののの方方方方からからからから 30件件件件のののの質質質質問問問問がががが来来来来ておておておておりりりりますますますます。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん限限限限らららられたれたれたれた時間時間時間時間内内内内にににに全部全部全部全部ののののごごごご質質質質問問問問におにおにおにお答答答答えするというわけにはいきませえするというわけにはいきませえするというわけにはいきませえするというわけにはいきませんんんん。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今今今今 4 時時時時半半半半をををを回回回回ったとこったとこったとこったところろろろでででで、、、、4時時時時 55 分分分分にはにはにはには終終終終わわわわりりりりたいとたいとたいとたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、大大大大変心苦変心苦変心苦変心苦しいしいしいしいんんんんですがですがですがですが、、、、かなかなかなかなりりりり絞絞絞絞らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、残残残残りりりりのののの質質質質問問問問ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、インタインタインタインターネットでーネットでーネットでーネットで公公公公開開開開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。。。。でもでもでもでも、、、、何何何何よよよよりりりりもももも大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、ききききょょょょうのうのうのうの催催催催しというのしというのしというのしというのはははは、、、、デデデデンンンンママママークにークにークにークにココココンンンンセセセセンサスンサスンサスンサス会議会議会議会議とととというのがあるいうのがあるいうのがあるいうのがあるんんんんですがですがですがですが、、、、市民市民市民市民がががが行動行動行動行動していくためのしていくためのしていくためのしていくための勉勉勉勉強会強会強会強会というかというかというかというか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ情情情情報報報報をををを得得得得るるるる場場場場のののの提提提提供供供供ということですということですということですということです。。。。専専専専門門門門家家家家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情情情情報報報報をををを得得得得るるるる、、、、それをそれをそれをそれを通通通通じじじじてててて勉勉勉勉強強強強してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして判判判判断断断断するのはするのはするのはするのは自分自自分自自分自自分自身身身身ということですということですということですということです。。。。私私私私たちたちたちたちのののの今今今今までのまでのまでのまでの教育教育教育教育というのはというのはというのはというのは、、、、すすすすぐぐぐぐにとらのにとらのにとらのにとらの巻巻巻巻をあけてをあけてをあけてをあけて答答答答えをえをえをえを欲欲欲欲しがるというようなとこしがるというようなとこしがるというようなとこしがるというようなところろろろががががごごごございますざいますざいますざいます。。。。でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、とらのとらのとらのとらの巻巻巻巻をあけれをあけれをあけれをあければばばば答答答答えがえがえがえが出出出出ているというもているというもているというもているというものではなくのではなくのではなくのではなく、、、、一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが考考考考えてえてえてえて、、、、納納納納得得得得してしてしてして行動行動行動行動していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、そのためのそのためのそのためのそのための参考参考参考参考というかというかというかというか、、、、助助助助けになれけになれけになれけになればばばばというのがこのというのがこのというのがこのというのがこの催催催催しのしのしのしの目目目目的的的的のののの一一一一つつつつでもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。 

  そこでそこでそこでそこで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単なななな質質質質問問問問をををを選選選選ばばばばせていたせていたせていたせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。普普普普通通通通によくによくによくによく聞聞聞聞かれるかれるかれるかれる質質質質問問問問ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、奥奥奥奥島島島島様様様様へへへへですがですがですがですが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス燃燃燃燃料料料料ををををガソガソガソガソリリリリンにンにンにンに 3％％％％しかしかしかしか混混混混合合合合できないのはできないのはできないのはできないのはななななぜぜぜぜですかということですですかということですですかということですですかということです。。。。 

 奥奥奥奥島島島島室室室室長長長長 

  今今今今、、、、日日日日本本本本でのことなでのことなでのことなでのことなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これはこれはこれはこれは 3％％％％がががが今今今今法法法法律律律律でででで決決決決まっているまっているまっているまっている JIS規規規規格格格格とととと品品品品格格格格法法法法とととというのがあいうのがあいうのがあいうのがありりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは商商商商売売売売できますよというできますよというできますよというできますよという中中中中でででで、、、、法法法法律律律律でででで決決決決められているのがめられているのがめられているのがめられているのが今今今今 3％％％％。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、これなこれなこれなこれなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、エタエタエタエタノノノノールもールもールもールも化学化学化学化学式式式式でででで言言言言うとうとうとうと C2H5OH とととと、、、、酸酸酸酸素素素素があるがあるがあるがあるんんんんですですですですねねねね。。。。含含含含有有有有酸酸酸酸素素素素燃燃燃燃料料料料ということになということになということになということになっていましてっていましてっていましてっていまして、、、、昔昔昔昔ガガガガイイイイヤヤヤヤックスというックスというックスというックスという、、、、10 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、、、、人工人工人工人工ガソガソガソガソリリリリンというンというンというンというやつやつやつやつでででで入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、低低低低ガソガソガソガソリリリリンでンでンでンで、、、、揮揮揮揮発発発発油税油税油税油税もくもくもくもくぐぐぐぐりりりり抜抜抜抜けけけけてててて、、、、出出出出ていってていってていってていって、、、、エンジンががたがたになったとエンジンががたがたになったとエンジンががたがたになったとエンジンががたがたになったと。。。。これもこれもこれもこれも含含含含有有有有酸酸酸酸素素素素量量量量がががが非非非非常常常常にににに多多多多いいいい燃燃燃燃料料料料だだだだったったったったんんんんですですですです。。。。それをそれをそれをそれを排排排排除除除除しようというのがしようというのがしようというのがしようというのが 1つつつつののののねねねねらいらいらいらいだだだだとととと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、今今今今 15％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだとととと思思思思ううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そういうそういうそういうそういう規定規定規定規定されてされてされてされて、、、、逆逆逆逆算算算算するとするとするとすると、、、、エタエタエタエタノノノノールはールはールはールは 3％％％％以以以以下下下下だだだだということになっていましてということになっていましてということになっていましてということになっていまして、、、、エタエタエタエタノノノノールであれールであれールであれールであればばばば 3％％％％以以以以下下下下はいいですよというはいいですよというはいいですよというはいいですよという法法法法律律律律がががが今今今今決決決決められているめられているめられているめられているんんんんですですですです。。。。それであれそれであれそれであれそれであればばばば、、、、通常通常通常通常のののの車車車車にににに乗乗乗乗ってもってもってもっても大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですというですというですというですという法法法法律律律律にににに日日日日本本本本ではなっていますではなっていますではなっていますではなっています。。。。 

  外外外外国国国国のののの場場場場合合合合はどうかというとはどうかというとはどうかというとはどうかというと、、、、10％％％％もももも 5％％％％もあるわけでもあるわけでもあるわけでもあるわけで、、、、これはこれはこれはこれは先進国先進国先進国先進国というかというかというかというか、、、、先進国先進国先進国先進国はもうはもうはもうはもう 10％％％％もももも 100％％％％もももも動動動動いているわけでいているわけでいているわけでいているわけで、、、、それにそれにそれにそれに対応対応対応対応するするするする車車車車ををををつつつつくっているということでくっているということでくっているということでくっているということですすすすねねねね。。。。一一一一応応応応アアアアメメメメリリリリカのカのカのカの輸輸輸輸入入入入車車車車のののの規定規定規定規定というのはというのはというのはというのは、、、、日日日日本本本本からもそうですがからもそうですがからもそうですがからもそうですが、、、、外外外外国国国国車車車車両両両両ははははE10％％％％、、、、
10％％％％エタエタエタエタノノノノールがールがールがールが入入入入っていてもっていてもっていてもっていても大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫なななな車車車車でないとでないとでないとでないとだだだだめですよというめですよというめですよというめですよという条件条件条件条件がががが入入入入っているっているっているっているんんんんですですですです。。。。日日日日本本本本のののの輸輸輸輸出車出車出車出車両両両両もすもすもすもすべべべべてててて E10％％％％仕仕仕仕様車様車様車様車ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、分分分分けてけてけてけてつつつつくっているわけでくっているわけでくっているわけでくっているわけではないはないはないはないんんんんでででで、、、、基本的基本的基本的基本的にはそれはにはそれはにはそれはにはそれは対応対応対応対応できますができますができますができますが、、、、今今今今法法法法律律律律のののの問問問問題題題題がそこにがそこにがそこにがそこに来来来来ているというこているというこているというこているということですとですとですとですねねねね。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  はいはいはいはい。。。。ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは 100％％％％エタエタエタエタノノノノールールールール車車車車もももも走走走走っていますっていますっていますっています。。。。日日日日本本本本のののの車車車車ののののメメメメーカーのーカーのーカーのーカーの技術技術技術技術もももも、、、、
10％％％％もももも可能可能可能可能だだだだけどけどけどけど、、、、法法法法律律律律がががが 3％％％％しかしかしかしか認認認認めていないということでしためていないということでしためていないということでしためていないということでした。。。。 
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  次次次次にににに、、、、電電電電力力力力のののの與儀與儀與儀與儀様様様様。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄でもでもでもでも、、、、ググググリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力、、、、風風風風力力力力のののの電電電電気気気気のののの買買買買いいいい上上上上げげげげをしているのでをしているのでをしているのでをしているのですかすかすかすか。。。。 

 與儀與儀與儀與儀部長部長部長部長 

  はいはいはいはい。。。。買買買買いいいい上上上上げげげげ、、、、していますしていますしていますしています。。。。それとまたそれとまたそれとまたそれとまた太陽太陽太陽太陽光光光光もももも買買買買いいいい上上上上げげげげしていますしていますしていますしています。。。。簡簡簡簡単単単単なななな答答答答えでえでえでえですがすがすがすが……………………。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  はいはいはいはい。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。普普普普通通通通にににに、、、、一一一一般般般般のののの人人人人がががが持持持持つつつつようなようなようなような疑疑疑疑問問問問ということですということですということですということです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、高平高平高平高平様様様様、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ののののほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの原原原原因因因因はははは CO2 ではなくではなくではなくではなく、、、、太陽太陽太陽太陽活動活動活動活動、、、、つつつつままままりりりり太太太太陽陽陽陽黒黒黒黒点点点点のののの影響影響影響影響であるというであるというであるというであるという説説説説があるがあるがあるがあるんんんんですがですがですがですが、、、、ほほほほんんんんとうでしとうでしとうでしとうでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 高平高平高平高平部長部長部長部長 

  そちらのそちらのそちらのそちらのほほほほうはうはうはうはほほほほんんんんとうのとうのとうのとうの専専専専門門門門家家家家ではないではないではないではないんんんんですがですがですがですが、、、、統統統統計計計計的的的的にににに見見見見てててて、、、、太陽太陽太陽太陽のののの活動活動活動活動によるによるによるによる変変変変動動動動というのもというのもというのもというのも確確確確かにあるとはかにあるとはかにあるとはかにあるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、特特特特にこのにこのにこのにこの近近近近年年年年のグーッとしたのグーッとしたのグーッとしたのグーッとした上上上上昇昇昇昇というのはというのはというのはというのは、、、、たたたただだだだ単単単単にににに太陽太陽太陽太陽活動活動活動活動のののの変変変変化化化化だだだだけでけでけでけで説説説説明明明明できるものではないできるものではないできるものではないできるものではないんじんじんじんじゃゃゃゃないかというのがないかというのがないかというのがないかというのが大方大方大方大方のののの見見見見方方方方でででで、、、、近近近近年年年年ははははややややははははりりりり温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの影響影響影響影響がががが高高高高いであいであいであいであろろろろうということがうということがうということがうということが大方大方大方大方のののの見見見見方方方方ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、いまいまいまいまだだだだにににに、、、、ままままだだだだ若若若若干干干干 CO2 とととと温暖化温暖化温暖化温暖化はははは関関関関係係係係ないとないとないとないと言言言言うううう方方方方々々々々もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるとはるとはるとはるとは思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ほほほほととととんんんんどはどはどはどは、、、、今今今今もうもうもうもう CO2 であるであるであるである、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスがスがスがスが原原原原因因因因であるとされていますであるとされていますであるとされていますであるとされています。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  ややややははははりりりり最近最近最近最近のののの増増増増ええええ方方方方をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、太陽太陽太陽太陽のののの黒黒黒黒点点点点だだだだけではけではけではけでは説説説説明明明明できないというのはできないというのはできないというのはできないというのは、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上のののの温暖化温暖化温暖化温暖化があるということですがあるということですがあるということですがあるということですねねねね。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、末吉末吉末吉末吉部長部長部長部長ののののほほほほうにうにうにうに、、、、今今今今後後後後もエネルギーにもエネルギーにもエネルギーにもエネルギーに関関関関するするするする学学学学習習習習・・・・授授授授業業業業をををを小小小小学学学学校校校校のののの環境環境環境環境教教教教育育育育にににに取取取取りりりり入入入入れていくというかれていくというかれていくというかれていくというか、、、、展開展開展開展開していくしていくしていくしていく予予予予定定定定はあはあはあはありりりりますかますかますかますか。。。。 

 末吉末吉末吉末吉部長部長部長部長 

  はいはいはいはい。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題ははははややややははははりりりり小小小小さいこさいこさいこさいころろろろからからからからややややっていくということがっていくということがっていくということがっていくということが効効効効果果果果があるとがあるとがあるとがあると言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。そういうことではそういうことではそういうことではそういうことでは、、、、私私私私たちもたちもたちもたちも環境環境環境環境教育教育教育教育をををを重重重重視視視視しながらしながらしながらしながら実施実施実施実施ししししていくていくていくていく予予予予定定定定にしておにしておにしておにしておりりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会独独独独自自自自でそのでそのでそのでその取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも実施実施実施実施しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会とタイアップしながらとタイアップしながらとタイアップしながらとタイアップしながら実施実施実施実施しますしますしますします。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、たしかたしかたしかたしか 3 年年年年生生生生かかかか 4 年年年年生生生生にににに、、、、先先先先ほほほほどどどどリリリリサイクルプラサイクルプラサイクルプラサイクルプラザザザザのののの講講講講座座座座のののの写真写真写真写真があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、そういうそういうそういうそういう授授授授業業業業のののの中中中中にそれをにそれをにそれをにそれを取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる学年学年学年学年があがあがあがありりりりますますますます。。。。それもそれもそれもそれも利用利用利用利用しながらしながらしながらしながら、、、、先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、新新新新焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの中中中中でまたでまたでまたでまた充充充充実実実実したしたしたした学学学学習習習習施設施設施設施設があがあがあが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利用利用利用利用しながらしながらしながらしながら展開展開展開展開していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございますざいますざいますざいます。。。。ほほほほんんんんととととうにたくさうにたくさうにたくさうにたくさんんんんののののごごごご質質質質問問問問をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、そのそのそのそのほほほほととととんんんんどをカどをカどをカどをカットしなけれットしなけれットしなけれットしなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという時間時間時間時間のののの制制制制限限限限ががががごごごございますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、大大大大変心苦変心苦変心苦変心苦しいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、イイイインターネットでンターネットでンターネットでンターネットで、、、、1 カカカカ月以内月以内月以内月以内ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで回回回回答答答答をををを準備準備準備準備していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのそのほほほほかかかかにもにもにもにもごごごご質質質質問問問問等等等等ごごごございましたらざいましたらざいましたらざいましたら、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお寄寄寄寄せくせくせくせくだだだださいさいさいさい。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、これまでのパネラーのこれまでのパネラーのこれまでのパネラーのこれまでのパネラーのごごごご発言等発言等発言等発言等をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、最最最最後後後後にきにきにきにきょょょょうのまとめうのまとめうのまとめうのまとめ、、、、あるあるあるある
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いはいはいはいは会会会会場場場場におにおにおにお集集集集ままままりりりりのののの方方方方々々々々へへへへのののの提言提言提言提言とかとかとかとか、、、、あああありりりり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一一一一、、、、二二二二分分分分程程程程度度度度でおでおでおでお願願願願いいいいしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最後後後後にまたにまたにまたにまた、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、ままままだだだだままままだだだだ言言言言いいいい足足足足りりりりなななないことがいことがいことがいことが飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生ののののほほほほうもおあうもおあうもおあうもおありりりりということですということですということですということです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは沖縄沖縄沖縄沖縄へへへへアアアアドバドバドバドバイスイスイスイス等等等等あああありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、ぜひぜひぜひぜひ伺伺伺伺いたいということでいたいということでいたいということでいたいということで、、、、最最最最後後後後にににに飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生ののののほほほほうからもうからもうからもうからもココココメメメメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、順順順順序序序序よくよくよくよく、、、、坂坂坂坂本本本本様様様様ののののほほほほうからおうからおうからおうからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 坂坂坂坂本本本本プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー 

  先先先先ほほほほどどどど私私私私、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントでイントでイントでイントでごごごご説説説説明明明明をををを 1 つつつつしなかったしなかったしなかったしなかったんんんんですがですがですがですが、、、、そちらからもそちらからもそちらからもそちらからもごごごご指指指指摘摘摘摘ががががあったあったあったあったんんんんですがですがですがですが、、、、広広広広いいいい意意意意味味味味のののの環境活動環境活動環境活動環境活動というのはというのはというのはというのは、、、、義務義務義務義務的的的的にににに考考考考えないでえないでえないでえないで、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく考考考考えてえてえてえていいいいかなけれかなけれかなけれかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。最近最近最近最近、、、、ロロロロハハハハスというスというスというスという言葉言葉言葉言葉、、、、ごごごご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。これこれこれこれはははは Lifestyle of Health and Sustainability というというというという意意意意味味味味でででですがすがすがすが、、、、アアアアメメメメリリリリカでカでカでカでココココンンンンセセセセプトがプトがプトがプトが広広広広がっがっがっがってきたてきたてきたてきたんんんんですですですですねねねね。。。。今今今今、、、、すすすすばばばばらしいこういうらしいこういうらしいこういうらしいこういう活動活動活動活動をみをみをみをみんんんんながながながなが支支支支ええええ合合合合えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。もちもちもちもちろんろんろんろん義務義務義務義務的的的的にしなけれにしなけれにしなけれにしなければばばばいけないとこいけないとこいけないとこいけないところろろろもあるもあるもあるもあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それをそれをそれをそれを自分自分自分自分がががが楽楽楽楽ししししむむむむためためためためににににももももぜひぜひぜひぜひ進進進進めていためていためていためていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばばもっともっとこれがもっともっとこれがもっともっとこれがもっともっとこれが力強力強力強力強いいいい活動活動活動活動になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  それともうそれともうそれともうそれともう 1 つつつつ、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの問問問問題題題題ががががごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションの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フォーフォーフォーフォーラムのラムのラムのラムの中中中中にもにもにもにも、、、、1つつつつのののの NPO ががががごごごございますしざいますしざいますしざいますし、、、、またまたまたまた、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がサがサがサがサポポポポートしているグループートしているグループートしているグループートしているグループもあるもあるもあるもあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、子子子子供供供供はははは家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで大大大大きいきいきいきい推進力推進力推進力推進力になになになになりりりりますますますます。。。。環境環境環境環境省省省省でしたでしでしたでしでしたでしでしたでしょょょょうかうかうかうか、、、、家庭家庭家庭家庭のののの中中中中でででで子子子子供供供供環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣ををををつつつつくくくくろろろろうよといううよといううよといううよという 1 つつつつのののの運運運運動動動動がががが出出出出ておておておておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、子子子子供供供供はははは社会社会社会社会をををを変変変変えるえるえるえる非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな力力力力になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも那覇市那覇市那覇市那覇市のののの大大大大きなきなきなきな環境環境環境環境教育教育教育教育のののの中中中中にもにもにもにもごごごご配慮配慮配慮配慮いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばあああありりりりがたいなとがたいなとがたいなとがたいなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

 奥奥奥奥島島島島室室室室長長長長     先先先先ほほほほどからどからどからどから、、、、燃燃燃燃料用料用料用料用エタエタエタエタノノノノールなールなールなールなんんんんですがですがですがですが、、、、ガソガソガソガソリリリリンエンジンがンエンジンがンエンジンがンエンジンが最初最初最初最初にににに出出出出たたたた、、、、フォーフォーフォーフォードドドドががががつつつつくっときにくっときにくっときにくっときに、、、、ガソガソガソガソリリリリンエンジンとはンエンジンとはンエンジンとはンエンジンとは言言言言わないでわないでわないでわないで、、、、あのときはあのときはあのときはあのときはピュピュピュピュアなエタアなエタアなエタアなエタノノノノールでールでールでールで走走走走っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね、、、、アアアアメメメメリリリリカでカでカでカで走走走走ったのはったのはったのはったのは。。。。ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその当時当時当時当時はまはまはまはまだだだだ化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料がががが出出出出ていていていていないときでないときでないときでないときで、、、、エタエタエタエタノノノノールからールからールからールから今自動今自動今自動今自動車車車車がががが走走走走りりりり始始始始めたというめたというめたというめたという、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと皮皮皮皮肉肉肉肉なななな話話話話ななななんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、世世世世界界界界のエタのエタのエタのエタノノノノールのールのールのールの先進的先進的先進的先進的ににににややややっているっているっているっている、、、、まあまあまあまあ、、、、日日日日本本本本がががが後後後後進国進国進国進国のようなのようなのようなのような、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国みたいになっているみたいになっているみたいになっているみたいになっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のサトのサトのサトのサトウウウウキキキキビビビビというのはというのはというのはというのは、、、、1602 年年年年にににに中国中国中国中国からからからから入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、ずっとサトずっとサトずっとサトずっとサトウウウウキキキキビビビビををををつつつつくってきたわけですくってきたわけですくってきたわけですくってきたわけですねねねね。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であであであであるるるる。。。。今今今今でもでもでもでも現現現現存存存存としてあるはずなとしてあるはずなとしてあるはずなとしてあるはずなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それがそれがそれがそれがだんだんだんだんだんだんだんだん収収収収量量量量がががが落落落落ちていったちていったちていったちていったりりりりしていくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、何何何何とかもうとかもうとかもうとかもう一度地力一度地力一度地力一度地力をををを増増増増強強強強してしてしてして、、、、収収収収量量量量アップをしてアップをしてアップをしてアップをして、、、、それでそれでそれでそれで新新新新しくしくしくしく環境環境環境環境にににに貢献貢献貢献貢献できるようなエタできるようなエタできるようなエタできるようなエタノノノノールールールール事業事業事業事業とかとかとかとか、、、、またサトまたサトまたサトまたサトウウウウキキキキビビビビにににに含含含含まれているまれているまれているまれている生理生理生理生理活活活活性性性性成分成分成分成分といといといというのがうのがうのがうのが結結結結構構構構あああありりりりましてましてましてまして、、、、健康健康健康健康にいいものがにいいものがにいいものがにいいものが結結結結構構構構あああありりりりましてましてましてまして、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが副副副副次的産業次的産業次的産業次的産業にににに育育育育っていくっていくっていくっていく可能可能可能可能性性性性もあるわけでもあるわけでもあるわけでもあるわけで、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをををを含含含含めてですけれどもめてですけれどもめてですけれどもめてですけれども、、、、地域地域地域地域限限限限定定定定でででで、、、、沖沖沖沖縄縄縄縄でなけれでなけれでなけれでなければばばばできないようなできないようなできないようなできないような、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような事業事業事業事業モデモデモデモデルができないかなとルができないかなとルができないかなとルができないかなと思思思思ってってってって、、、、今今今今考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

 與儀與儀與儀與儀部長部長部長部長 

  先先先先ほほほほどまでどまでどまでどまで、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電、、、、これはクこれはクこれはクこれはクリリリリーンでーンでーンでーンで、、、、無無無無尽尽尽尽蔵蔵蔵蔵でででで、、、、魅魅魅魅力的力的力的力的なエネルなエネルなエネルなエネルギーではあギーではあギーではあギーではありりりりまままま
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すがすがすがすが、、、、自自自自然然然然のののの状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては出出出出力力力力がかながかながかながかなりりりり変変変変動動動動したしたしたしたりりりりしますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれを大大大大量量量量にににに系統系統系統系統へへへへ流流流流したしたしたした場場場場合合合合、、、、かなかなかなかなりりりり悪影響悪影響悪影響悪影響をををを与与与与えるえるえるえる場場場場合合合合もあもあもあもありりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、台台台台風風風風等自等自等自等自然然然然災災災災害時害時害時害時のののの、、、、設設設設備備備備がががが損損損損壊壊壊壊するなどのするなどのするなどのするなどのリリリリスクもスクもスクもスクも抱抱抱抱えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力としましとしましとしましとしましてはてはてはては、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま研究開発研究開発研究開発研究開発をををを通通通通してさまざまなしてさまざまなしてさまざまなしてさまざまなリリリリスクスクスクスクへへへへのののの対応対応対応対応策策策策をををを講講講講じじじじてててて、、、、新新新新エネのエネのエネのエネの導導導導入入入入にににに努努努努めていくめていくめていくめていく計画計画計画計画ででででごごごございますざいますざいますざいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話しするのをしするのをしするのをしするのを忘忘忘忘れたれたれたれたんんんんですがですがですがですが、、、、当当当当社社社社のののの研研研研究開発究開発究開発究開発、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発のののの紹介紹介紹介紹介ということでということでということでということで、、、、こういったパンフこういったパンフこういったパンフこういったパンフレレレレットもロットもロットもロットもロビビビビーのーのーのーのほほほほうにうにうにうに置置置置かせかせかせかせてもらっておてもらっておてもらっておてもらっておりりりりますますますますのでのでのでので、、、、もしもしもしもし余余余余りりりりがあがあがあがありりりりましたらましたらましたらましたら、、、、帰帰帰帰りりりり方方方方、、、、おおおお持持持持ちになってちになってちになってちになって、、、、後後後後ででででごごごごららららんんんんいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 高平高平高平高平部長部長部長部長 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生のスライのスライのスライのスライドドドドののののほほほほうにもあうにもあうにもあうにもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、パートナーというのがあパートナーというのがあパートナーというのがあパートナーというのがありりりりましてましてましてまして、、、、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地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、特特特特にににに環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむときにはときにはときにはときには、、、、もうもうもうもう地域地域地域地域のののの、、、、小小小小さなさなさなさな範範範範囲囲囲囲でででで、、、、行行行行政政政政、、、、市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業所所所所、、、、このこのこのこの三三三三者者者者がパートナーシップというがパートナーシップというがパートナーシップというがパートナーシップという、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの連連連連携携携携をとってをとってをとってをとってややややるということでないとるということでないとるということでないとるということでないと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく達達達達成成成成できないであできないであできないであできないであろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。まあまあまあまあ、、、、行行行行政政政政のののの立立立立場場場場としてはとしてはとしてはとしては、、、、例例例例ええええばばばば市民市民市民市民がががが省省省省エネするときのエネするときのエネするときのエネするときの助助助助けをけをけをけを公公公公的的的的にににに整備整備整備整備するするするする。。。。事業事業事業事業所所所所はははは、、、、そそそそれができるようなれができるようなれができるようなれができるような技術技術技術技術、、、、あるいはそういうものをあるいはそういうものをあるいはそういうものをあるいはそういうものを開発開発開発開発しながらしながらしながらしながら、、、、またまたまたまた PR していくというしていくというしていくというしていくという立立立立場場場場、、、、このこのこのこの三三三三者者者者のののの関係関係関係関係ですですですですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、おおおお互互互互いいいい情情情情報報報報交交交交換換換換するするするする。。。。このこのこのこの情情情情報報報報交交交交換換換換というのはというのはというのはというのは一一一一番番番番ややややっっっっぱぱぱぱりりりり基本基本基本基本にあるとにあるとにあるとにあると思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろ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必要必要必要必要があるがあるがあるがあるであであであであろろろろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、最最最最後後後後、、、、1つだつだつだつだけけけけ、、、、沖沖沖沖電電電電ささささんんんん、、、、これはこれはこれはこれは行行行行政政政政もそうなもそうなもそうなもそうなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお願願願願いしたいのはいしたいのはいしたいのはいしたいのは、、、、電電電電気気気気のののの買買買買いいいい取取取取りりりりですですですですねねねね。。。。1.35％％％％上上上上限限限限じじじじゃゃゃゃなくなくなくなくてててて、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけるようにけるようにけるようにけるように努努努努力力力力していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 末吉末吉末吉末吉部長部長部長部長 温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策ということにということにということにということにつつつついてないてないてないてなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ややややははははりりりり市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業所所所所、、、、行行行行政政政政ということでということでということでということで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが役割役割役割役割をををを認識認識認識認識してしてしてして行動行動行動行動にににに移移移移すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということで、、、、ききききょょょょうううう言言言言われているわわれているわわれているわわれているわけですけどけですけどけですけどけですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分だだだだけでけでけでけで変変変変えられないということでえられないということでえられないということでえられないということで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか踏踏踏踏みみみみ出出出出せせせせないということがあるかとないということがあるかとないということがあるかとないということがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市でもでもでもでもややややははははりりりり、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市だだだだけではどうもけではどうもけではどうもけではどうも変変変変わらなわらなわらなわらないというようなこともいというようなこともいというようなこともいというようなことも考考考考えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。当然当然当然当然にににに周辺周辺周辺周辺のののの市市市市町町町町村村村村、、、、それからそれからそれからそれから県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ももももちちちちろんろんろんろん国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場ででででややややっていくということになるかとっていくということになるかとっていくということになるかとっていくということになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たちもたちもたちもたちも及及及及ばばばばずながらゼロエミッションずながらゼロエミッションずながらゼロエミッションずながらゼロエミッション推推推推進進進進室室室室、、、、それからそれからそれからそれから温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策グループというものをグループというものをグループというものをグループというものを立立立立ちちちち上上上上げげげげながらながらながらながら施施施施策策策策をををを展開展開展開展開いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく始始始始めないとめないとめないとめないと進進進進まないというまないというまないというまないという感感感感じじじじががががあああありりりりましてましてましてまして、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市としてはとしてはとしてはとしては、、、、アナアナアナアナウウウウンスンスンスンス効効効効果果果果、、、、それからそれからそれからそれから先行自治体先行自治体先行自治体先行自治体としてのとしてのとしてのとしての、、、、事業事業事業事業としとしとしとしてのてのてのての施施施施策策策策をををを引引引引きききき続続続続きききき展開展開展開展開していきたいということをしていきたいということをしていきたいということをしていきたいということを考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。最最最最後後後後にににに飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生、、、、ココココメメメメントントントント、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 飯田所長飯田所長飯田所長飯田所長 

  皆皆皆皆ささささんんんんののののココココメメメメントをントをントをントを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、いいいいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが頭頭頭頭にににに浮浮浮浮かかかかんんんんでででで、、、、何何何何をををを申申申申しししし上上上上げげげげようかとようかとようかとようか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ていたっていたっていたっていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私のののの申申申申しししし上上上上げげげげたいことはたいことはたいことはたいことは大大大大体体体体皆皆皆皆ささささんんんんでででで尽尽尽尽きたきたきたきたんんんんでででですけどすけどすけどすけど、、、、そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、最最最最後後後後にににに 1 つつつつ申申申申しししし上上上上げげげげるとするとるとするとるとするとるとすると、、、、我我我我々々々々自自自自身身身身というかというかというかというか、、、、私自私自私自私自身身身身のののの行動行動行動行動
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原理原理原理原理でもあるでもあるでもあるでもあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リリリリアルワールアルワールアルワールアルワールドドドドというというというという言葉言葉言葉言葉があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、そのままそのままそのままそのまま、、、、現実現実現実現実のののの世世世世界界界界ですですですですねねねね。。。。要要要要はははは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど新新新新エネエネエネエネビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを策定策定策定策定されたされたされたされた。。。。日日日日本国本国本国本国じゅじゅじゅじゅういういういういろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで新新新新エネエネエネエネビビビビジョンというのをジョンというのをジョンというのをジョンというのを策定策定策定策定されているされているされているされているんんんんですがですがですがですが、、、、もともともともともともともともとビビビビジョンというジョンというジョンというジョンというのはのはのはのは、、、、日日日日本本本本語語語語だだだだとととと何何何何というかというかというかというか、、、、ふふふふわっとしてわっとしてわっとしてわっとして、、、、夢夢夢夢みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、英英英英語語語語本本本本来来来来がががが持持持持っているっているっているっているビビビビジョンというのはジョンというのはジョンというのはジョンというのは、、、、まさにまさにまさにまさに目目目目でででで、、、、実際実際実際実際にそのものがないけれどもにそのものがないけれどもにそのものがないけれどもにそのものがないけれども、、、、見見見見えるえるえるえる、、、、かなかなかなかなりりりり実実実実像像像像ののののあるものであるものであるものであるもので、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ、、、、例例例例えはえはえはえは悪悪悪悪いというかいというかいというかいというか、、、、私私私私、、、、ままままだだだだ行行行行ったことないったことないったことないったことないんんんんでででですがすがすがすが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ラスラスラスラスベガベガベガベガスのスのスのスの話話話話をををを前前前前にににに聞聞聞聞いたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、ラスラスラスラスベガベガベガベガスってスってスってスってほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに砂漠砂漠砂漠砂漠のののの真真真真んんんん中中中中にあるそうでにあるそうでにあるそうでにあるそうで、、、、全全全全くくくく砂漠砂漠砂漠砂漠のののの中中中中にあにあにあにあんんんんなななな豪豪豪豪華絢爛華絢爛華絢爛華絢爛なななな、、、、それがいいかどうかはともかくそれがいいかどうかはともかくそれがいいかどうかはともかくそれがいいかどうかはともかく、、、、それをあるそれをあるそれをあるそれをある 1 人人人人のののの実業実業実業実業家家家家がががが、、、、まさにそういうまさにそういうまさにそういうまさにそういうビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを見見見見てそれをてそれをてそれをてそれを実現実現実現実現したしたしたしたんだんだんだんだというというというという、、、、実現力実現力実現力実現力をををを後後後後ろろろろにににに持持持持っているっているっているっている言葉言葉言葉言葉ががががビビビビジョンなジョンなジョンなジョンなんだんだんだんだとととと。。。。 

  日日日日本本本本のののの場場場場合合合合はははは、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、紙紙紙紙にかいたこととにかいたこととにかいたこととにかいたことと、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに現実現実現実現実起起起起きていることきていることきていることきていること、、、、現実現実現実現実にするまでににするまでににするまでににするまでに何何何何層層層層もももも何何何何層層層層もいもいもいもいろんろんろんろんなものがあってなものがあってなものがあってなものがあって、、、、ややややははははりりりりビビビビジョンというものジョンというものジョンというものジョンというものにちにちにちにちゃゃゃゃんんんんとととと実現実現実現実現をするためのをするためのをするためのをするための力力力力とととと行動行動行動行動とととと、、、、あるいはいあるいはいあるいはいあるいはいろんろんろんろんなななな難難難難しいことのしいことのしいことのしいことの分分分分析析析析とととと、、、、それをそれをそれをそれをややややははははりりりり打打打打ちちちち破破破破るるるる知知知知恵恵恵恵、、、、そしてそのためのパートナーシップであそしてそのためのパートナーシップであそしてそのためのパートナーシップであそしてそのためのパートナーシップでありりりり、、、、またパートナーシップもたまにはまたパートナーシップもたまにはまたパートナーシップもたまにはまたパートナーシップもたまにはけけけけんんんんかをしたかをしたかをしたかをしたりりりり、、、、最最最最後後後後にににに 1.35％％％％をををを高高高高めましめましめましめましょょょょうよといううよといううよといううよという話話話話もあもあもあもありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、そういったこそういったこそういったこそういったこともともともとも含含含含めてチめてチめてチめてチャャャャレレレレンジをしていくンジをしていくンジをしていくンジをしていく。。。。日日日日本本本本全全全全体体体体がががが今今今今、、、、景景景景気気気気はははは一一一一瞬瞬瞬瞬いいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、長長長長期期期期的的的的にににに見見見見るとるとるとると日日日日本本本本はどちらかというとはどちらかというとはどちらかというとはどちらかというと衰退衰退衰退衰退ぎぎぎぎみでみでみでみで、、、、むむむむししししろろろろここでこそここでこそここでこそここでこそ、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの内内内内なるなるなるなる無無無無限限限限にににに挑挑挑挑戦戦戦戦をするをするをするをする。。。。それはそれはそれはそれはややややははははりりりり実現実現実現実現していくしていくしていくしていく、、、、1つつつつ 1つつつつをををを確確確確実実実実にににに実現実現実現実現していくことしていくことしていくことしていくこと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。。。。でででで、、、、実現実現実現実現をするとをするとをするとをするということにはいうことにはいうことにはいうことには、、、、何何何何かかかか前前前前にににに進進進進もうとするともうとするともうとするともうとすると反反反反作作作作用用用用があがあがあがありりりりますからますからますからますから、、、、必必必必ずずずず反反反反対対対対はあるしはあるしはあるしはあるし、、、、必必必必ずずずず摩擦摩擦摩擦摩擦はあはあはあはありりりりますがますがますがますが、、、、しかししかししかししかし、、、、実現実現実現実現をしたときにをしたときにをしたときにをしたときに必必必必ずずずず、、、、まさにまさにまさにまさにココココンンンンセセセセンサンサンサンサスススス会議会議会議会議のようなのようなのようなのような形形形形でででで、、、、一一一一般般般般のののの方方方方々々々々にににに確確確確実実実実ににににメメメメリリリリットもあットもあットもあットもありりりり、、、、支支支支持持持持されるされるされるされる、、、、そういうそういうそういうそういうビビビビジョジョジョジョンのもとでンのもとでンのもとでンのもとで、、、、実現実現実現実現のためののためののためののための摩擦摩擦摩擦摩擦をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えていくのであれえていくのであれえていくのであれえていくのであればばばば、、、、それはすそれはすそれはすそれはすごごごごいいいい力力力力になになになになりりりり、、、、そそそそれがまたれがまたれがまたれがまた世世世世界界界界にににに発発発発信信信信されていくされていくされていくされていく。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、私私私私もさっきパワもさっきパワもさっきパワもさっきパワポポポポでスでスでスでスキキキキップしましたけれどップしましたけれどップしましたけれどップしましたけれどもももも、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題はグローはグローはグローはグローババババルにルにルにルに考考考考えてローカルにえてローカルにえてローカルにえてローカルに行動行動行動行動するするするする、、、、グローカルというグローカルというグローカルというグローカルという言葉言葉言葉言葉がががが 10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言言言言われておわれておわれておわれておりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏ままままえたえたえたえた上上上上でででで、、、、実実実実はははは今度今度今度今度はローカルにはローカルにはローカルにはローカルに実実実実践践践践をしてをしてをしてをして、、、、グローグローグローグローババババルにルにルにルに照照照照らしらしらしらし返返返返してしてしてして、、、、今度今度今度今度はははは逆逆逆逆向向向向きのきのきのきの照照照照射射射射ということもということもということもということも同同同同時時時時にににに今今今今のののの時時時時代代代代とととというのはすいうのはすいうのはすいうのはすごごごごくくくく大事大事大事大事でででで、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、絶絶絶絶えずえずえずえず紙紙紙紙にかかれたこととかにかかれたこととかにかかれたこととかにかかれたこととか、、、、建建建建前前前前とかとかとかとか、、、、そういそういそういそういったことではなくったことではなくったことではなくったことではなく、、、、もちもちもちもちろんろんろんろんそれはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで横横横横にににに置置置置きながらきながらきながらきながら、、、、現実現実現実現実のののの世世世世界界界界、、、、リリリリアルワールアルワールアルワールアルワールドドドドというのをというのをというのをというのを常常常常にににに見見見見抜抜抜抜くくくく力力力力とととと、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現するチするチするチするチャャャャレレレレンジというかンジというかンジというかンジというか、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに我我我我々々々々、、、、皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに挑挑挑挑戦戦戦戦していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって、、、、我我我我々々々々自自自自身身身身もももも 1 つつつつ 1 つつつつのプロジェクのプロジェクのプロジェクのプロジェクトにトにトにトに格格格格闘闘闘闘しておしておしておしておりりりり、、、、日日日日々々々々いいいいろんろんろんろんなものになものになものになものにぶぶぶぶつつつつかかかかりりりりながらもながらもながらもながらも、、、、しかししかししかししかし何何何何とかとかとかとか乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、妥妥妥妥協協協協ししししつつつつつつつつもももも乗乗乗乗りりりり越越越越えしていますのでえしていますのでえしていますのでえしていますので、、、、このこのこのこの那覇市那覇市那覇市那覇市もももも、、、、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室室室室、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地球温地球温地球温地球温暖化暖化暖化暖化セセセセンターあたンターあたンターあたンターあたりりりりをををを核核核核としてとしてとしてとして、、、、ぜひぜひぜひぜひ 1 つつつつ 1 つつつつ、、、、ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを遠遠遠遠目目目目にににに持持持持ったったったったリリリリアルワールアルワールアルワールアルワールドドドドをををを 1つつつつ 1つつつつ築築築築いていっていたいていっていたいていっていたいていっていただだだだきたいなというきたいなというきたいなというきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。最初最初最初最初にみたにみたにみたにみた環境環境環境環境庁庁庁庁ののののビビビビデオデオデオデオでででで、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが今今今今後後後後ややややっていくことっていくことっていくことっていくことはははは自自自自然然然然保保保保護護護護とかとかとかとか自自自自然然然然保全保全保全保全とかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなななな生生生生ややややさしいことではもうさしいことではもうさしいことではもうさしいことではもう何何何何かかかかだだだだめめめめじじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思わわわわれるようなれるようなれるようなれるような地球地球地球地球破壊破壊破壊破壊、、、、自自自自然然然然生生生生態系態系態系態系のののの破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こっているということがあこっているということがあこっているということがあこっているということがありりりりましたましたましたました。。。。そういそういそういそういうううう中中中中でででで私私私私たちはたちはたちはたちは世世世世界界界界でもトップクラスのでもトップクラスのでもトップクラスのでもトップクラスの豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを手手手手にしていますにしていますにしていますにしています。「。「。「。「もっともっともっともっともっともっともっともっと」」」」とととと言言言言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あるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。もうもうもうもう 1つつつつのののの選択選択選択選択としてとしてとしてとして、「、「、「、「もうこれでもうこれでもうこれでもうこれで大体大体大体大体十十十十分分分分ではないのかではないのかではないのかではないのか」」」」といといといとい
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うううう選択選択選択選択肢肢肢肢もあるともあるともあるともあると思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、あるあるあるある程程程程度度度度これでこれでこれでこれで豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実実実実感感感感としてとしてとしてとして持持持持ってきたわってきたわってきたわってきたわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、将将将将来来来来のののの子子子子供供供供たちはどうなのかたちはどうなのかたちはどうなのかたちはどうなのか。。。。将将将将来来来来のためにのためにのためにのために、、、、子子子子供供供供たちのためにたちのためにたちのためにたちのために何何何何ををををややややっていくのかっていくのかっていくのかっていくのか。。。。そこにそこにそこにそこに飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃられたられたられたられたビビビビジョンというのがあるとジョンというのがあるとジョンというのがあるとジョンというのがあると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展、、、、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、、、、子子子子供供供供たちにたちにたちにたちに伝伝伝伝えていけるえていけるえていけるえていける自自自自然然然然をををを残残残残してしてしてして、、、、未未未未来来来来像像像像をををを描描描描いていくいていくいていくいていく。。。。そのためにそのためにそのためにそのために私私私私たちはたちはたちはたちは何何何何をををを選択選択選択選択するのかするのかするのかするのか。。。。いみいみいみいみじじじじくもくもくもくも先先先先生生生生のののの最最最最後後後後のスライのスライのスライのスライドドドドでででで道道道道がががが 2 つつつつにににに分分分分かれていましたかれていましたかれていましたかれていました。。。。もっともっともっともっと豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、もっとよそからもっとよそからもっとよそからもっとよそから取取取取ってきてでもってきてでもってきてでもってきてでも、、、、暴暴暴暴力力力力でででで取取取取ってきてでもってきてでもってきてでもってきてでも、、、、私私私私たちはもっとたちはもっとたちはもっとたちはもっと豊豊豊豊かになかになかになかになりりりりたいたいたいたい。。。。自自自自然然然然もどもどもどもどんんんんどどどどんんんん破壊破壊破壊破壊してでもしてでもしてでもしてでも、、、、海海海海をををを埋埋埋埋めめめめてでもてでもてでもてでも、、、、山山山山をををを崩崩崩崩してでもしてでもしてでもしてでも、、、、もっともっともっともっと豊豊豊豊かになかになかになかになりりりりたいというたいというたいというたいという道道道道をををを選選選選んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれぐぐぐぐらいでいいらいでいいらいでいいらいでいいんじんじんじんじゃゃゃゃないのないのないのないの。。。。もうもうもうもう少少少少しししし目目目目をををを周周周周囲囲囲囲にににに向向向向けてみようけてみようけてみようけてみよう。。。。そしてそしてそしてそして私私私私たちがたちがたちがたちがややややれることはれることはれることはれることは何何何何かかかか考考考考えていこうとえていこうとえていこうとえていこうと、、、、一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが行動行動行動行動していくしていくしていくしていく。。。。地球地球地球地球のののの自自自自然然然然はははは有有有有限限限限ですしですしですしですし、、、、有有有有限限限限のののの地球地球地球地球にににに 60億億億億人人人人ものものものもの人人人人間間間間がががが住住住住んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。もっともっともっともっと私私私私たちはたちはたちはたちはほほほほかのかのかのかの、、、、貧貧貧貧しさにしさにしさにしさに苦苦苦苦ししししんんんんででででいるいるいるいる人人人人たちにもたちにもたちにもたちにも目目目目をををを向向向向けてけてけてけて、、、、何何何何かかかかややややっていくことがあるっていくことがあるっていくことがあるっていくことがあるんんんんではないかではないかではないかではないか。。。。私私私私たちがたちがたちがたちがぜぜぜぜいたくいたくいたくいたくをすれをすれをすれをすればばばばするするするするほほほほどどどど、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは将将将将来来来来のののの子子子子供供供供たちがたちがたちがたちが困困困困ることになるのではないかることになるのではないかることになるのではないかることになるのではないか。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、私私私私たちはどのたちはどのたちはどのたちはどの道道道道をををを選選選選びびびび取取取取るのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。飯田飯田飯田飯田先先先先生生生生がががが訳訳訳訳さささされたれたれたれた本本本本のののの中中中中にににに、「、「、「、「未未未未来来来来はははは予予予予測測測測するものではないするものではないするものではないするものではない。。。。みずからみずからみずからみずから選択選択選択選択するものであるするものであるするものであるするものである」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその選択選択選択選択というというというという行行行行為為為為はははは、、、、民主主民主主民主主民主主義義義義社会社会社会社会ではではではでは私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひととととりりりりのののの個個個個人人人人にかかにかかにかかにかかっていますっていますっていますっています。。。。 

  今沖縄今沖縄今沖縄今沖縄はははは非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況にあにあにあにありりりりますがますがますがますが、、、、このこのこのこの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの運運運運命命命命をををを決決決決めるのはめるのはめるのはめるのは私私私私たちたちたちたち一一一一人人人人ひひひひととととりりりりのののの行動行動行動行動であであであでありりりり、、、、私私私私たちにあるわけですたちにあるわけですたちにあるわけですたちにあるわけです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには十十十十分分分分にににに勉勉勉勉強強強強していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいけいけいけないないないない、、、、情情情情報報報報をををを知知知知らなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないわけですいけないわけですいけないわけですいけないわけです。。。。そのそのそのその勉勉勉勉強会強会強会強会のののの 1 つつつつとしてこのフォーラムはとしてこのフォーラムはとしてこのフォーラムはとしてこのフォーラムは企企企企画画画画されたものですされたものですされたものですされたものです。。。。単単単単なるなるなるなる講演講演講演講演、、、、単単単単なるパネルなるパネルなるパネルなるパネルディディディディスカッションではなくてスカッションではなくてスカッションではなくてスカッションではなくて、、、、市民一市民一市民一市民一人人人人ひひひひととととりりりりがががが考考考考えてえてえてえて行動行動行動行動していくためのしていくためのしていくためのしていくための勉勉勉勉強会強会強会強会というというというという位位位位置置置置づけですづけですづけですづけです。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はきはきはきはきょょょょうのうのうのうのパネルパネルパネルパネルディディディディスカッションのスカッションのスカッションのスカッションの結結結結論論論論をををを出出出出そうとはそうとはそうとはそうとは思思思思っておっておっておっておりりりりませませませませんんんん。。。。そのそのそのその結結結結論論論論はははは皆皆皆皆様様様様一一一一人人人人ひひひひととととりりりりがががが考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。それがそれがそれがそれが将将将将来来来来のののの子子子子供供供供たちからたちからたちからたちから与与与与えられたえられたえられたえられた私私私私たちたちたちたちへへへへのののの宿宿宿宿題題題題だだだだとととと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 4時時時時 55 分分分分でででで、、、、時間時間時間時間どおどおどおどおりりりりとなとなとなとなりりりりますのでますのでますのでますので、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わわわわりりりりとしたとしたとしたとしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。じじじじゃゃゃゃ、、、、後後後後はははは総総総総合合合合司司司司会会会会ののののほほほほうでうでうでうで、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願い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 

  皆皆皆皆様様様様、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ興興興興味味味味深深深深いおいおいおいお話話話話をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。特特特特にににに飯田様飯田様飯田様飯田様にはにはにはには、、、、予予予予定定定定にはなかったのですがにはなかったのですがにはなかったのですがにはなかったのですが、、、、ごごごご好好好好意意意意でででで質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答にもおにもおにもおにもお受受受受けけけけをいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました飯田様飯田様飯田様飯田様、、、、ならびにならびにならびにならびにココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの伊波様伊波様伊波様伊波様、、、、壇壇壇壇上上上上のパネのパネのパネのパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様にいまにいまにいまにいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  皆皆皆皆様様様様、、、、あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様にもにもにもにも、、、、長長長長時間時間時間時間にわたにわたにわたにわたりりりり本本本本日日日日のフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。あああありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 

  以以以以上上上上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、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およびゼロエミッションフォーラムおよびゼロエミッションフォーラムおよびゼロエミッションフォーラムおよび那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、両両両両者者者者のののの主主主主催催催催によによによによりりりりますますますます、、、、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・那覇那覇那覇那覇をををを終終終終了了了了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうかおどうかおどうかおどうかお忘忘忘忘れれれれ物物物物等等等等ごごごございませざいませざいませざいませんんんんようようようよう、、、、またまたまたまた足足足足元元元元におにおにおにお気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りりりりくくくくだだだださいさいさいさいますようおますようおますようおますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。本本本本日日日日はどうもあはどうもあはどうもあはどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごございましたざいましたざいましたざいました。。。。 
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――――――――    了了了了    ―――――――― 
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