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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１（（（（１９９２１９９２１９９２１９９２））））をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可持続可持続可持続可能能能能なななな発展発展発展発展・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的利用効率的利用効率的利用効率的利用およびおよびおよびおよび循循循循環環環環システムをシステムをシステムをシステムを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提唱提唱提唱提唱したしたしたした。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、社会経社会経社会経社会経済的済的済的済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション構想構想構想構想のののの普及活動普及活動普及活動普及活動をををを社会各社会各社会各社会各パーパーパーパートナーとトナーとトナーとトナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきているしてきているしてきているしてきている。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、各各各各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーとのののの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普及活動普及活動普及活動普及活動をををを積極化積極化積極化積極化するためするためするためするため、、、、国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム((((ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ))))をををを２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学界学界学界学界ネットワネットワネットワネットワークークークーク、、、、産業界産業界産業界産業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成されされされされ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるととめるととめるととめるとともにもにもにもに、、、、各各各各ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは各各各各グループのグループのグループのグループの固有固有固有固有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ））））およびおよびおよびおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、活動活動活動活動のののの一環一環一環一環としとしとしとしてててて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための研究会研究会研究会研究会をををを２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度からスタートさせているからスタートさせているからスタートさせているからスタートさせている。。。。一方一方一方一方、、、、先先先先導的自治体導的自治体導的自治体導的自治体からからからから始始始始まったまったまったまった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、地域地域地域地域・・・・自治体自治体自治体自治体のみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらず、、、、産業界産業界産業界産業界・・・・企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等にににに拡大拡大拡大拡大していることをしていることをしていることをしていることを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、自治体自治体自治体自治体ととととＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦがががが協働協働協働協働してしてしてして２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・地域地域地域地域」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成のためののためののためののための啓発啓発啓発啓発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    ２００６２００６２００６２００６年度年度年度年度のののの地域地域地域地域フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、青森県青森県青森県青森県、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市およびおよびおよびおよび岡山県真庭市岡山県真庭市岡山県真庭市岡山県真庭市でででで開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの主題主題主題主題はははは次次次次のようであったのようであったのようであったのようであった；；；；    青森県青森県青森県青森県：：：：地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興    徳島県徳島県徳島県徳島県：：：：３３３３ＲＲＲＲでででで進進進進めるめるめるめる「「「「環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」づくりづくりづくりづくり    静岡県静岡県静岡県静岡県：：：：身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから始始始始めるめるめるめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり～～～～しずおかのしずおかのしずおかのしずおかの挑戦挑戦挑戦挑戦～～～～    北九州市北九州市北九州市北九州市：：：：““““クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくり””””をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい““““モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり””””をををを考考考考えてみませんかえてみませんかえてみませんかえてみませんか？？？？    真庭市真庭市真庭市真庭市：：：：バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域振興地域振興地域振興地域振興    これらのこれらのこれらのこれらの主題主題主題主題のもとにのもとにのもとにのもとに実施実施実施実施されたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムの内容内容内容内容はははは、、、、本報告書本報告書本報告書本報告書（（（（議事録編及議事録編及議事録編及議事録編及びびびび資料編資料編資料編資料編））））にににに詳詳詳詳細細細細にににに記載記載記載記載されているがされているがされているがされているが、「、「、「、「各自治体各自治体各自治体各自治体はははは、、、、現現現現在在在在のののの世世世世界界界界・・・・社社社社会会会会のののの最重要課最重要課最重要課最重要課題題題題であるであるであるである地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活活活活動動動動とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のパートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーと協働協働協働協働してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの特性特性特性特性とととと強強強強さをさをさをさを活活活活かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会実現社会実現社会実現社会実現のためののためののためののための行行行行動動動動をををを着着着着実実実実にににに実施実施実施実施していしていしていしているるるる」」」」とととと要約要約要約要約することができるすることができるすることができるすることができる。。。。２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから２００２００２００２００５５５５年度年度年度年度にににに開催開催開催開催されたされたされたされた１２１２１２１２回回回回のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムにおいてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、自治体自治体自治体自治体およびおよびおよびおよび各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーからルダーからルダーからルダーから素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい活動事活動事活動事活動事例例例例がががが発発発発表表表表されたがされたがされたがされたが、、、、本年度本年度本年度本年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、理念理念理念理念・・・・構想構想構想構想・・・・実実実実践践践践がががが、、、、地域地域地域地域のののの関係関係関係関係機機機機関関関関のののの協働協働協働協働によってによってによってによって一一一一層深層深層深層深化化化化されておりされておりされておりされており、、、、市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のののの高高高高まりとまりとまりとまりと積極的積極的積極的積極的なななな関関関関与与与与ともあいまってともあいまってともあいまってともあいまって、、、、環境環境環境環境事業事業事業事業としてもとしてもとしてもとしても具具具具体的体的体的体的なななな成成成成果果果果がががが得得得得られられられられつつつつつつつつあるあるあるあることをことをことをことを認識認識認識認識することができたすることができたすることができたすることができた。。。。同時同時同時同時にににに、、、、地域発地域発地域発地域発のののの成成成成果果果果がががが、、、、政府政府政府政府がががが、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活動活動活動活動・・・・３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進ののののためのためのためのための国国国国全全全全体体体体のののの活動活動活動活動をさらにをさらにをさらにをさらに積極化積極化積極化積極化するためのするためのするためのするための具具具具体的体的体的体的政策政策政策政策をををを強化強化強化強化するためのするためのするためのするための大大大大きいきいきいきい指針指針指針指針になってになってになってになっていることはいることはいることはいることは、、、、極極極極めてめてめてめて喜喜喜喜ばばばばしいことであるしいことであるしいことであるしいことである。。。。同様同様同様同様のののの行行行行動動動動はははは、、、、フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが開催開催開催開催されたされたされたされた以以以以外外外外のののの多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体・・・・地域地域地域地域においてもにおいてもにおいてもにおいても進展進展進展進展しておりしておりしておりしており、、、、同様同様同様同様のののの成成成成果果果果がががが実現実現実現実現されているであろうされているであろうされているであろうされているであろう。。。。    換換換換言言言言すれすれすれすればばばば、、、、国連国連国連国連がががが１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年にブラジルのにブラジルのにブラジルのにブラジルのリリリリオオオオデデデデジジジジャャャャネーロでネーロでネーロでネーロで開催開催開催開催したしたしたした地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの宣宣宣宣言言言言・・・・「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行行行行動動動動計画計画計画計画」」」」にににに要望要望要望要望されていされていされていされているるるる行行行行動動動動がががが、、、、日日日日本本本本のののの地域地域地域地域でででで着着着着実実実実にににに実実実実践践践践されされされされ、、、、そのそのそのその成成成成果果果果がががが世世世世界界界界にににに発発発発信信信信されようとしているされようとしているされようとしているされようとしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、わがわがわがわが国国国国のすのすのすのすべべべべてのてのてのての機機機機関関関関・・・・関係関係関係関係者者者者にとってにとってにとってにとって、、、、またこのためにささまたこのためにささまたこのためにささまたこのためにささややややかなかなかなかな活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学・・・・国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションフォーラムにとってもョンフォーラムにとってもョンフォーラムにとってもョンフォーラムにとっても極極極極めてめてめてめて喜喜喜喜ばばばばしいことであるしいことであるしいことであるしいことである。。。。    



  

各自治体各自治体各自治体各自治体がががが地域地域地域地域のののの各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーとルダーとルダーとルダーと協働協働協働協働してしてしてして今後今後今後今後もももも一一一一層層層層のののの努努努努力力力力をををを続続続続けけけけ、、、、日日日日本本本本およびおよびおよびおよび世世世世界界界界がががが目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会実現循環型社会実現循環型社会実現循環型社会実現のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤をををを創創創創りりりり上上上上げげげげていくことていくことていくことていくこと念願念願念願念願していしていしていしているるるる。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学およびおよびおよびおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムも、、、、政府政府政府政府・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・各各各各機機機機関関関関とととと密密密密接接接接なななな連連連連携携携携をたもをたもをたもをたもちちちちながらながらながらながら、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体やややや地域地域地域地域がががが必要必要必要必要とするプロとするプロとするプロとするプロセセセセススススやややや手法手法手法手法のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発をををを実施実施実施実施するするするするとともにとともにとともにとともに普及活動普及活動普及活動普及活動にもにもにもにも協力協力協力協力しししし、、、、活力活力活力活力あるあるあるある持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自治体自治体自治体自治体・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会がががが形成形成形成形成されることにされることにされることにされることに貢献貢献貢献貢献ししししたいとたいとたいとたいと念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。        なおなおなおなお、、、、本年度本年度本年度本年度フォーラムでフォーラムでフォーラムでフォーラムで講演講演講演講演・・・・発発発発表表表表・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストとしてストとしてストとしてストとしてごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関関関関はははは次次次次のとおのとおのとおのとおりであるりであるりであるりである。。。。これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならびにならびにならびにならびに各各各各位位位位にににに深甚深甚深甚深甚なななな謝意謝意謝意謝意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、フォーラムにフォーラムにフォーラムにフォーラムに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきまたきまたきまたきまた貴重貴重貴重貴重ななななごごごご意見意見意見意見をををを発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました多多多多くのくのくのくの出席者出席者出席者出席者各各各各位位位位にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しあしあしあしあげげげげますますますます。。。。    

    ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関一関一関一関一覧覧覧覧（（（（発発発発表順表順表順表順））））    中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁：：：：環境環境環境環境省省省省、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省        自治体自治体自治体自治体    ：：：：青森県青森県青森県青森県、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市、、、、岡山県真庭市岡山県真庭市岡山県真庭市岡山県真庭市    教教教教育育育育機機機機関関関関：：：：弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学、、、、徳島大学徳島大学徳島大学徳島大学、、、、富士常葉富士常葉富士常葉富士常葉大学大学大学大学、、、、北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学、、、、                        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラム、、、、            研究研究研究研究機機機機関関関関：：：：産業技術産業技術産業技術産業技術総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所九州九州九州九州セセセセンターンターンターンター                産業界産業界産業界産業界        ：：：：日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行、、、、三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工    

                                                    業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車株式車株式車株式車株式会社会社会社会社、、、、西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイサイサイサイ    

                                                    クルクルクルクル株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、ランランランランデデデデスススス株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、三井造船株式三井造船株式三井造船株式三井造船株式会社会社会社会社、、、、    

                                                    真庭真庭真庭真庭バイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社                財財財財団団団団        ：：：：Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．ニニニニココココル・アフル・アフル・アフル・アファァァァンのンのンのンの森森森森財財財財団団団団    

    ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ    ：Ｎ：Ｎ：Ｎ：ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、                            ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人樹木法人樹木法人樹木法人樹木・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク協会協会協会協会    

                団体団体団体団体        ：（：（：（：（協協協協））））機機機機能性能性能性能性食品食品食品食品開発開発開発開発セセセセンターンターンターンター、、、、((((社社社社))))青森県産業青森県産業青森県産業青森県産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物協会協会協会協会、、、、八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリササササ    

                                                        イクルイクルイクルイクル協議会協議会協議会協議会、、、、湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館協協協協同組同組同組同組合合合合    市民団体市民団体市民団体市民団体：：：：しずおかしずおかしずおかしずおか市市市市消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会    

    ２００２００２００２００７７７７年年年年５５５５月月月月    

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

    はじめにはじめにはじめにはじめに    

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

    ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・地域議事録地域議事録地域議事録地域議事録            第第第第１１１１回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・青森青森青森青森                                                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ５５５５                    〜〜〜〜    地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興    〜〜〜〜    

 （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶          三村申吾三村申吾三村申吾三村申吾    氏氏氏氏 青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事 

                                      藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演 1  「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興 

                                             ～～～～ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成～」～」～」～」 

                                      谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次    氏氏氏氏       国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム         産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表・・・・理理理理事事事事             基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「金融金融金融金融からからからから見見見見るるるる環境産業環境産業環境産業環境産業のののの展開展開展開展開」」」」 

                                       前田正尚前田正尚前田正尚前田正尚  氏氏氏氏        日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長 （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション        「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」                                     ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター             谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次   氏氏氏氏            国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム             産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表・・・・理理理理事事事事                                     パネパネパネパネリリリリストストストスト                                         前田正尚前田正尚前田正尚前田正尚    氏氏氏氏            日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長                                         宮入宮入宮入宮入一一一一夫夫夫夫    氏氏氏氏            国立大学国立大学国立大学国立大学法人弘前法人弘前法人弘前法人弘前大学大学大学大学農農農農学学学学生命生命生命生命科学科学科学科学部教授部教授部教授部教授                                         柴田浩夫柴田浩夫柴田浩夫柴田浩夫    氏氏氏氏            協協協協同組同組同組同組合合合合機機機機能性能性能性能性食品食品食品食品開発開発開発開発セセセセンターンターンターンター理理理理事事事事長長長長                                         庄司庄司庄司庄司    肇肇肇肇    氏氏氏氏            社団社団社団社団法人法人法人法人青森県産業青森県産業青森県産業青森県産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物協会協会協会協会副副副副会会会会長長長長 

                                       中居雅博中居雅博中居雅博中居雅博     氏氏氏氏            八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会事協議会事協議会事協議会事務局長務局長務局長務局長 

            

    第第第第２２２２回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島            ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            ４５４５４５４５    〜〜〜〜    ３３３３ＲＲＲＲでででで進進進進めるめるめるめる「「「「環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」づくりづくりづくりづくり    〜〜〜〜    
    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門    氏氏氏氏        徳島県徳島県徳島県徳島県知知知知事事事事    

                                                                                鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之                氏氏氏氏                                国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

                                                                                                                                                                        学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    
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（（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演            「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化のののの動動動動向向向向とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築」」」」                                            鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム                                                                                学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

    （（（（３３３３））））事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介    1    1    1    1    学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISOのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

                                                                                坂坂坂坂本本本本拳也拳也拳也拳也さんさんさんさん    

                                                                                小小小小山山山山泰葉泰葉泰葉泰葉さんさんさんさん    

                                                                                中村中村中村中村一一一一彦彦彦彦さんさんさんさん    

                                                                                片片片片岡岡岡岡麗美麗美麗美麗美さんさんさんさん            阿波阿波阿波阿波市立市市立市市立市市立市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（6666年年年年生生生生））））    

    

                                    2    2    2    2    エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームによるームによるームによるームによる「「「「ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

                                                                                津川津川津川津川ななななちちちち子子子子    氏氏氏氏                                エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームームームーム    

    （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション                                    「「「「みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっと 3R3R3R3R                                                                                                （（（（リデュリデュリデュリデュースースースース･リユ･リユ･リユ･リユースースースース･リ･リ･リ･リサイクルサイクルサイクルサイクル））））」」」」                                    ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター    

                                                                                水口裕之水口裕之水口裕之水口裕之            氏氏氏氏            徳島大学大学徳島大学大学徳島大学大学徳島大学大学院教授院教授院教授院教授                                    パネパネパネパネリリリリストストストスト                                            鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム    

                                                                                                                                                                    学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表                                            庄子庄子庄子庄子真真真真憲憲憲憲    氏氏氏氏        環境環境環境環境省省省省大大大大臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル対策部対策部対策部対策部    

                                                                                                                                                                    企企企企画課画課画課画課リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐    

                                                                                杉浦杉浦杉浦杉浦        良良良良            氏氏氏氏        NPONPONPONPO法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会代表代表代表代表理理理理事事事事                                                                三木三木三木三木康康康康弘弘弘弘                氏氏氏氏        三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長    

                                                                                                                                    松松松松井井井井        勉勉勉勉                        氏氏氏氏                            徳島県徳島県徳島県徳島県県民環境県民環境県民環境県民環境部部部部環境環境環境環境局局局局環境環境環境環境整備整備整備整備課課課課                                                                            ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ推進推進推進推進室長室長室長室長        
    

    第第第第３３３３回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・静岡静岡静岡静岡                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    １００１００１００１００    身近身近身近身近なところからはじめるなところからはじめるなところからはじめるなところからはじめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり    〜〜〜〜    しずおかのしずおかのしずおかのしずおかの挑戦挑戦挑戦挑戦    〜〜〜〜    

    （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            鈴木雅鈴木雅鈴木雅鈴木雅近近近近    氏氏氏氏     静岡県静岡県静岡県静岡県副知副知副知副知事事事事 

                                       安安安安井井井井  至至至至       氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長 

 （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成」」」」            安安安安井井井井  至至至至       氏氏氏氏        国際国際国際国際連合大学連合大学連合大学連合大学副副副副学学学学長長長長 

            基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成 “まずはまずはまずはまずは 1割割割割” ごごごごみみみみ削減削減削減削減」」」」 

                                       府川博府川博府川博府川博明明明明     氏氏氏氏        静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森林部長林部長林部長林部長 
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 （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから始始始始めるめるめるめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり                                                                         ～～～～しずおかのしずおかのしずおかのしずおかの挑戦挑戦挑戦挑戦～」～」～」～」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター             松松松松田美田美田美田美夜夜夜夜子子子子  氏氏氏氏        富士常葉富士常葉富士常葉富士常葉大学環境大学環境大学環境大学環境防防防防災災災災学学学学部教授部教授部教授部教授                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                                          田村田村田村田村佳佳佳佳之之之之     氏氏氏氏        稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合（（（（組組組組合合合合長代理長代理長代理長代理））））                                         長長長長島島島島磯五郎磯五郎磯五郎磯五郎  氏氏氏氏        静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役                                         佐藤佐藤佐藤佐藤エイエイエイエイ子子子子  氏氏氏氏        しずおかしずおかしずおかしずおか市市市市消費者消費者消費者消費者協会会協会会協会会協会会長長長長                                         佐藤佐藤佐藤佐藤崇紀崇紀崇紀崇紀      氏氏氏氏        株式株式株式株式会社会社会社会社伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園開発開発開発開発部部部部 

                                        安安安安井井井井    至至至至      氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                                         水水水水島島島島    勤勤勤勤      氏氏氏氏        静岡県静岡県静岡県静岡県廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル室長室長室長室長 

 （（（（４４４４））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 

    

    

    第第第第４４４４回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州                    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            １４１４１４１４８８８８    〜〜〜〜    クルマづくりをクルマづくりをクルマづくりをクルマづくりを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい““““モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり””””をををを考考考考えてえてえてえて見見見見ませんかませんかませんかませんか    〜〜〜〜    

 （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶      宮宮宮宮崎崎崎崎  哲哲哲哲     氏氏氏氏         北九州市北九州市北九州市北九州市助役助役助役助役 

                                  藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸   氏氏氏氏         国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 （（（（２２２２））））基調基調基調基調講演講演講演講演 1    「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方」」」」       鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之   氏氏氏氏         国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム 

                                      学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授 

 （（（（３３３３））））パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション                     「「「「“クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくり”をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい“モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり”をををを考考考考えるえるえるえる」」」」                             ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター         安安安安井井井井  至至至至   氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                             パネパネパネパネリリリリストストストスト                                     川口川口川口川口隆守隆守隆守隆守  氏氏氏氏          トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車株式車株式車株式車株式会社環境会社環境会社環境会社環境部部部部担当担当担当担当部長部長部長部長                                     坂坂坂坂本本本本  満満満満    氏氏氏氏           産業技術産業技術産業技術産業技術総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所実環境実環境実環境実環境計計計計測測測測・・・・診断診断診断診断研究研究研究研究ララララボボボボ長長長長                                     関関関関  和和和和己己己己    氏氏氏氏           西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長                                     城城城城戸宏戸宏戸宏戸宏史史史史  氏氏氏氏           北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学部部部部助助助助教授教授教授教授 

 （（（（４４４４））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 
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第第第第５５５５回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭                ・・・・    ・・・・    ・・・・    ・・・・            １７９１７９１７９１７９    〜〜〜〜    バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域振興地域振興地域振興地域振興    〜〜〜〜        （（（（１１１１））））開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶        井出井出井出井出    紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎        氏氏氏氏    真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長                                        藤村藤村藤村藤村    宏幸宏幸宏幸宏幸            氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長（（（（代代代代読読読読）））） 

 （（（（２２２２））））真庭地真庭地真庭地真庭地区区区区におけるにおけるにおけるにおける事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介                                     岡岡岡岡        正美正美正美正美    氏氏氏氏         銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー事業事業事業事業部部部部製製製製造部長造部長造部長造部長                                     藤井藤井藤井藤井    昭昭昭昭宏宏宏宏    氏氏氏氏         ランランランランデデデデスススス株式株式株式株式会社開発会社開発会社開発会社開発グループグループグループグループ研究研究研究研究所所長所所長所所長所所長                                     長長長長        拓拓拓拓治治治治    氏氏氏氏         三井造船株式三井造船株式三井造船株式三井造船株式会社環境会社環境会社環境会社環境プラントプラントプラントプラント事業本事業本事業本事業本部部部部                                                                             事業開発事業開発事業開発事業開発部課長部課長部課長部課長 

 （（（（３３３３））））基調基調基調基調講演講演講演講演１１１１    「「「「森森森森からからからから未来未来未来未来をををを見見見見るるるる」」」」                                     Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．ニニニニココココルルルル    氏氏氏氏 （（（（財財財財））））Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．Ｃ．Ｗ．ニニニニココココル・アフル・アフル・アフル・アファァァァンのンのンのンの森森森森財財財財団団団団理理理理事事事事長長長長                                                                                              基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２    「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展とバイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマス利用利用利用利用」」」」                                     泊泊泊泊    みゆきみゆきみゆきみゆき    氏氏氏氏     ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク理理理理事事事事長長長長 

 ４４４４））））パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域振興地域振興地域振興地域振興」」」」                             ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                                     竹竹竹竹林林林林    征雄征雄征雄征雄    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム運営委員運営委員運営委員運営委員                             パネパネパネパネリリリリストストストスト                                     渋沢渋沢渋沢渋沢    寿寿寿寿一一一一     氏氏氏氏        ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人樹木法人樹木法人樹木法人樹木・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク協会協会協会協会専専専専務理務理務理務理事事事事                                     古古古古林林林林    伸伸伸伸美美美美     氏氏氏氏        湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館協協協協同組同組同組同組合合合合理理理理事事事事長長長長                                     長田長田長田長田    正之正之正之正之     氏氏氏氏        真庭真庭真庭真庭バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルギギギギーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社取取取取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長                                     末松末松末松末松    広広広広行行行行     氏氏氏氏        農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省                                     井出井出井出井出    紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎 氏氏氏氏        真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長大大大大臣官房臣官房臣官房臣官房環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・青森青森青森青森 ～「～「～「～「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」～」～」～」～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2006 年年年年 8 月月月月 25日日日日（（（（金金金金））））13:00－－－－16:00 場所場所場所場所    ：：：：    青森青森青森青森グラングラングラングランドホドホドホドホテルテルテルテル 2階階階階 「「「「平安平安平安平安のののの間間間間」」」」 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶          三村申吾三村申吾三村申吾三村申吾    氏氏氏氏 青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事 

                          藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸    氏氏氏氏     国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1  「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興 

                                     ～～～～ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成～」～」～」～」 

                          谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次    氏氏氏氏       国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム 産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表・・・・理理理理事事事事 基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「金融金融金融金融からからからから見見見見るるるる環境産業環境産業環境産業環境産業のののの展開展開展開展開」」」」 

                           前田正尚前田正尚前田正尚前田正尚  氏氏氏氏      日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次  氏氏氏氏            国連連合大学国連連合大学国連連合大学国連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム 産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表・・・・理理理理事事事事                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             前前前前田正尚田正尚田正尚田正尚    氏氏氏氏            日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長                             宮入宮入宮入宮入一一一一夫夫夫夫    氏氏氏氏            国立大学国立大学国立大学国立大学法人弘前法人弘前法人弘前法人弘前大学大学大学大学農農農農学学学学生命生命生命生命科学科学科学科学部教授部教授部教授部教授                             柴田浩夫柴田浩夫柴田浩夫柴田浩夫    氏氏氏氏            協協協協同組同組同組同組合合合合機機機機能性能性能性能性食品食品食品食品開発開発開発開発セセセセンターンターンターンター理理理理事事事事長長長長                             庄司庄司庄司庄司    肇肇肇肇    氏氏氏氏            社団社団社団社団法人法人法人法人青森県産業青森県産業青森県産業青森県産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物協会協会協会協会副副副副会会会会長長長長 

                            中居雅博中居雅博中居雅博中居雅博    氏氏氏氏            八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会事協議会事協議会事協議会事務局長務局長務局長務局長 

 

 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 

 

 議事議事議事議事 司司司司会会会会（（（（中村中村中村中村））））     ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。本本本本日日日日はははは、、、、ようこそおようこそおようこそおようこそお越越越越しくしくしくしくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。 「「「「ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラム・イン・ム・イン・ム・イン・ム・イン・青森青森青森青森」、」、」、」、本本本本日司日司日司日司会会会会をををを担当担当担当担当いたしますいたしますいたしますいたします中村美中村美中村美中村美穂穂穂穂子子子子とととと申申申申ししししますますますます。。。。 このフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、今後今後今後今後のののの青森県青森県青森県青森県におけるにおけるにおけるにおける地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成、、、、振興振興振興振興をををを図図図図るこるこるこることをとをとをとを目目目目的的的的にににに開催開催開催開催するものでするものでするものでするものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。終了終了終了終了時時時時刻刻刻刻はははは、、、、午午午午後後後後 4時時時時をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ最後最後最後最後までおまでおまでおまでおつつつつきききき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきますようにきますようにきますようにきますように、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・青森青森青森青森」」」」をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 
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    まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、三村申吾三村申吾三村申吾三村申吾青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事よりよりよりより、、、、ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶 三村知三村知三村知三村知事事事事     どうもどうもどうもどうも、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんこんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。今日今日今日今日はははは、、、、暑暑暑暑いいいい中中中中をこうしてたくさんのをこうしてたくさんのをこうしてたくさんのをこうしてたくさんの皆皆皆皆様様様様方方方方におにおにおにお集集集集まりいたまりいたまりいたまりいただだだだききききましたましたましたました。。。。感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     さてさてさてさて、、、、本本本本日日日日はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とととと私私私私どもどもどもども青森県青森県青森県青森県のののの共共共共催催催催によりますゼロエミッションフォーラムによりますゼロエミッションフォーラムによりますゼロエミッションフォーラムによりますゼロエミッションフォーラムへへへへたくさんのたくさんのたくさんのたくさんの皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。心心心心からからからから御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 今日今日今日今日、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、またまたまたまた大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というというというという社会経済社会経済社会経済社会経済システムのありシステムのありシステムのありシステムのあり方方方方をををを転転転転換換換換しししし、、、、住住住住民民民民、、、、企業企業企業企業、、、、行政行政行政行政等等等等がががが協働協働協働協働してしてしてして、、、、環境環境環境環境へへへへのののの負荷負荷負荷負荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築していくこしていくこしていくこしていくことがとがとがとが急急急急務務務務となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 本本本本日日日日のフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマはのフォーラムのテーマは、「、「、「、「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」であるわけですであるわけですであるわけですであるわけですがががが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会経済社会経済社会経済社会経済システムシステムシステムシステムへへへへ転転転転換換換換するということはするということはするということはするということは、、、、すすすすべべべべてのてのてのての産業産業産業産業がががが実実実実はははは環境産業環境産業環境産業環境産業としてとしてとしてとしてのののの側面側面側面側面をををを持持持持ちちちち得得得得るということでありるということでありるということでありるということであり、、、、環境環境環境環境をををを志志志志向向向向したしたしたした広範広範広範広範なななな分野分野分野分野でのでのでのでの市市市市場場場場のののの拡大拡大拡大拡大とととと雇雇雇雇用用用用のののの創出創出創出創出がががが期待期待期待期待できるわけでありますできるわけでありますできるわけでありますできるわけであります。。。。青森県青森県青森県青森県のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた中中中中国国国国をはをはをはをはじじじじめとしたアジめとしたアジめとしたアジめとしたアジアアアア社会社会社会社会それそれそれそれぞぞぞぞれにおいてもれにおいてもれにおいてもれにおいても、、、、我我我我々々々々がががが積積積積みみみみ重重重重ねねねねていくゼロエミッションのシステムはていくゼロエミッションのシステムはていくゼロエミッションのシステムはていくゼロエミッションのシステムは、、、、必必必必ずずずずやややや地球地球地球地球環境環境環境環境全全全全体体体体のののの役役役役にもにもにもにも立立立立つつつつわけですわけですわけですわけです。。。。私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては産業産業産業産業というというというという形形形形でででで環境分野環境分野環境分野環境分野にににに進進進進出出出出していくこともしていくこともしていくこともしていくことも可能可能可能可能であるとであるとであるとであると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     さてさてさてさて、、、、私私私私どもどもどもども青森県青森県青森県青森県ではではではでは、、、、新新新新たなたなたなたな時代時代時代時代をををを切切切切りりりり開開開開いていくためのいていくためのいていくためのいていくための指針指針指針指針としてとしてとしてとして策策策策定定定定したしたしたした生生生生活活活活創造創造創造創造推推推推進進進進プランプランプランプラン、、、、これはこれはこれはこれは暮暮暮暮らしらしらしらしややややすさのトップランナーをすさのトップランナーをすさのトップランナーをすさのトップランナーを目指目指目指目指そうというそうというそうというそうという方方方方向向向向性性性性でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、そのそのそのその重重重重点点点点推進推進推進推進プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの 1つつつつにににに青森循環型社会青森循環型社会青森循環型社会青森循環型社会創造創造創造創造プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを位位位位置置置置づけづけづけづけ、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、リリリリササササイクルイクルイクルイクル産業産業産業産業のののの振興振興振興振興やややや、、、、青青青青いいいい森資源森資源森資源森資源によるによるによるによるリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備等等等等にににに取取取取りりりり組組組組んでいるわけでありまんでいるわけでありまんでいるわけでありまんでいるわけでありますすすす。。。。 具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆様様様様方方方方ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、あおもりエあおもりエあおもりエあおもりエココココタタタタウウウウンプランのンプランのンプランのンプランの推進推進推進推進、、、、青森青森青森青森リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製製製製品認品認品認品認定制定制定制定制度度度度、、、、青森青森青森青森リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業育成産業育成産業育成産業育成支援支援支援支援事業事業事業事業、、、、ホホホホタテタテタテタテ貝殻貝殻貝殻貝殻等等等等のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス利活用利活用利活用利活用のののの研究開発研究開発研究開発研究開発などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しておりしておりしておりしておりますますますますほほほほかかかか、、、、このこのこのこの 10 月月月月 7 日日日日、、、、8 日日日日にはにはにはには、、、、県内企業県内企業県内企業県内企業をはをはをはをはじじじじめめめめ県内県内県内県内のののの各分野各分野各分野各分野におにおにおにおけるけるけるける環境環境環境環境にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを一一一一堂堂堂堂にににに集集集集めましためましためましためました「「「「第第第第 1回回回回あおもりあおもりあおもりあおもり環境環境環境環境フェステフェステフェステフェスティィィィバルバルバルバル」」」」をををを開催開催開催開催すすすするなどるなどるなどるなど、、、、積極的積極的積極的積極的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めることとしておりますめることとしておりますめることとしておりますめることとしております。。。。 またまたまたまた、、、、青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事としてこのとしてこのとしてこのとしてこの 3 年年年年間間間間、、、、このこのこのこの分野分野分野分野はまさにはまさにはまさにはまさに我我我我々々々々にとってのにとってのにとってのにとっての、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源ががががふふふふんんんんだだだだんんんんにあるにあるにあるにある中中中中においてにおいてにおいてにおいて、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして世世世世界界界界にににに通通通通じじじじるるるる産業産業産業産業としてとしてとしてとして伸伸伸伸ばばばばせるせるせるせる、、、、そんなそんなそんなそんな思思思思いでいでいでいで取取取取りりりり組組組組んできたわけでありますんできたわけでありますんできたわけでありますんできたわけであります。。。。 私私私私どもどもどもども青森県青森県青森県青森県にはにはにはには、、、、農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業にににに由来由来由来由来するバイオマスするバイオマスするバイオマスするバイオマス資源資源資源資源がががが豊豊豊豊富富富富にににに存存存存在在在在しししし、、、、八戸八戸八戸八戸市市市市をををを中中中中心心心心としとしとしとしてててて蓄蓄蓄蓄積積積積されてきましたされてきましたされてきましたされてきました基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材型産業型産業型産業型産業にににに加加加加ええええ、、、、複複複複合的合的合的合的エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの開発研究開発研究開発研究開発研究拠点拠点拠点拠点がががが形成形成形成形成されされされされつつつつつつつつあるわけでありますあるわけでありますあるわけでありますあるわけであります。。。。環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成振興育成振興育成振興育成振興にににに取取取取りりりり組組組組むむむむにににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、このようなこのようなこのようなこのような私私私私どもどもどもども青森県青森県青森県青森県ののののすすすすぐぐぐぐれたれたれたれた地域特性地域特性地域特性地域特性をををを積極的積極的積極的積極的にににに生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。 本本本本日日日日はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表理代表理代表理代表理事事事事のののの谷口正谷口正谷口正谷口正次先次先次先次先生生生生、、、、そしてそしてそしてそして日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長のののの前田正尚前田正尚前田正尚前田正尚先先先先生生生生をををを講講講講師師師師におにおにおにお招招招招きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな角角角角度度度度からからからから環境産業環境産業環境産業環境産業をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる最最最最新情新情新情新情報報報報やややや、、、、ビビビビジネスとしてのジネスとしてのジネスとしてのジネスとしての可能性可能性可能性可能性をををを探探探探るるるる上上上上でででで有有有有益益益益なおなおなおなお話話話話をををを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだくくくくほほほほかかかか、、、、県内県内県内県内のののの大学大学大学大学、、、、そしてそしてそしてそして関関関関係事業係事業係事業係事業者者者者、、、、またまたまたまた市民団体市民団体市民団体市民団体のののの方方方方々々々々をををを交交交交えたパネえたパネえたパネえたパネ
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ルルルルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行うこととなっておりますうこととなっておりますうこととなっておりますうこととなっております。。。。 本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、このフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムを環境産業環境産業環境産業環境産業へへへへのののの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの可能性可能性可能性可能性のののの発発発発見見見見とととと今後今後今後今後のののの事業活動事業活動事業活動事業活動ににににつつつつながるながるながるながる機機機機会会会会にしていたにしていたにしていたにしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの分野分野分野分野でのでのでのでの起起起起業業業業・・・・創創創創業業業業にににに今後今後今後今後ともともともとも強強強強くくくく支援支援支援支援していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えているのでありえているのでありえているのでありえているのでありますますますます。。。。 さてさてさてさて、、、、最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、本本本本日日日日ごごごご参加参加参加参加くくくくだだだださいましたさいましたさいましたさいました皆皆皆皆様様様様方方方方それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの一一一一層層層層ののののごごごご活活活活躍躍躍躍、、、、ごごごご健健健健勝勝勝勝をおをおをおをお祈祈祈祈りいたしましてりいたしましてりいたしましてりいたしまして、、、、御御御御挨拶挨拶挨拶挨拶とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 本本本本来来来来、、、、私私私私自身自身自身自身、、、、このこのこのこの提唱提唱提唱提唱者者者者ででででごごごござざざざいますからいますからいますからいますから、、、、残残残残るるるるべべべべきなのですがきなのですがきなのですがきなのですが、、、、よんどころないよんどころないよんどころないよんどころない公公公公務務務務でででで、、、、失礼失礼失礼失礼させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますことをあわせておきますことをあわせておきますことをあわせておきますことをあわせてお詫詫詫詫びびびび申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 本本本本日日日日はははは、、、、多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  主催主催主催主催者者者者をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、三村申吾三村申吾三村申吾三村申吾青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事よりよりよりより皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、三村知三村知三村知三村知事事事事はははは公公公公務務務務のためのためのためのため退退退退席席席席とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。失礼失礼失礼失礼をどうをどうをどうをどうぞぞぞぞおおおお許許許許しくしくしくしくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 （（（（三村知三村知三村知三村知事事事事退退退退席席席席）））） 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長よりよりよりより、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいあいあいあいささささつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。東京東京東京東京よりはよりはよりはよりはややややはりはりはりはり気候気候気候気候もももも多多多多少涼少涼少涼少涼しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、しかししかししかししかし、、、、青森青森青森青森ももももややややはりかなりはりかなりはりかなりはりかなり暑暑暑暑くくくく感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おおおお忙忙忙忙しくしくしくしく、、、、そしてそしてそしてそして大大大大変暑変暑変暑変暑いいいい中中中中をこのゼロエミッションをこのゼロエミッションをこのゼロエミッションをこのゼロエミッションフォーラムにフォーラムにフォーラムにフォーラムにごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに多多多多くのくのくのくの方方方方ががががごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜るというのはるというのはるというのはるというのは、、、、ややややはりはりはりはり青森県青森県青森県青森県はははは、、、、知知知知事事事事のゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをのゼロエミッションをココココンンンンセセセセプトとしたプトとしたプトとしたプトとした地域興地域興地域興地域興しというしというしというしという面面面面でのでのでのでのごごごご活活活活躍躍躍躍がががが皆皆皆皆様様様様ののののごごごご共共共共感感感感、、、、そしてそしてそしてそして皆皆皆皆様様様様自身自身自身自身ののののリリリリーダーシップによってーダーシップによってーダーシップによってーダーシップによって進進進進んでいるんんでいるんんでいるんんでいるんだだだだなというなというなというなということをことをことをことを実実実実感感感感いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  申申申申すまでもなすまでもなすまでもなすまでもなくくくく、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの構築構築構築構築というのはというのはというのはというのは急急急急務務務務、、、、急急急急がれておるわけですがれておるわけですがれておるわけですがれておるわけです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事のののの話話話話にもにもにもにもごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄、、、、そういうことをもとにそういうことをもとにそういうことをもとにそういうことをもとにしたしたしたした現現現現在在在在のののの社会社会社会社会システムとかシステムとかシステムとかシステムとか経済経済経済経済システムシステムシステムシステム、、、、そしてライフスタイルそしてライフスタイルそしてライフスタイルそしてライフスタイル、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが自自自自然然然然システシステシステシステムとムとムとムと調和調和調和調和することがすることがすることがすることが大大大大変難変難変難変難しくなってしくなってしくなってしくなって、、、、しかもそのしかもそのしかもそのしかもその深深深深刻刻刻刻度度度度がががが非非非非常常常常にににに深深深深まっているということでまっているということでまっているということでまっているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、自自自自然然然然システムというのはシステムというのはシステムというのはシステムというのは、、、、慣慣慣慣性性性性というんですかというんですかというんですかというんですか、、、、変変変変化化化化があらわれるがあらわれるがあらわれるがあらわれるのはあるのはあるのはあるのはある時時時時間間間間をををを必要必要必要必要としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、いろんないろんないろんないろんな、、、、例例例例ええええばばばば、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化ですとですとですとですと、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスというスというスというスというのはそんなのはそんなのはそんなのはそんな影響影響影響影響をををを与与与与えているとはえているとはえているとはえているとは思思思思えないとえないとえないとえないと言言言言うううう人人人人もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、しかししかししかししかし、、、、大方大方大方大方のののの学学学学者者者者のののの一一一一致致致致したしたしたした意見意見意見意見というものはというものはというものはというものは、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスのスのスのスの濃濃濃濃度度度度とととと温暖温暖温暖温暖化化化化のののの関係関係関係関係というのはというのはというのはというのは理理理理論論論論的的的的にもにもにもにもリリリリーズナブルといいますかーズナブルといいますかーズナブルといいますかーズナブルといいますか、、、、学術的学術的学術的学術的にににに正正正正しいというしいというしいというしいというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりましてわれておりましてわれておりましてわれておりまして、、、、今後今後今後今後、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、ややややはりはりはりはり学学学学者者者者のののの意見意見意見意見というのをというのをというのをというのを謙虚謙虚謙虚謙虚にににに理理理理解解解解していくようなしていくようなしていくようなしていくような態態態態度度度度がこういうがこういうがこういうがこういう時代時代時代時代にはどうしてもにはどうしてもにはどうしてもにはどうしても必要必要必要必要になってくるんになってくるんになってくるんになってくるんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思いますいますいますいます。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、時時時時間間間間的的的的にににに余余余余裕裕裕裕



 8

がががが私私私私どもはないのではないかというどもはないのではないかというどもはないのではないかというどもはないのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、このこのこのこの青森県青森県青森県青森県がこういうがこういうがこういうがこういう面面面面でででで先進的先進的先進的先進的なななな活活活活動動動動をしていらっしをしていらっしをしていらっしをしていらっしゃゃゃゃるということるということるということるということ、、、、大大大大変敬服変敬服変敬服変敬服いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動といいますのといいますのといいますのといいますのはははは、、、、ややややはりはりはりはり 21 世世世世紀紀紀紀のののの産業産業産業産業、、、、社会社会社会社会、、、、そしてそしてそしてそして個個個個人人人人のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル、、、、それからそれからそれからそれから自自自自然然然然とのとのとのとの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境とのとのとのとの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源そのものとのそのものとのそのものとのそのものとのつつつつきききき合合合合いいいい方方方方をををを変変変変えていかなきえていかなきえていかなきえていかなきゃゃゃゃいけないことでいけないことでいけないことでいけないことでごごごござざざざいましいましいましいましてててて、、、、青森県青森県青森県青森県といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの面面面面でもでもでもでも、、、、それからそれからそれからそれから再再再再生生生生資源資源資源資源というんでしというんでしというんでしというんでしょょょょうかうかうかうか、、、、廃棄物系廃棄物系廃棄物系廃棄物系のののの再再再再生生生生資源資源資源資源、、、、そしてそしてそしてそして成育成育成育成育系系系系のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス再再再再生生生生資源資源資源資源、、、、これはこれはこれはこれは海洋海洋海洋海洋のののの資源資源資源資源をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、大大大大変豊変豊変豊変豊富富富富なななな、、、、希希希希望望望望のののの持持持持てるてるてるてる地域地域地域地域ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、今後世今後世今後世今後世界界界界ののののリリリリーダーーダーーダーーダー的的的的なななな活動活動活動活動がががが実実実実るところではなるところではなるところではなるところではないかといういかといういかといういかというふふふふうにうにうにうに期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  ややややはりはりはりはり従来従来従来従来のののの知識知識知識知識、、、、そしてそしてそしてそして技術技術技術技術とはとはとはとはちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違ったったったった、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術・・・・知識知識知識知識をををを必要必要必要必要としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。大学大学大学大学もももも、、、、農農農農業関係等業関係等業関係等業関係等々々々々すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学ががががごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学だだだだけではないとけではないとけではないとけではないと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、いろんないろんないろんないろんな研究研究研究研究所所所所ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、官官官官ののののほほほほうといいますかうといいますかうといいますかうといいますか、、、、行政行政行政行政ののののほほほほうはうはうはうは大大大大変変変変先進的先進的先進的先進的にににに力強力強力強力強くアプローくアプローくアプローくアプローチチチチしていらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃいますしいますしいますしいますし、、、、産学産学産学産学官官官官、、、、そしてそしてそしてそして市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方がががが新新新新しいしいしいしい知知知知恵恵恵恵、、、、そしてそしてそしてそして新新新新ししししいいいい技術技術技術技術、、、、これをこれをこれをこれを取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで、、、、知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞ったったったった総総総総合的合的合的合的なななな地域産業地域産業地域産業地域産業をををを興興興興していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、これはすこれはすこれはすこれはすなわなわなわなわちちちち世世世世界界界界のののの模範模範模範模範になるようなものではないになるようなものではないになるようなものではないになるようなものではないかとかとかとかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私どもとしましてもどもとしましてもどもとしましてもどもとしましても、、、、そういそういそういそういううううごごごご経経経経験験験験をををを海海海海外外外外にもにもにもにも紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ますますますますますますますます青森県青森県青森県青森県がががが地域産業地域産業地域産業地域産業のののの 1つつつつのモのモのモのモデデデデルとしてルとしてルとしてルとして大大大大きくきくきくきく成成成成長長長長されることをされることをされることをされることを祈祈祈祈願願願願いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

   本本本本日日日日はははは、、、、諸諸諸諸先先先先生生生生方方方方がいろいろおがいろいろおがいろいろおがいろいろお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけるということになっておりますけるということになっておりますけるということになっておりますけるということになっております。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ最後最後最後最後までまでまでまでごごごごゆっくりとおゆっくりとおゆっくりとおゆっくりとお楽楽楽楽しみいたしみいたしみいたしみいただだだだけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいいいいますますますます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

   藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長よりよりよりより、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、ここでここでここでここで、、、、改改改改めましてめましてめましてめまして本本本本日日日日のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラム、、、、プログラムをプログラムをプログラムをプログラムをごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、おおおお二二二二人人人人のののの先先先先生生生生にににに基調基調基調基調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラムラム産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表理代表理代表理代表理事事事事のののの谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次様様様様によりますによりますによりますによります「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育育育育成成成成・・・・振興振興振興振興～～～～ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成～」～」～」～」とととと題題題題しましてのしましてのしましてのしましての講演講演講演講演ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、2 人目人目人目人目はははは、、、、日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長のののの前田正尚様前田正尚様前田正尚様前田正尚様のののの、「、「、「、「金融金融金融金融からからからから見見見見るるるる環境産業環境産業環境産業環境産業のののの展開展開展開展開」」」」ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその後後後後、、、、およそおよそおよそおよそ 10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、2 時時時時 40 分分分分からパネルからパネルからパネルからパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの予定予定予定予定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ココココーーーーディディディディネーターとパネネーターとパネネーターとパネネーターとパネリリリリストストストスト 5名名名名によるによるによるによる「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」ということでパネルということでパネルということでパネルということでパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッションがががが終了終了終了終了しましたところでしましたところでしましたところでしましたところで、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様方方方方からからからから質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答もももも受受受受けけけけ付付付付けるけるけるける予定予定予定予定ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 1 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速ではではではではごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。まずまずまずまず最最最最初初初初にににに講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしますのはいいたしますのはいいたしますのはいいたしますのは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表理代表理代表理代表理事事事事でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞごぞごぞごぞご登壇登壇登壇登壇をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     谷口様谷口様谷口様谷口様はははは、、、、1938 年年年年のおのおのおのお生生生生まれでまれでまれでまれで、、、、1960 年年年年にににに九州九州九州九州工工工工業大学業大学業大学業大学鉱鉱鉱鉱山山山山工工工工学科学科学科学科ををををごごごご卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、小小小小野野野野田田田田セセセセメメメメントントントント株式株式株式株式会社会社会社会社にににに入入入入社社社社されされされされ、、、、太太太太平洋平洋平洋平洋セセセセメメメメントントントント株式株式株式株式会社会社会社会社専専専専務取務取務取務取締役締役締役締役、、、、屋久屋久屋久屋久島島島島電電電電工株式工株式工株式工株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役をををを務務務務められましためられましためられましためられました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、谷口様谷口様谷口様谷口様にににに基調基調基調基調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしましいいたしましいいたしましいいたしましょょょょうううう。「。「。「。「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育育育育成成成成・・・・振興振興振興振興～～～～ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成～」～」～」～」ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事     たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました谷口谷口谷口谷口ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、ここでおここでおここでおここでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくくことになことになことになことになったときからったときからったときからったときから、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ青森県青森県青森県青森県にににに関関関関するするするする資料資料資料資料ををををごごごご提提提提供供供供いたいたいたいただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自分自分自分自分ででででウウウウェブサイェブサイェブサイェブサイトでトでトでトで調調調調べべべべたりしましたたりしましたたりしましたたりしました。。。。そこでそこでそこでそこで大大大大変変変変びっくりしたというかびっくりしたというかびっくりしたというかびっくりしたというか、、、、いいいいいいいい意意意意味味味味でびっくりしたんですがでびっくりしたんですがでびっくりしたんですがでびっくりしたんですが、、、、
1 つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事からもおからもおからもおからもお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました、「、「、「、「生生生生活活活活創造創造創造創造推進推進推進推進プランプランプランプラン、、、、暮暮暮暮らしらしらしらしややややすさのトップラすさのトップラすさのトップラすさのトップランナーをンナーをンナーをンナーを目指目指目指目指してしてしてして」」」」拝拝拝拝見見見見してまずびっくりしたしてまずびっくりしたしてまずびっくりしたしてまずびっくりしたのですのですのですのです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、生生生生活活活活創造創造創造創造社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するためするためするためするためのののの 5 つつつつのののの戦戦戦戦略略略略分野分野分野分野をををを設設設設定定定定しししし、、、、そしてそしてそしてそして重重重重点点点点推進推進推進推進プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを 10 設設設設定定定定しししし、「、「、「、「わくわくわくわくわくわくわくわく 10（（（（テテテテンンンン）」）」）」）」というというというという名称名称名称名称ををををつつつつけられけられけられけられ、、、、プランのプランのプランのプランの推進推進推進推進にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、情情情情報報報報のののの共共共共有有有有とととと生生生生活活活活者参画者参画者参画者参画にににによるよるよるよる地域地域地域地域づづづづくりくりくりくり、、、、新新新新たなたなたなたな仕仕仕仕組組組組みづくりみづくりみづくりみづくり、、、、経経経経営視点営視点営視点営視点にににに立立立立ったったったった不断不断不断不断のののの行財政行財政行財政行財政改革改革改革改革、、、、こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを打打打打ちちちち出出出出してしてしてしておられるおられるおられるおられる。。。。そのそのそのその中中中中身身身身をををを拝拝拝拝見見見見するとするとするとすると、、、、極極極極めてめてめてめて充充充充実実実実しているんですしているんですしているんですしているんですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、平平平平成成成成 20 年年年年をををを目目目目標標標標にににに進進進進められめられめられめられ、、、、平平平平成成成成 16 年年年年 12 月月月月にににに発発発発表表表表されているわけですけれどされているわけですけれどされているわけですけれどされているわけですけれど、、、、もうこれをもうこれをもうこれをもうこれを見見見見たたたただだだだけでけでけでけで、、、、これがこれがこれがこれが実実実実現現現現すれすれすれすればばばば、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ先先先先ほほほほどどどど藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話がありましたようにがありましたようにがありましたようにがありましたように、、、、世世世世界界界界にににに情情情情報報報報をををを発発発発信信信信できできできできるるるる青森県青森県青森県青森県になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと私私私私はははは確確確確信信信信したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。 

   それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつびっくりしたのはびっくりしたのはびっくりしたのはびっくりしたのは、、、、知知知知れれれればばばば知知知知るるるるほほほほどどどど、、、、青森県青森県青森県青森県のののの経経経経営営営営資源資源資源資源というものがというものがというものがというものが極極極極めてめてめてめて豊豊豊豊かかかかだだだだというこというこというこということなんですとなんですとなんですとなんです。。。。ところがところがところがところが、、、、一方一方一方一方でででで、、、、現実現実現実現実はははは極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいということもしいということもしいということもしいということも言言言言えるんえるんえるんえるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、それはそれはそれはそれは有効有効有効有効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率がががが 0.44、、、、人口人口人口人口のののの流流流流出出出出とととと流流流流入入入入のののの比比比比率率率率がががが 0.8 とかとかとかとか、、、、出出出出生生生生率率率率がががが 1.25、、、、公公公公務務務務員員員員のののの給給給給与与与与とととと民民民民間間間間のののの給給給給与与与与がががが 38％％％％もももも公公公公務務務務員員員員ののののほほほほうがうがうがうが多多多多いいいい。。。。私私私私はははは公公公公務務務務員員員員のののの給給給給与与与与がががが多多多多いからけしからんといからけしからんといからけしからんといからけしからんと言言言言っているんっているんっているんっているんじゃじゃじゃじゃないんですよないんですよないんですよないんですよ。。。。それはどういうことかというとそれはどういうことかというとそれはどういうことかというとそれはどういうことかというと、、、、民民民民間間間間のののの給給給給与与与与がががが相相相相対対対対的的的的にににに低低低低いいいい。。。。日日日日本本本本全全全全国国国国でででで一一一一番低番低番低番低いいいいということですということですということですということです。。。。いかにこのいかにこのいかにこのいかにこの青森県青森県青森県青森県のののの産業産業産業産業・・・・経済経済経済経済がががが問問問問題題題題だだだだとととと思思思思うわけでうわけでうわけでうわけですすすす。。。。こういうこういうこういうこういう厳厳厳厳しいしいしいしい現実現実現実現実のののの中中中中でできたこのでできたこのでできたこのでできたこのビビビビジョンをいかにジョンをいかにジョンをいかにジョンをいかに現実現実現実現実のものにするかのものにするかのものにするかのものにするかというのがこれからのというのがこれからのというのがこれからのというのがこれからの課課課課題題題題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、頂頂頂頂いたいたいたいた「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業育成環境産業育成環境産業育成環境産業育成・・・・振興振興振興振興」」」」というというというというタイトルにタイトルにタイトルにタイトルに「「「「ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成」」」」というというというという副副副副題題題題ををををつつつつけさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだきましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、このタイトルのようこのタイトルのようこのタイトルのようこのタイトルのようなななな環境産業育成環境産業育成環境産業育成環境産業育成・・・・振興振興振興振興のためにのためにのためにのためにははははゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの基本的基本的基本的基本的ななななココココンンンンセセセセプトとそのプトとそのプトとそのプトとその手法手法手法手法がおがおがおがお役役役役にににに立立立立つつつつんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという考考考考ええええ方方方方からからからからですですですです。。。。 

   それでそれでそれでそれで、、、、「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提唱提唱提唱提唱しししし始始始始めてめてめてめて今今今今年年年年でででで 11 年年年年目目目目になりますになりますになりますになります。。。。しかしかしかしかしししし残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、完完完完全全全全にゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションを正正正正しくしくしくしく理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだけているともけているともけているともけているとも言言言言えないえないえないえない部部部部分分分分があがあがあがあ



 10 

るんでするんでするんでするんです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの物物物物質質質質のフローをのフローをのフローをのフローをごごごごらんになっていたらんになっていたらんになっていたらんになっていただだだだけれけれけれければばばばわかるんですがわかるんですがわかるんですがわかるんですが、、、、これこれこれこれ、、、、地地地地球球球球とととと考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。生物生物生物生物圏圏圏圏とととと地地地地殻殻殻殻があってがあってがあってがあって、、、、生物生物生物生物圏圏圏圏からからからから農農農農・・・・林林林林・・・・水水水水産産産産漁漁漁漁業資源業資源業資源業資源をとってをとってをとってをとってくるわくるわくるわくるわけですけですけですけです。。。。日日日日本本本本でででで言言言言ええええばばばば、、、、農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会、、、、漁漁漁漁村村村村社会社会社会社会でででで行行行行われますわれますわれますわれます。。。。鉱鉱鉱鉱物物物物採掘採掘採掘採掘、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国でででで行行行行われまわれまわれまわれますすすすがががが、、、、天然天然天然天然資源資源資源資源をとってきてをとってきてをとってきてをとってきて資源資源資源資源のののの素素素素材材材材加工加工加工加工をををを行行行行いいいい、、、、製製製製品品品品をををを製製製製造造造造しししし、、、、製製製製品品品品及及及及びサーびサーびサーびサービビビビススススをををを提提提提供供供供しししし、、、、利用利用利用利用・・・・消費消費消費消費されされされされますますますます。。。。一一一一部部部部ははははリリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルとリユリユリユリユースもされますがースもされますがースもされますがースもされますが、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは年年年年間間間間
4 億億億億トントントントン、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場にににに行行行行くものもくものもくものもくものも含含含含めるとめるとめるとめると 5,000 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでししししょょょょうかうかうかうか。。。。でででですからすからすからすから、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省がががが提唱提唱提唱提唱しておりますしておりますしておりますしております 3R イニシアイニシアイニシアイニシアチチチチブというのはブというのはブというのはブというのは、、、、実実実実はははは日日日日本本本本のののの国内国内国内国内だだだだけでけでけでけで循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会というというというという観点観点観点観点からからからからややややられていてられていてられていてられていて、、、、ゼロエミッションというのがこういうゼロエミッションというのがこういうゼロエミッションというのがこういうゼロエミッションというのがこういう各各各各工工工工程程程程からからからから出出出出るるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、極極極極端端端端にににに言言言言ええええばばばば、、、、各各各各工場工場工場工場からからからから出出出出るるるるごごごごみをゼロにしようみをゼロにしようみをゼロにしようみをゼロにしよう、、、、ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ運運運運動動動動というというというというふふふふうにうにうにうに矮矮矮矮小小小小化化化化されていないかされていないかされていないかされていないか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、工場工場工場工場ののののごごごごみがゼロになってみがゼロになってみがゼロになってみがゼロになって、「、「、「、「業業業業者者者者にににに全部全部全部全部委委委委託託託託してしてしてして処処処処理理理理しているかしているかしているかしているからららら、、、、我我我我がががが工場工場工場工場ははははごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロだだだだ」」」」なんていうのをゼロエミッションとなんていうのをゼロエミッションとなんていうのをゼロエミッションとなんていうのをゼロエミッションと言言言言われるとわれるとわれるとわれるとちちちちょょょょっとまずいのでっとまずいのでっとまずいのでっとまずいので、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの意意意意味味味味のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはまたというのはまたというのはまたというのはまた違違違違うんうんうんうんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ということということということということでででで、、、、私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげたたたたいのはいのはいのはいのは、、、、ほほほほんとうのゼロエミッションんとうのゼロエミッションんとうのゼロエミッションんとうのゼロエミッション、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはというのはというのはというのは、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会とととと農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会とのとのとのとの大大大大きなきなきなきな循環循環循環循環があってがあってがあってがあって初初初初めてめてめてめて循環循環循環循環でででで、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会のののの工場工場工場工場からからからから出出出出るるるる最最最最終処終処終処終処分分分分すすすすべべべべきききき廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををリリリリサイサイサイサイクルすれクルすれクルすれクルすればばばばそれでいいというものそれでいいというものそれでいいというものそれでいいというものじゃじゃじゃじゃないないないないのですのですのですのです。。。。 それをそれをそれをそれを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと平面平面平面平面的的的的にあらわしてみますとにあらわしてみますとにあらわしてみますとにあらわしてみますと、、、、このこのこのこの図図図図をををを地球地球地球地球ととととみたててみたててみたててみたてて、、、、上上上上がががが大大大大気圏気圏気圏気圏、、、、黄色黄色黄色黄色のところがのところがのところがのところが陸陸陸陸地地地地、、、、下下下下がががが海洋海洋海洋海洋とととと考考考考えてえてえてえて、、、、右右右右側側側側のこののこののこののこの部部部部分分分分をををを日日日日本本本本のののの国内国内国内国内とととと考考考考えていたえていたえていたえていただだだだくくくく。。。。左左左左側側側側のこのこのこのこのののの部部部部分分分分はははは海海海海外外外外のののの鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源をををを輸輸輸輸入入入入するするするする発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国とととと考考考考えていたえていたえていたえていただだだだいていていていて、、、、ききききょょょょうのおうのおうのおうのお話話話話はこれからはこれからはこれからはこれから右右右右のののの、、、、日日日日本本本本のののの中中中中のののの農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会とととと都市社会都市社会都市社会都市社会ににににつつつついていていていて、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの本本本本質質質質ににににつつつついてをさせていたいてをさせていたいてをさせていたいてをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。都市社会都市社会都市社会都市社会ではではではでは、、、、人口人口人口人口のののの都市都市都市都市集集集集中中中中・・・・過過過過密化密化密化密化、、、、大大大大気気気気・・・・水水水水質質質質・・・・土壌土壌土壌土壌のののの汚染汚染汚染汚染、、、、ヒヒヒヒートアイランートアイランートアイランートアイランドドドド現現現現象象象象、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場のののの決決決決定定定定的的的的なななな不不不不足足足足、、、、こういったことがこういったことがこういったことがこういったことが起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。一方一方一方一方、、、、農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会ではではではでは森森森森林林林林がががが荒荒荒荒廃廃廃廃しししし、、、、生態系生態系生態系生態系はははは破壊破壊破壊破壊されされされされ、、、、生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性はははは消消消消滅滅滅滅しししし、、、、森森森森林林林林のののの価値価値価値価値はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん低低低低下下下下するするするする。。。。棚棚棚棚田田田田はははは消消消消滅滅滅滅しししし、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源はははは逆逆逆逆にににに増殖増殖増殖増殖しているしているしているしている。。。。林林林林業業業業はははは衰衰衰衰退退退退しししし、、、、農農農農業業業業のののの衰衰衰衰退退退退、、、、食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率がががが低低低低下下下下していっているしていっているしていっているしていっている。。。。高高高高齢齢齢齢化化化化とととと過疎過疎過疎過疎化化化化がががが進進進進んでんでんでんで、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会のののの過過過過密密密密、、、、都市都市都市都市集集集集中中中中とととと全全全全くくくく逆逆逆逆のののの現現現現象象象象がががが起起起起こっていこっていこっていこっているるるる。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会とととと農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会のののの循環循環循環循環系系系系がががが不不不不全全全全にににに陥陥陥陥っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。ですですですですからからからから、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会だだだだけでけでけでけで循環循環循環循環しているしているしているしている、、、、3R がうまくいっているとがうまくいっているとがうまくいっているとがうまくいっていると言言言言ってもってもってもっても、、、、農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会とのとのとのとの循環循環循環循環がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、ほほほほんとうのゼロエミッションでもなけれんとうのゼロエミッションでもなけれんとうのゼロエミッションでもなけれんとうのゼロエミッションでもなければばばば、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会でもないんでもないんでもないんでもないんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会とととと都市社会都市社会都市社会都市社会のののの、、、、循環循環循環循環系系系系不不不不全全全全というよりもというよりもというよりもというよりも断断断断絶絶絶絶がががが起起起起きているときているときているときていると言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、都市社会都市社会都市社会都市社会のののの中中中中だだだだけでけでけでけで 3R とかとかとかとかごごごごみゼロとみゼロとみゼロとみゼロと言言言言ったってったってったってったって、、、、それはあまりそれはあまりそれはあまりそれはあまり意意意意味味味味がないんがないんがないんがないんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないかというのがというのがというのがというのが基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの本本本本質質質質というのはというのはというのはというのは、、、、結結結結局局局局、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系にににに倣倣倣倣ったったったった産業産業産業産業とととと生生生生活活活活者者者者のののの生態系生態系生態系生態系形成形成形成形成だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは定定定定義義義義づけたいんですづけたいんですづけたいんですづけたいんです。。。。自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系のののの中中中中にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという概概概概念念念念はははは全全全全くないですくないですくないですくないですねねねね。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは、、、、人人人人間間間間のののの、、、、人類人類人類人類のののの活動活動活動活動にににに伴伴伴伴ってってってって出出出出てきたてきたてきたてきたものであってものであってものであってものであって、、、、自自自自然然然然にはにはにはには決決決決してしてしてして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はないんですはないんですはないんですはないんです。。。。ですからですからですからですから、、、、我我我我々々々々のののの提唱提唱提唱提唱するゼロエミッショするゼロエミッショするゼロエミッショするゼロエミッションというのはンというのはンというのはンというのは、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系にににに倣倣倣倣ったったったった仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくろうということなんですくろうということなんですくろうということなんですくろうということなんです。。。。 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、鉱鉱鉱鉱工工工工業業業業、、、、農林農林農林農林・・・・水水水水産業産業産業産業、、、、流通流通流通流通・サー・サー・サー・サービビビビスススス業業業業のののの人人人人、、、、モノモノモノモノ、、、、金金金金、、、、情情情情報報報報によるによるによるによる循環循環循環循環系系系系をををを構築構築構築構築しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。それからそれからそれからそれから、、、、動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業とととと静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業のののの循環循環循環循環系系系系もももも構築構築構築構築しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。都市社会都市社会都市社会都市社会とととと農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会のののの人人人人、、、、モノモノモノモノ、、、、金金金金、、、、情情情情報報報報によるによるによるによる循環循環循環循環系系系系をををを構築構築構築構築しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。こういうここういうここういうここういうことでとでとでとで初初初初めてめてめてめて自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系にににに倣倣倣倣ったゼロエミッションがったゼロエミッションがったゼロエミッションがったゼロエミッションが達達達達成成成成されるんされるんされるんされるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思うううう次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。 
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   結結結結局局局局、、、、それをそれをそれをそれを突突突突きききき詰詰詰詰めてみますとめてみますとめてみますとめてみますと、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系形成形成形成形成というのはというのはというのはというのは地産地地産地地産地地産地消消消消にににに尽尽尽尽きるきるきるきるんですんですんですんですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、フーフーフーフードドドド・マイ・マイ・マイ・マイレレレレージをージをージをージを最小最小最小最小化化化化しししし、、、、テテテティィィィンバー・マインバー・マインバー・マインバー・マイレレレレージのージのージのージの最小最小最小最小化化化化、、、、バーバーバーバーチチチチャャャャルルルルウウウウォーターのォーターのォーターのォーターの最小最小最小最小化化化化、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては後後後後からからからからごごごご説説説説明明明明しますがしますがしますがしますが、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産性産性産性産性をををを最最最最大化大化大化大化というというというということことことこと、、、、こういったことをこういったことをこういったことをこういったことをややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。フーフーフーフードドドド・マイ・マイ・マイ・マイレレレレージというのはージというのはージというのはージというのは、、、、ごごごご承承承承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、日日日日本本本本はははは食食食食べべべべ物物物物をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん輸輸輸輸入入入入しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、そのトンそのトンそのトンそのトン数数数数にににに運運運運んんんんだだだだ距離距離距離距離をををを掛掛掛掛けたトンけたトンけたトンけたトンキキキキロであらロであらロであらロであらわしたものですわしたものですわしたものですわしたものです。。。。テテテティィィィンバーンバーンバーンバー・マイ・マイ・マイ・マイレレレレージージージージというのはというのはというのはというのは、、、、木木木木材材材材をををを世世世世界界界界からからからから買買買買っていますっていますっていますっていますのでのでのでので、、、、そのそのそのそのトントントントン・・・・キキキキロロロロ。。。。バーバーバーバーチャチャチャチャルルルルウウウウォーターというのはォーターというのはォーターというのはォーターというのは、、、、肉肉肉肉類類類類、、、、食食食食糧糧糧糧、、、、穀穀穀穀物物物物といったものをといったものをといったものをといったものを輸輸輸輸入入入入するするするする際際際際にににに、、、、それをそれをそれをそれを水換水換水換水換算算算算したものですしたものですしたものですしたものです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、牛牛牛牛をををを育育育育てててててててて牛肉牛肉牛肉牛肉をををを 1 トンとるためにはトンとるためにはトンとるためにはトンとるためには何何何何トンのトンのトンのトンの水水水水がががが必要必要必要必要だだだだったかったかったかったか。。。。大体大体大体大体 2 万万万万トンとトンとトンとトンと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。穀穀穀穀物物物物のののの場場場場合合合合はははは 1,000 トントントントン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 2,000 トンともトンともトンともトンとも言言言言われているわれているわれているわれている、、、、膨膨膨膨大大大大なななな水水水水をををを使使使使うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そういったバーそういったバーそういったバーそういったバーチャチャチャチャルルルルウウウウォーォーォーォーターをターをターをターを最小最小最小最小化化化化しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけいけいけいけないないないない。。。。これはこれはこれはこれは地産地地産地地産地地産地消消消消によってによってによってによって達達達達成成成成できるということでありますできるということでありますできるということでありますできるということであります。。。。 

   今今今今のフーのフーのフーのフードドドド・マイ・マイ・マイ・マイレレレレージをージをージをージを、、、、2001 年年年年のののの農水省農水省農水省農水省のののの発発発発表表表表によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、日日日日本本本本はははは 9,002億億億億 800万万万万トントントントンキキキキロロロロメメメメートルートルートルートル、、、、1人人人人当当当当たりたりたりたり 7,093 トントントントンキキキキロなんですロなんですロなんですロなんです。。。。フランスはフランスはフランスはフランスは、、、、何何何何とととと 1,738。。。。農農農農業国業国業国業国ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの点点点点フランスはフランスはフランスはフランスは非非非非常常常常にいいですにいいですにいいですにいいですねねねね。。。。韓韓韓韓国国国国はははは 6,637 になっていますになっていますになっていますになっています。。。。フーフーフーフードドドド・マイ・マイ・マイ・マイレレレレージはージはージはージは大大大大ききききなななな問問問問題題題題ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、シシシシシシシシャャャャモをアイスランモをアイスランモをアイスランモをアイスランドドドドからからからから運運運運んでくるんでくるんでくるんでくる必要必要必要必要があがあがあがあるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうううう。。。。南米南米南米南米ココココロロロロンンンンビビビビアからアからアからアからピピピピタタタタヤヤヤヤというというというという果物果物果物果物をををを運運運運んでくるんでくるんでくるんでくる必要必要必要必要があるんでしがあるんでしがあるんでしがあるんでしょょょょうかとかうかとかうかとかうかとか、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考ええええさせられますさせられますさせられますさせられます。。。。テテテティィィィンバー・マインバー・マインバー・マインバー・マイレレレレージというのはージというのはージというのはージというのは、、、、何何何何とラトとラトとラトとラトビビビビアとかアとかアとかアとか、、、、ドドドドイイイイツツツツとかとかとかとか、、、、オーストオーストオーストオーストララララリリリリアからアからアからアから木木木木材材材材をををを地地地地中中中中海海海海とスエズとスエズとスエズとスエズ運運運運河河河河をををを通通通通ってってってって日日日日本本本本にににに持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、内内内内陸陸陸陸にににに持持持持っていってっていってっていってっていって集集集集成成成成材材材材にににに加工加工加工加工してしてしてして、、、、またまたまたまた港港港港にににに持持持持っていってっていってっていってっていって各都市各都市各都市各都市にににに配配配配送送送送してもしてもしてもしても、、、、裏裏裏裏山山山山のののの木木木木をををを切切切切ってってってって売売売売るよりるよりるよりるより安安安安いといういといういといういという、、、、このおかしなこのおかしなこのおかしなこのおかしな状況状況状況状況、、、、これをこれをこれをこれを変変変変えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃいけないということいけないということいけないということいけないということでででですすすす。。。。 

   このこのこのこの図図図図はははは日日日日本本本本がががが他他他他国国国国にににに水水水水をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ依依依依存存存存しているかというしているかというしているかというしているかということをことをことをことを表表表表していますしていますしていますしています。。。。いわゆるバーいわゆるバーいわゆるバーいわゆるバーチャチャチャチャルルルルウウウウォーターォーターォーターォーター、、、、仮仮仮仮想想想想水水水水とととと訳訳訳訳されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、何何何何とととと日日日日本本本本はははは 1 年年年年間間間間にににに 640億億億億トンのトンのトンのトンの水水水水をををを輸輸輸輸入入入入ししししているのとているのとているのとているのと同同同同じじじじなんですなんですなんですなんです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉、、、、小小小小麦麦麦麦、、、、大大大大豆豆豆豆、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシといったものをシといったものをシといったものをシといったものを輸輸輸輸入入入入しているのでしているのでしているのでしているので、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカからからからから 389億億億億トンのトンのトンのトンの水水水水をををを輸輸輸輸入入入入していることになるんですしていることになるんですしていることになるんですしていることになるんです。。。。日日日日本本本本でででで使使使使っていっていっていっているるるる総総総総かんがいかんがいかんがいかんがい用用用用水水水水量量量量はははは 570億億億億トントントントン、、、、それよりもそれよりもそれよりもそれよりも多多多多いいいい水水水水をををを輸輸輸輸入入入入していることになるわけですしていることになるわけですしていることになるわけですしていることになるわけです。。。。世世世世界界界界でででで一一一一番番番番たくさんたくさんたくさんたくさん水水水水をををを輸輸輸輸入入入入しているしているしているしている先先先先のアのアのアのアメメメメリカリカリカリカはははは、、、、カカカカンンンンザザザザスススス州州州州をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした 8つつつつのアのアのアのアメメメメリカリカリカリカのののの州州州州にににに、、、、このこのこのこの赤赤赤赤いところがオいところがオいところがオいところがオガガガガララララララララ帯帯帯帯水層水層水層水層というというというという化化化化石石石石水水水水なんですなんですなんですなんです。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの水位水位水位水位がががが年年年年々々々々下下下下がってがってがってがっているんですいるんですいるんですいるんです。。。。これによってこれによってこれによってこれによって日日日日本本本本、、、、中中中中国国国国、、、、そのそのそのその他他他他世世世世界界界界のののの穀穀穀穀物物物物をををを供給供給供給供給してしてしてしているいるいるいる供給供給供給供給源源源源のののの水水水水がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。それにアそれにアそれにアそれにアメメメメリカリカリカリカがががが今今今今度大度大度大度大豆豆豆豆でエタノールをでエタノールをでエタノールをでエタノールをつつつつくってエネルくってエネルくってエネルくってエネルギギギギーーーー対策対策対策対策すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、石石石石油油油油代代代代替燃替燃替燃替燃料料料料にしようとにしようとにしようとにしようとしていますしていますしていますしています。。。。石石石石油油油油がががが高高高高騰騰騰騰してしてしてしているためいるためいるためいるため大大大大統領統領統領統領がそういうことをがそういうことをがそういうことをがそういうことを言言言言いいいい出出出出すわすわすわすわけですからけですからけですからけですから、、、、食食食食糧糧糧糧にににに回回回回すすすすべべべべききききトトトトウウウウモロモロモロモロココココシシシシがエネルがエネルがエネルがエネルギギギギーのーのーのーのほほほほうにうにうにうに回回回回されようとされようとされようとされようとしていますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの水位水位水位水位ががががさらにさらにさらにさらに下下下下がってくるとがってくるとがってくるとがってくると、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはどうしますかはどうしますかはどうしますかはどうしますか。。。。日日日日本本本本とかとかとかとか中中中中国国国国にににに輸輸輸輸出出出出するするするする食食食食糧糧糧糧、、、、穀穀穀穀物物物物をををを減減減減らしてらしてらしてらして、、、、自分自分自分自分のののの国国国国のためにしかのためにしかのためにしかのためにしか水水水水をををを使使使使わないはずですわないはずですわないはずですわないはずですねねねね。。。。それはいそれはいそれはいそれはいつつつつ来来来来るかるかるかるか知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、そそそそんんんんなになになになに遠遠遠遠いいいい先先先先のことではのことではのことではのことではないようないようないようないようにににに思思思思いますいますいますいます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、日日日日本本本本はははは地産地地産地地産地地産地消消消消でででで食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率をををを上上上上げげげげるしかないということがこれからるしかないということがこれからるしかないということがこれからるしかないということがこれから言言言言えるわけでえるわけでえるわけでえるわけで、、、、休休休休耕耕耕耕田田田田ででででエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー作作作作物物物物ををををつつつつくるということくるということくるということくるということだだだだってってってって考考考考えられるえられるえられるえられるのではないでしのではないでしのではないでしのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

    先先先先だだだだってってってって、、、、山形山形山形山形のののの庄庄庄庄内内内内町町町町のののの町長町長町長町長さんとさんとさんとさんと話話話話をしていたらをしていたらをしていたらをしていたら、「、「、「、「休休休休耕耕耕耕田田田田でででで米米米米ををををつつつつくってエタノールをくってエタノールをくってエタノールをくってエタノールをつつつつくりたいんですがくりたいんですがくりたいんですがくりたいんですが、、、、どうですかどうですかどうですかどうですかねねねね」「」「」「」「それでそれでそれでそれで、、、、食物食物食物食物がががが足足足足りなくなったらりなくなったらりなくなったらりなくなったら米米米米をををを食食食食べべべべれれれればばばばいいいいいいいいじゃじゃじゃじゃないないないないですですですですかかかか」」」」とととと、、、、言言言言っておられっておられっておられっておられましたましたましたました。。。。将将将将来来来来のののの世世世世界界界界のののの食食食食糧糧糧糧事事事事情情情情をををを考考考考えるとえるとえるとえると地産地地産地地産地地産地消消消消というのがというのがというのがというのが国国国国
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益益益益上上上上もももも極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要だだだだしししし、、、、それのそれのそれのそれの可能性可能性可能性可能性をををを持持持持っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、ややややはりはりはりはり東東東東北北北北 3 県県県県というのはというのはというのはというのは大大大大きなきなきなきな力力力力をををを持持持持っているっているっているっているんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。 

   そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、これからはこれからはこれからはこれからは各各各各論論論論になるんですがになるんですがになるんですがになるんですが、、、、まずまずまずまず、、、、青森県青森県青森県青森県のののの経経経経営営営営資源資源資源資源のののの棚卸棚卸棚卸棚卸しをしをしをしを徹底徹底徹底徹底的的的的ににににややややってみようってみようってみようってみようじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってって、、、、いろんないろんないろんないろんな資料資料資料資料をををを集集集集めてめてめてめて書書書書いてみたんですがいてみたんですがいてみたんですがいてみたんですが 、、、、これはこれはこれはこれは到底到底到底到底書書書書きききき切切切切れないのでれないのでれないのでれないので、、、、ほほほほんのんのんのんの一一一一部部部部しかしかしかしか書書書書いてはおりませんいてはおりませんいてはおりませんいてはおりません。。。。産業産業産業産業ではではではでは、、、、精錬精錬精錬精錬、、、、セセセセメメメメンンンントトトト、、、、建建建建材材材材、、、、製製製製紙紙紙紙、、、、製製製製鉄鉄鉄鉄、、、、発発発発電電電電、、、、原子原子原子原子力関連力関連力関連力関連、、、、林林林林業業業業、、、、農農農農業業業業、、、、水水水水産産産産、、、、流通流通流通流通、、、、情情情情報報報報、、、、サーサーサーサービビビビスススス、、、、何何何何でもでもでもでもあるんですあるんですあるんですあるんですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの資源資源資源資源としてはとしてはとしてはとしては、、、、世世世世界界界界遺遺遺遺産産産産としてのとしてのとしてのとしての白神白神白神白神山地山地山地山地、、、、十十十十和和和和田田田田湖湖湖湖、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ園園園園、、、、弘前弘前弘前弘前城城城城、、、、温泉温泉温泉温泉、、、、ススススキキキキーーーー場場場場、、、、市民市民市民市民風風風風車車車車、、、、市市市市場場場場。。。。エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの対対対対象象象象となるものはとなるものはとなるものはとなるものはいっいっいっいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいある。。。。それからそれからそれからそれから、、、、風土風土風土風土、、、、気候気候気候気候、、、、生生生生活活活活、、、、食食食食文文文文化化化化、、、、教教教教育育育育、、、、これもこれもこれもこれも恵恵恵恵まれていますまれていますまれていますまれていますねねねね。。。。ももももちちちちろろろろんマイナスんマイナスんマイナスんマイナス面面面面もありますもありますもありますもあります。。。。雪雪雪雪とかとかとかとか、、、、冬冬冬冬場場場場のののの問問問問題題題題もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、そのそのそのそのほほほほかインフラとしてはかインフラとしてはかインフラとしてはかインフラとしては、、、、立立立立派派派派なななな港湾港湾港湾港湾、、、、大学大学大学大学、、、、道路道路道路道路、、、、土土土土地地地地それにそれにそれにそれに八戸八戸八戸八戸港港港港をををを調調調調べべべべてみましたらてみましたらてみましたらてみましたら、、、、何何何何とととと水深水深水深水深 16 メメメメーターのーターのーターのーターの八太八太八太八太郎郎郎郎岸岸岸岸壁壁壁壁、、、、それからそれからそれからそれから河河河河原木原木原木原木のののの、、、、14 メメメメートルとかートルとかートルとかートルとか 18 メメメメートルのートルのートルのートルの水深水深水深水深のののの岸壁岸壁岸壁岸壁があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。これをこれをこれをこれを国際的国際的国際的国際的にににに使使使使わないわないわないわない手手手手ははははありませんありませんありませんありません。。。。そういうインフラもあるそういうインフラもあるそういうインフラもあるそういうインフラもある。。。。生態系生態系生態系生態系としてはとしてはとしてはとしては、、、、森森森森林林林林、、、、水水水水、、、、生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性、、、、土壌土壌土壌土壌、、、、これもこれもこれもこれも大大大大きなきなきなきな経経経経営営営営資源資源資源資源ですですですです。。。。後後後後からこれにからこれにからこれにからこれにつつつついてはおいてはおいてはおいてはお話話話話ししますししますししますしします。。。。 

   そういったそういったそういったそういった経経経経営営営営資源資源資源資源をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに生態系生態系生態系生態系としてくみとしてくみとしてくみとしてくみ上上上上げげげげていくのかということでていくのかということでていくのかということでていくのかということで、、、、まずまずまずまず、、、、産業産業産業産業のののの生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成ということですということですということですということです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、もうもうもうもう既既既既にににに青森青森青森青森のエのエのエのエココココタタタタウウウウンプランのンプランのンプランのンプランの中中中中ににににほほほほとんどとんどとんどとんど入入入入ってはいるんですがってはいるんですがってはいるんですがってはいるんですが、、、、それにそれにそれにそれに入入入入っていないものもっていないものもっていないものもっていないものも、、、、私私私私なりになりになりになりに書書書書きききき加加加加えてみたわけですえてみたわけですえてみたわけですえてみたわけです。。。。このこのこのこの場場場場合合合合、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄ととととセセセセメメメメントというのはントというのはントというのはントというのは産業産業産業産業生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成のためにのためにのためにのために非非非非常常常常にににに役役役役にににに立立立立ちちちちますよますよますよますよ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、こここここにこにこにこにベベベベネズエラとニネズエラとニネズエラとニネズエラとニュュュューーーーカレドカレドカレドカレドニアなんてとんでもないニアなんてとんでもないニアなんてとんでもないニアなんてとんでもない国国国国のののの名名名名前前前前がががが出出出出てきていますがてきていますがてきていますがてきていますが、、、、これがこれがこれがこれが実実実実はははは意意意意味味味味があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。ベベベベネズエラにはネズエラにはネズエラにはネズエラには、、、、オオオオリリリリノノノノココココオイルというオイルというオイルというオイルという膨膨膨膨大大大大なななな、、、、ササササウウウウジのジのジのジの油油油油田田田田よりもよりもよりもよりも多多多多いいいい、、、、粘粘粘粘性性性性のののの高高高高いいいい油油油油があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。これにこれにこれにこれに水水水水とととと界界界界面面面面活性活性活性活性剤剤剤剤をををを加加加加えれえれえれえればばばば、、、、石石石石油油油油とととと同同同同じじじじようにようにようにようにタンタンタンタンカカカカーでーでーでーで運運運運べべべべるんでするんでするんでするんですねねねね。。。。もうもうもうもう既既既既にににに世世世世界界界界にににに、、、、特特特特ににににヨヨヨヨーロッパをーロッパをーロッパをーロッパを中中中中心心心心にににに使使使使わわわわれていますがれていますがれていますがれていますが、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、北北北北電電電電のののの尻尻尻尻内発内発内発内発電電電電所所所所、、、、鹿鹿鹿鹿島島島島共共共共同同同同火火火火力力力力なんかになんかになんかになんかに一一一一部入部入部入部入っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、これをこれをこれをこれを使使使使うとうとうとうと、、、、CO2 がががが 16％％％％低低低低いいいい上上上上にににに、、、、燃燃燃燃ややややしししし所所所所たたたた後後後後のののの灰灰灰灰のののの中中中中にニッにニッにニッにニッケケケケルルルルととととバナジバナジバナジバナジウウウウムというムというムというムという、、、、今最今最今最今最もももも値段値段値段値段がががが急急急急騰騰騰騰しておりしておりしておりしており、、、、それがそれがそれがそれがステンステンステンステンレレレレスをスをスをスをつつつつくるくるくるくる原原原原料料料料としてとしてとしてとして今今今今大大大大変不変不変不変不足足足足しているしているしているしている、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして希少希少希少希少ななななものがものがものがものが、、、、そのそのそのその灰灰灰灰のののの中中中中にかにかにかにかなりのなりのなりのなりの量量量量入入入入っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。これをこれをこれをこれを取取取取りりりり出出出出すすすす技術技術技術技術はもうはもうはもうはもう確確確確立立立立していますのしていますのしていますのしていますのでででで、、、、ベベベベネズエラからオネズエラからオネズエラからオネズエラからオリリリリノノノノココココオイルをオイルをオイルをオイルを輸輸輸輸入入入入してしてしてして、、、、専専専専焼焼焼焼ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをつつつつくってくってくってくって発発発発電電電電をしをしをしをし、、、、そしてそしてそしてそして残残残残ったったったった灰灰灰灰はははは、、、、ニッニッニッニッケケケケルとかルとかルとかルとかバナジバナジバナジバナジウウウウムというムというムというムという貴重貴重貴重貴重なななな資源資源資源資源はははは非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属精錬属精錬属精錬属精錬工場工場工場工場でででで取取取取りりりり出出出出しししし、、、、残残残残りのりのりのりの灰灰灰灰ははははセセセセメメメメントントントント工場工場工場工場でででで原原原原料料料料ととととしてしてしてして使使使使うううう、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが可能可能可能可能なんですなんですなんですなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる経経経経営営営営資源資源資源資源をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度棚卸棚卸棚卸棚卸しをしてしをしてしをしてしをしてみようみようみようみようじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというわけですわけですわけですわけです。。。。それにそれにそれにそれに農林水農林水農林水農林水産産産産、、、、建建建建設設設設もももも含含含含めてめてめてめて、、、、全全全全産業産業産業産業をををを生態系生態系生態系生態系でくみでくみでくみでくみ上上上上げげげげてみるとてみるとてみるとてみると新新新新しいしいしいしいビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが必必必必ずずずず見見見見つつつつかるとかるとかるとかると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、具具具具体的体的体的体的なななな提提提提案案案案ですがですがですがですが、、、、水深水深水深水深 14メメメメートルからートルからートルからートルから 16メメメメートルのートルのートルのートルの岸壁岸壁岸壁岸壁があるとがあるとがあるとがあると申申申申しまししまししまししましたがたがたがたが、、、、八戸八戸八戸八戸精錬精錬精錬精錬でニッでニッでニッでニッケケケケルをニルをニルをニルをニュュュューーーーカレドカレドカレドカレドニアからニアからニアからニアから輸輸輸輸入入入入しているはずですしているはずですしているはずですしているはずです。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今度度度度、、、、ニニニニュュュュー・ー・ー・ー・カレドカレドカレドカレドニアでニアでニアでニアで世世世世界界界界最最最最大大大大のニッのニッのニッのニッケケケケルのルのルのルの鉱鉱鉱鉱山山山山とそのとそのとそのとその処処処処理理理理プラントプラントプラントプラント、、、、精錬精錬精錬精錬プラントがでプラントがでプラントがでプラントができるんですきるんですきるんですきるんです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、これはこれはこれはこれは硫硫硫硫酸酸酸酸をををを大大大大量量量量にににに使使使使うううう。。。。それでそれでそれでそれで廃廃廃廃硫硫硫硫酸酸酸酸がががが大大大大量量量量にににに出出出出るんでするんでするんでするんです。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題がががが非非非非常常常常にににに問問問問題題題題なのでなのでなのでなので、、、、廃廃廃廃硫硫硫硫酸酸酸酸をををを中中中中和和和和してしてしてして無害無害無害無害化化化化するためにするためにするためにするために石灰石石灰石石灰石石灰石がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。ニッニッニッニッケケケケルルルル鉱鉱鉱鉱石石石石をををを運運運運んできたんできたんできたんできたそのそのそのその帰帰帰帰りりりり船船船船でででで石灰石石灰石石灰石石灰石をををを持持持持っていってっていってっていってっていって売売売売れれれればばばばいいわけですいいわけですいいわけですいいわけです。。。。実実実実はははは、、、、私私私私はそのはそのはそのはその商売商売商売商売をををを 20 年年年年ややややってってってって、、、、オーストラオーストラオーストラオーストラリリリリアアアア、、、、インインインインドドドド、、、、ママママレレレレーシアーシアーシアーシア、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ、、、、パプアニパプアニパプアニパプアニュュュューーーーギギギギニアニアニアニア、、、、こうこうこうこういっいっいっいったところのたところのたところのたところの金金金金属属属属鉱鉱鉱鉱山山山山にににに石灰石石灰石石灰石石灰石をををを売売売売るるるる商売商売商売商売ををををややややってってってって、、、、いいいいいいいい商売商売商売商売になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それもそれもそれもそれも、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資資資資
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源源源源をををを運運運運んできたんできたんできたんできた大型大型大型大型船船船船をををを利用利用利用利用すすすするんでするんでするんでするんです。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変いいいいいいいいビビビビジネスになジネスになジネスになジネスになりますりますりますります。。。。実実実実はははは、、、、これはあこれはあこれはあこれはあるるるる製製製製鉄鉄鉄鉄会社会社会社会社がもうがもうがもうがもうややややろうとしていますのでろうとしていますのでろうとしていますのでろうとしていますので、、、、八戸八戸八戸八戸精錬精錬精錬精錬さんさんさんさんのののの方方方方がいらしたらがいらしたらがいらしたらがいらしたら、、、、すすすすぐぐぐぐややややられたらいられたらいられたらいられたらいいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。こういったことがこういったことがこういったことがこういったことが、、、、こういうこういうこういうこういう生態系生態系生態系生態系ををををつつつつくってくってくってくって考考考考えるとえるとえるとえると、、、、浮浮浮浮かんでくるんですかんでくるんですかんでくるんですかんでくるんです。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、流通流通流通流通インフラでインフラでインフラでインフラで、、、、地地地地下空下空下空下空間間間間をもうをもうをもうをもう少少少少しししし利用利用利用利用すすすすべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。これはどういうことこれはどういうことこれはどういうことこれはどういうことかというとかというとかというとかというと、、、、日日日日本本本本はははは、、、、空空空空からからからから見見見見るとるとるとるとほほほほとんどとんどとんどとんど山山山山でしでしでしでしょょょょうううう。。。。それにそれにそれにそれに動動動動脈脈脈脈のののの高高高高速速速速道路道路道路道路がががが走走走走ってってってっているいるいるいる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、トンネルがいっトンネルがいっトンネルがいっトンネルがいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいある。。。。高高高高速速速速道路道路道路道路ののののレベレベレベレベルでルでルでルで地地地地下空下空下空下空間間間間ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それをそれをそれをそれを防防防防災災災災とととと流通流通流通流通拠点拠点拠点拠点にするとにするとにするとにすると、、、、1 年年年年じじじじゅゅゅゅうううう 19 度度度度ぐぐぐぐらいですかららいですかららいですかららいですから、、、、省省省省エネとエネとエネとエネと防防防防災災災災、、、、避避避避難難難難所所所所にもなりますにもなりますにもなりますにもなります。。。。そそそそれかられかられかられから物物物物流流流流のののの拠点拠点拠点拠点にもなるにもなるにもなるにもなる。。。。日日日日本本本本はどういうわけかはどういうわけかはどういうわけかはどういうわけか海海海海へへへへ、、、、海海海海へへへへ埋埋埋埋めめめめ立立立立てていくてていくてていくてていく。。。。地地地地震震震震にににに最最最最もももも弱弱弱弱いいいいのがのがのがのが埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて地地地地でしでしでしでしょょょょうううう。。。。地地地地震震震震にににに一一一一番番番番強強強強いのがいのがいのがいのが地地地地下下下下のののの岩岩岩岩盤盤盤盤のののの中中中中ですからですからですからですから、、、、どうしてどうしてどうしてどうして日日日日本本本本はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立ててててばばばばかりかりかりかりややややるのかるのかるのかるのか、、、、これはこれはこれはこれは不思不思不思不思議議議議でならないでならないでならないでならない。。。。さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれを大大大大深深深深度地度地度地度地下下下下利用利用利用利用なんてなんてなんてなんて言言言言ってってってって、、、、ゼネゼネゼネゼネココココンをもうけさせることしかンをもうけさせることしかンをもうけさせることしかンをもうけさせることしか考考考考えないえないえないえない。。。。おかしいおかしいおかしいおかしいじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、港湾港湾港湾港湾をををを整備整備整備整備してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました石灰石石灰石石灰石石灰石のののの輸輸輸輸出出出出基地基地基地基地にしたらどうですかにしたらどうですかにしたらどうですかにしたらどうですか。。。。それでそれでそれでそれで、、、、CO2対策対策対策対策になるになるになるになる。。。。しかもしかもしかもしかも中中中中東東東東依依依依存存存存度度度度がががが非非非非常常常常にににに高高高高いいいい日日日日本本本本のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー政策上政策上政策上政策上、、、、ベベベベネズエラにシフトできるということはネズエラにシフトできるということはネズエラにシフトできるということはネズエラにシフトできるということは国国国国家家家家戦戦戦戦略略略略上上上上もももも非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきなメメメメリリリリットがあるということですットがあるということですットがあるということですットがあるということです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、オオオオリリリリマルジョンマルジョンマルジョンマルジョン専専専専用用用用のののの発発発発電電電電所所所所ををををつつつつくるくるくるくる、、、、さもなくさもなくさもなくさもなくばばばばバイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを専専専専焼焼焼焼のののの循環流動循環流動循環流動循環流動床床床床ボボボボイラーイラーイラーイラー、、、、CFB ボボボボイラーといいますがイラーといいますがイラーといいますがイラーといいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンあたりはンあたりはンあたりはンあたりは皆皆皆皆これでバイオマスこれでバイオマスこれでバイオマスこれでバイオマス発発発発電電電電しているんですしているんですしているんですしているんです。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、今今今今度度度度はははは視点視点視点視点をををを変変変変えましてえましてえましてえまして、、、、エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの生態系生態系生態系生態系というものをというものをというものをというものをつつつつくくくくるるるるべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの中中中中にはアグロにはアグロにはアグロにはアグロツツツツーーーーリリリリズムというのもありますズムというのもありますズムというのもありますズムというのもありますねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、フランスなんかフランスなんかフランスなんかフランスなんか、、、、あるいはイタあるいはイタあるいはイタあるいはイタリリリリアでアでアでアで、、、、ブブブブドドドドウウウウ畑畑畑畑をををを 1週週週週間間間間手手手手伝伝伝伝いにいっていにいっていにいっていにいって、、、、そこでおいしいものそこでおいしいものそこでおいしいものそこでおいしいもの、、、、おいしいワインをおいしいワインをおいしいワインをおいしいワインを飲飲飲飲むむむむというアグロというアグロというアグロというアグロツツツツーーーーリリリリズムというのがあるんですズムというのがあるんですズムというのがあるんですズムというのがあるんです。。。。これもエこれもエこれもエこれもエココココツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの一一一一部部部部かとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、青森団青森団青森団青森団塊塊塊塊ダッシダッシダッシダッシュュュュウウウウ事業事業事業事業というのがあるらしいですというのがあるらしいですというのがあるらしいですというのがあるらしいですねねねね。。。。団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代のののの人人人人たたたたちちちちをこれにをこれにをこれにをこれに巻巻巻巻きききき込込込込もうということもうということもうということもうということ。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、青森県青森県青森県青森県にはにはにはにはエエエエココココツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム、、、、アグロアグロアグロアグロツツツツーーーーリリリリズムズムズムズムにににに都合都合都合都合がよいがよいがよいがよい観観観観光光光光サイトはいっサイトはいっサイトはいっサイトはいっぱぱぱぱいあるいあるいあるいある、、、、港湾港湾港湾港湾都市都市都市都市、、、、漁漁漁漁村村村村、、、、農農農農山山山山村村村村、、、、全部全部全部全部うまくうまくうまくうまくつつつつななななげげげげれれれればばばば、、、、これがこれがこれがこれが確確確確かなエかなエかなエかなエココココツツツツーーーーリリリリズムになるんズムになるんズムになるんズムになるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。特特特特にアグロにアグロにアグロにアグロツツツツーーーーリリリリズムでズムでズムでズムでリリリリンンンンゴゴゴゴ園園園園をををを利用利用利用利用しなしなしなしないいいい手手手手はないなというはないなというはないなというはないなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

   今今今今、、、、スローライフというのがスローライフというのがスローライフというのがスローライフというのが世世世世界的界的界的界的にににに非非非非常常常常にはにはにはにはややややってきておりってきておりってきておりってきており、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってスローフーってスローフーってスローフーってスローフードドドド運運運運動動動動というのがありますというのがありますというのがありますというのがありますねねねね。。。。イタイタイタイタリリリリアのトアのトアのトアのトリリリリノにノにノにノに本本本本拠拠拠拠地地地地をををを置置置置いていていていて、、、、スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会というのもあというのもあというのもあというのもあってってってって、、、、日日日日本本本本にもそのにもそのにもそのにもその支支支支部部部部がありますががありますががありますががありますが、、、、1 年年年年にににに 1 回回回回、、、、スローフースローフースローフースローフードドドド・フェステ・フェステ・フェステ・フェスティィィィバルがあってバルがあってバルがあってバルがあって、、、、今今今今年年年年はははは 10 月月月月 26日日日日からトからトからトからトリリリリノであるんですがノであるんですがノであるんですがノであるんですが、、、、そのスローフーそのスローフーそのスローフーそのスローフードドドド運運運運動動動動というのはというのはというのはというのは、、、、伝統伝統伝統伝統的的的的なななな食食食食文文文文化化化化をををを守守守守るるるるろうというろうというろうというろうという運運運運動動動動でででで、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅううううかかかからららら食食食食文文文文化化化化をををを守守守守りたいというりたいというりたいというりたいという人人人人たたたたちちちちがががが集集集集まるんですまるんですまるんですまるんです。。。。青青青青森森森森にはにはにはには食食食食文文文文化化化化のすのすのすのすばばばばらしいものがあるらしいものがあるらしいものがあるらしいものがある。。。。これをこれをこれをこれを利用利用利用利用しないしないしないしない手手手手はないはないはないはないじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということですすすす。。。。例例例例ええええばばばば、、、、エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムサイトとズムサイトとズムサイトとズムサイトといえいえいえいえばばばば、、、、世世世世界自界自界自界自然然然然遺遺遺遺産産産産のののの白神白神白神白神山地山地山地山地でありでありでありであり、、、、十十十十和和和和田田田田湖湖湖湖でありでありでありであり、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ園園園園でありでありでありであり、、、、魚魚魚魚市市市市場場場場でありでありでありであり、、、、いろいろあるといろいろあるといろいろあるといろいろあると思思思思いますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれをベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、農林水農林水農林水農林水産関連事産関連事産関連事産関連事業業業業者者者者とととと話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば株式株式株式株式会社会社会社会社 LOHAS、、、、といったといったといったといった名名名名前前前前ををををつつつつけたけたけたけた会社会社会社会社をををを青森青森青森青森ににににつつつつくってくってくってくってははははどうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。そしてそしてそしてそして食食食食育大学育大学育大学育大学というのがというのがというのがというのが何何何何かかかかをををを説説説説明明明明しまししまししまししましょょょょうううう。。。。これはこれはこれはこれは私私私私ががががつつつつくったくったくったくった言言言言葉葉葉葉でででですがすがすがすが、、、、トトトトリリリリノのスローフーノのスローフーノのスローフーノのスローフードドドドのののの本本本本拠拠拠拠地地地地ではではではでは、、、、伝統伝統伝統伝統的的的的なななな食食食食文文文文化化化化をををを守守守守るためのるためのるためのるための大学大学大学大学があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。ここここれはれはれはれは University of Gastronomic Science というというというという大学大学大学大学ですですですです。。。。Gastronomy というのはというのはというのはというのは美食美食美食美食というというというという意意意意味味味味ですからですからですからですから、、、、したがってしたがってしたがってしたがって美食美食美食美食科学大学科学大学科学大学科学大学というというというという大学大学大学大学があってがあってがあってがあって、、、、スローフースローフースローフースローフードドドドのののの会社会社会社会社とととと、、、、連連連連携携携携しているしているしているしているんですんですんですんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、世世世世界界界界のののの食食食食文文文文化化化化をををを守守守守るためのるためのるためのるための大学大学大学大学ととととでもでもでもでも申申申申しまししまししまししましょょょょうかうかうかうか。。。。日日日日本本本本ではではではでは、、、、美食美食美食美食というというというという
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とととと飽飽飽飽食食食食をををを連想連想連想連想させるのでさせるのでさせるのでさせるので、、、、かわりにかわりにかわりにかわりに食食食食育育育育というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使ってってってって弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院にににに食食食食育育育育科学科学科学科学研究科研究科研究科研究科みみみみたいなものをたいなものをたいなものをたいなものをつつつつくれくれくれくればばばば、、、、ままままだだだだ日日日日本本本本でどこのでどこのでどこのでどこの大学大学大学大学ももももややややっていませんのでっていませんのでっていませんのでっていませんので面面面面白白白白いのいのいのいのではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょううううかかかか。。。。ききききょょょょうはうはうはうは私私私私ののののビビビビジネスノジネスノジネスノジネスノウウウウハハハハウウウウ、、、、モモモモデデデデルをみんなルをみんなルをみんなルをみんな申申申申しししし上上上上げげげげていますがていますがていますがていますが、、、、絶絶絶絶対対対対これこれこれこれ、、、、いけまいけまいけまいけますすすすよよよよ。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、ブランブランブランブランドドドドブックというのがありますがブックというのがありますがブックというのがありますがブックというのがありますが、、、、これはこれはこれはこれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、青森青森青森青森のブランのブランのブランのブランドドドドをををを全部全部全部全部これにこれにこれにこれに集集集集めためためためた、、、、すすすすごごごごくくくく美美美美しいしいしいしい雑誌雑誌雑誌雑誌ををををつつつつくってくってくってくって全全全全国国国国ににににばばばばらまくらまくらまくらまく。。。。それにはそれにはそれにはそれには必必必必ずずずず大大大大手手手手のスのスのスのスポポポポンサーがンサーがンサーがンサーがつつつつきますきますきますきます。。。。そのスそのスそのスそのスポポポポンサーンサーンサーンサーををををつつつつのりのりのりのり、、、、1 社社社社 2,000 万万万万円円円円でででで 5 社社社社集集集集めれめれめれめればばばば、、、、それそれそれそれだだだだけでけでけでけで 1億億億億ですからですからですからですから、、、、たたたただだだだでできるんですよでできるんですよでできるんですよでできるんですよ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、会会会会員制員制員制員制のののの食食食食育育育育クラブみたいなものをクラブみたいなものをクラブみたいなものをクラブみたいなものを全全全全国国国国ににににつつつつくってくってくってくって、、、、何十何十何十何十万万万万人人人人もももも集集集集めてめてめてめて、、、、旅行代理旅行代理旅行代理旅行代理店店店店をををを通通通通じじじじてててて、、、、イタイタイタイタリリリリアのスローフーアのスローフーアのスローフーアのスローフードドドド組組組組織織織織、、、、世世世世界界界界のスローフーのスローフーのスローフーのスローフードドドド組組組組織織織織にもにもにもにもリリリリンクしてはどうでしンクしてはどうでしンクしてはどうでしンクしてはどうでしょょょょうううう。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは大都会大都会大都会大都会ののののスローフースローフースローフースローフードドドドににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい料料料料理理理理屋屋屋屋をををを指指指指定定定定するのですするのですするのですするのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの図図図図でででで赤赤赤赤線線線線がおがおがおがお金金金金のののの流流流流れれれれ、、、、緑緑緑緑がががが人人人人のののの流流流流れれれれ、、、、黒黒黒黒がががが物物物物のののの流流流流れれれれですですですです。。。。そしてそしてそしてそして青森青森青森青森のののの食食食食材材材材はははは全全全全国国国国のののの指指指指定定定定レレレレストランにストランにストランにストランに供給供給供給供給するとするとするとするというわけですいうわけですいうわけですいうわけです。。。。これこれこれこれをををを、、、、詳詳詳詳しくしくしくしく話話話話せせせせばばばばこれこれこれこれだだだだけでけでけでけで 30 分分分分かかりかかりかかりかかりますのでますのでますのでますので――こういったこういったこういったこういったビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルもできるんルもできるんルもできるんルもできるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。というというというという事事事事でとどめておきますでとどめておきますでとどめておきますでとどめておきます。。。。ビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルルルル特特特特許許許許にににになるのではないでしなるのではないでしなるのではないでしなるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。     青森青森青森青森ではバイオマスのではバイオマスのではバイオマスのではバイオマスの生態系生態系生態系生態系というのがというのがというのがというのが一一一一番番番番重要重要重要重要なななな項項項項目目目目だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてもいてもいてもいても既既既既にににに生生生生活活活活創造創造創造創造推進推進推進推進プランのプランのプランのプランの中中中中にににに入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス発発発発電電電電としてはとしてはとしてはとしては、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました CFBとかとかとかとか、、、、ウウウウェットェットェットェット系系系系のバイオマスによるのバイオマスによるのバイオマスによるのバイオマスによるメメメメタンタンタンタンガガガガスススス発発発発電電電電とかとかとかとか、、、、バイオバイオバイオバイオ燃燃燃燃料料料料にしてにしてにしてにして水素水素水素水素、、、、メメメメタンタンタンタン、、、、ババババイオイオイオイオ、、、、ディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル、、、、バイオバイオバイオバイオ燃燃燃燃料料料料ををををつつつつくるくるくるくる。。。。あるいはバイオあるいはバイオあるいはバイオあるいはバイオリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーーーー、、、、これはゼロエミッシこれはゼロエミッシこれはゼロエミッシこれはゼロエミッションフォーラムのョンフォーラムのョンフォーラムのョンフォーラムの会会会会長長長長のののの藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長がががが、、、、荏荏荏荏原原原原製製製製作作作作所所所所のののの社社社社長長長長ををををややややっておられるときでしたかっておられるときでしたかっておられるときでしたかっておられるときでしたか、、、、提唱提唱提唱提唱さささされれれれたものですたものですたものですたものです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる石石石石油油油油ののののリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーーーーじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスのリリリリフフフファァァァイナイナイナイナリリリリーをーをーをーを農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会とととと都市社会都市社会都市社会都市社会のののの中中中中間点間点間点間点ににににつつつつくれくれくれくればばばば、、、、これはこれはこれはこれは将将将将来来来来のののの大大大大きなきなきなきな産業産業産業産業になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないかというこというこというこということとととですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ココココンンンンポポポポストストストスト、、、、原原原原料料料料はははは上上上上・・・・下下下下水水水水道道道道のののの汚泥汚泥汚泥汚泥、、、、都市都市都市都市ごごごごみみみみ、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物、、、、森森森森林林林林、、、、農農農農業業業業、、、、水水水水産産産産等等等等々々々々、、、、幾幾幾幾らでもあるらでもあるらでもあるらでもある。。。。青森青森青森青森ははははバイオマスがバイオマスがバイオマスがバイオマスが極極極極めてめてめてめて豊豊豊豊富富富富だだだだということですということですということですということです。。。。 

   それとそれとそれとそれと、、、、大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは人人人人・モノ・・モノ・・モノ・・モノ・金金金金とととと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのはややややっっっっぱぱぱぱりりりり金金金金ですですですですねねねね。。。。都市社都市社都市社都市社会会会会からからからから農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会へへへへ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは大都市大都市大都市大都市からからからから青森青森青森青森におにおにおにお金金金金がががが流流流流れるれるれるれる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくらなけれくらなけれくらなけれくらなければばばば、、、、いくらいくらいくらいくらいいことをいいことをいいことをいいことを言言言言ったってしようがないんですったってしようがないんですったってしようがないんですったってしようがないんです。。。。最最最最近近近近はははは追追追追いいいい風風風風がががが吹吹吹吹きききき始始始始めめめめましましましましたたたた。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、都都都都銀銀銀銀・・・・地地地地銀銀銀銀がががが、、、、不不不不良良良良債権債権債権債権のののの処処処処理理理理ががががほほほほぼぼぼぼ終終終終わってわってわってわって、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、これからどこにおこれからどこにおこれからどこにおこれからどこにお金金金金をををを持持持持っていこうかといっていこうかといっていこうかといっていこうかということうことうことうことがががが最最最最大大大大のののの経経経経営営営営課課課課題題題題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後のののの基調基調基調基調講演講演講演講演でででで、、、、政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行のののの前田部長前田部長前田部長前田部長さんがおさんがおさんがおさんがお話話話話しになるとはしになるとはしになるとはしになるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、経済経済経済経済のののの血液血液血液血液であるであるであるである金融金融金融金融をグをグをグをグリリリリーンーンーンーン化化化化するということですするということですするということですするということです。。。。金融金融金融金融のグのグのグのグリリリリーンーンーンーン化化化化がががが始始始始まろうとしているまろうとしているまろうとしているまろうとしている。。。。SRI フフフファァァァンンンンドドドドとかとかとかとか、、、、そういったものもありますがそういったものもありますがそういったものもありますがそういったものもありますが、、、、ととととにかくにかくにかくにかく金融金融金融金融のグのグのグのグリリリリーンーンーンーン化化化化がががが始始始始まっているのでまっているのでまっているのでまっているので、、、、これはこれはこれはこれは追追追追いいいい風風風風ですということをですということをですということをですということを言言言言いたいわけですいたいわけですいたいわけですいたいわけです。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、ここにここにここにここに地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税とととと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、今今今今、、、、実実実実はははは地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに複複複複雑雑雑雑なななな計計計計算算算算方方方方式式式式らしいですらしいですらしいですらしいですがががが、、、、面面面面積積積積とととと人口人口人口人口でででで単純単純単純単純化化化化してしてしてして配配配配分分分分しようというしようというしようというしようという構想構想構想構想がががが出出出出ていまていまていまていますすすす。。。。これはこれはこれはこれは、、、、東東東東北北北北 3 県県県県のののの知知知知事事事事さんがさんがさんがさんが共共共共同同同同してしてしてして大大大大反反反反対対対対されるされるされるされるとよいとよいとよいとよい。。。。いいいいやややや東東東東北北北北 3 県県県県でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、全全全全国国国国のののの森森森森林林林林・・・・生態生態生態生態系系系系がががが豊豊豊豊かなかなかなかな県県県県がそろってがそろってがそろってがそろって反反反反対対対対すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、人口人口人口人口とととと土土土土地地地地のののの面面面面積積積積ははははいいんですいいんですいいんですいいんですがががが、、、、それにそれにそれにそれに自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系とかとかとかとか、、、、森森森森林林林林とかとかとかとか、、、、そういったものがいかにそういったものがいかにそういったものがいかにそういったものがいかに日日日日本本本本人全人全人全人全体体体体のためにのためにのためにのために大大大大きなきなきなきな利利利利益益益益をもたらしているかということををもたらしているかということををもたらしているかということををもたらしているかということを経済的経済的経済的経済的にににに計計計計算算算算してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを加加加加算算算算してくれとしてくれとしてくれとしてくれと主主主主張張張張するのですするのですするのですするのです。。。。言言言言いいいい換換換換えれえれえれえればばばばエエエエココココシステムサーシステムサーシステムサーシステムサービビビビススススへへへへのののの交付交付交付交付、、、、これをこれをこれをこれを加加加加えるえるえるえるべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないかということですということですということですということです。。。。青青青青森森森森にはにはにはには、、、、62％％％％のののの国有国有国有国有林林林林とととと 38％％％％のののの民有民有民有民有林林林林があるそうですががあるそうですががあるそうですががあるそうですが、、、、それをそれをそれをそれを管管管管理理理理するするするすることのことのことのことの手手手手間間間間とととと、、、、これこれこれこれ
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によってによってによってによって日日日日本国民本国民本国民本国民全全全全体体体体がががが得得得得るるるる利利利利益益益益とととと、、、、それによってそれによってそれによってそれによって水水水水資源資源資源資源をををを涵養涵養涵養涵養しししし、、、、土壌土壌土壌土壌流流流流出出出出をとめをとめをとめをとめ、、、、CO2 をををを吸吸吸吸収収収収しししし、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを計計計計算算算算することすることすることすることがががが、、、、実実実実はもうアはもうアはもうアはもうアメメメメリカリカリカリカではではではでは始始始始まってまってまってまって、、、、conservation 

economics というというというという形形形形でででで、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系のののの価値価値価値価値というものをというものをというものをというものを、、、、おおおお金金金金のののの換換換換算算算算がもうがもうがもうがもう始始始始まっているんでまっているんでまっているんでまっているんですすすすねねねね。。。。森森森森林林林林のののの価値価値価値価値ににににつつつついてはいてはいてはいては林林林林野野野野庁庁庁庁がががが計計計計算算算算していますしていますしていますしています。。。。そういったおそういったおそういったおそういったお金金金金にににに換換換換算算算算したものをしたものをしたものをしたものを交付交付交付交付税税税税にににに加加加加算算算算してしてしてして配配配配分分分分しろということをしろということをしろということをしろということを主主主主張張張張すすすすべべべべききききだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはフはフはフはファァァァンンンンドドドド。。。。エエエエココココババババリュリュリュリューというかーというかーというかーというか、、、、企業企業企業企業のののの環境経環境経環境経環境経営営営営度度度度がががが上上上上がれがれがれがればばばば、、、、企業企業企業企業ももうかるしももうかるしももうかるしももうかるし、、、、環境環境環境環境もよくなるということでもよくなるということでもよくなるということでもよくなるということで、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、エエエエココココババババリュリュリュリューアップするところにおーアップするところにおーアップするところにおーアップするところにお金金金金をををを流流流流すようなすようなすようなすような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくろうということでくろうということでくろうということでくろうということですすすす。。。。実実実実はははは私私私私、、、、個個個個人人人人的的的的なことでなことでなことでなことで恐縮恐縮恐縮恐縮ですがですがですがですが、、、、エエエエココココ・バ・バ・バ・バリリリリュュュューアップ・フーアップ・フーアップ・フーアップ・ファァァァンンンンドドドドというのはというのはというのはというのは環境環境環境環境意識意識意識意識のののの高高高高いいいい二二二二人人人人のののの金融金融金融金融のののの専専専専門門門門家家家家とととと一一一一緒緒緒緒にににに立立立立ちちちち上上上上げげげげたんですたんですたんですたんです。。。。これをこれをこれをこれを言言言言うとうとうとうと、、、、私私私私のののの宣宣宣宣伝伝伝伝でででで、、、、何何何何かかかか資資資資金金金金をををを皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから出出出出してしてしてしてほほほほしいということをしいということをしいということをしいということを言言言言うようにうようにうようにうように誤誤誤誤解解解解さささされるとれるとれるとれると困困困困るんでるんでるんでるんで、、、、それはそれはそれはそれは言言言言いませんけれどいませんけれどいませんけれどいませんけれど、、、、フフフファァァァンンンンドドドドをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましたましたましたました。。。。このようなこのようなこのようなこのようなフフフファァァァンンンンドドドドをををを青森県内青森県内青森県内青森県内ににににつつつつくってくってくってくって、、、、健健健健全全全全でででで、、、、経経経経営営営営感感感感覚覚覚覚がよくてがよくてがよくてがよくて、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営をするをするをするをする経経経経営営営営者者者者におにおにおにお金金金金がががが回回回回るようにしるようにしるようにしるようにしてあてあてあてあげげげげるというるというるというるということはどうでしことはどうでしことはどうでしことはどうでしょょょょうううう。。。。それはそれはそれはそれは地域企業地域企業地域企業地域企業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは大都市大都市大都市大都市のののの個個個個人人人人からおからおからおからお金金金金をををを集集集集めるめるめるめることもできることもできることもできることもできる。。。。地域企業地域企業地域企業地域企業からもできるからもできるからもできるからもできる、、、、市民市民市民市民からもからもからもからも拠拠拠拠出出出出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、農農農農業業業業、、、、畜畜畜畜産産産産、、、、林林林林業業業業、、、、それからそれからそれからそれから地域地域地域地域のののの環境経環境経環境経環境経営営営営度度度度のののの高高高高いところいところいところいところへへへへのののの投投投投資資資資をするをするをするをする、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくるくるくるくるべべべべききききじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。こういうおこういうおこういうおこういうお金金金金のののの生態系生態系生態系生態系ををををつつつつくらないとくらないとくらないとくらないと、、、、ややややはりはりはりはり調調調調子子子子のいいことのいいことのいいことのいいことだだだだけけけけ言言言言ってもってもってもっても地域活地域活地域活地域活性化性化性化性化ははははなかなかなかなかなかなかなかなか実現実現実現実現しないしないしないしない。。。。このおこのおこのおこのお金金金金のののの流流流流れをどうれをどうれをどうれをどうややややってってってってつつつつくるかくるかくるかくるか。。。。ですからですからですからですから、、、、金融金融金融金融のののの専専専専門門門門家家家家ととととタイアップしタイアップしタイアップしタイアップしなけれなけれなけれなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ききききょょょょうううう政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行のののの前田部長前田部長前田部長前田部長がががが来来来来ていたていたていたていただだだだいているというのはいているというのはいているというのはいているというのは、、、、そういうそういうそういうそういう観点観点観点観点からからからから極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

   これがこれがこれがこれが生態系生態系生態系生態系のののの経済的経済的経済的経済的価値価値価値価値をををを計計計計算算算算したしたしたした例例例例でしてでしてでしてでして、、、、人類人類人類人類がががが世世世世界界界界のののの生態系生態系生態系生態系からからからから受受受受けるサーけるサーけるサーけるサービビビビスのスのスのスの価価価価値値値値はははは 1 年年年年間間間間にににに 33 兆兆兆兆ドドドドルとルとルとルと計計計計算算算算されていますされていますされていますされています。。。。これはこれはこれはこれは円円円円にににに直直直直すとすとすとすと 4,000 兆円兆円兆円兆円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの価値価値価値価値があるがあるがあるがあるわけですからわけですからわけですからわけですから、、、、このこのこのこの 33 兆兆兆兆ドドドドルをルをルをルを世世世世界界界界のののの陸陸陸陸地地地地のののの面面面面積積積積でででで割割割割ってってってって、、、、平平平平米米米米当当当当たりたりたりたり幾幾幾幾らというのがらというのがらというのがらというのが出出出出れれれればばばば、、、、青森青森青森青森のののの生態系生態系生態系生態系のののの豊豊豊豊かなところのかなところのかなところのかなところの面面面面積積積積をををを掛掛掛掛けれけれけれければばばば計計計計算算算算できますできますできますできますねねねね。。。。青森青森青森青森のののの生態系生態系生態系生態系サーサーサーサービビビビスのスのスのスの価値価値価値価値がががが出出出出るはずでするはずでするはずでするはずです。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの薬薬薬薬のののの 4 分分分分のののの 1 はははは野野野野生生物生生物生生物生生物種種種種からからからから抽抽抽抽出出出出されされされされていますていますていますています。。。。これがこれがこれがこれが膨膨膨膨大大大大なななな価値価値価値価値をををを生生生生むむむむわけですからわけですからわけですからわけですから、、、、森森森森やややや生態系生態系生態系生態系をををを守守守守りりりり、、、、育育育育てててててててて、、、、保保保保全全全全しているしているしているしている青森県青森県青森県青森県のののの人人人人たたたたちちちちというのというのというのというのはははは、、、、このこのこのこの価値価値価値価値をををを認認認認めろとめろとめろとめろと主主主主張張張張すすすすべべべべきですきですきですきですねねねね。。。。説説説説明明明明すれすれすれすればばばば切切切切りがないのでりがないのでりがないのでりがないので、、、、もうもうもうもう読読読読みませんがみませんがみませんがみませんが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、生態系生態系生態系生態系のののの価値価値価値価値をををを経済的経済的経済的経済的にににに評価評価評価評価ししししようというようというようというようという提提提提案案案案ですですですです。。。。実実実実はははは、、、、これがすこれがすこれがすこれがすべべべべてててて経済学経済学経済学経済学でででで言言言言うううう外部外部外部外部負負負負経済経済経済経済としてとしてとしてとして、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動のののの外外外外ののののこととしてこととしてこととしてこととして市市市市場場場場メメメメカカカカニズムのニズムのニズムのニズムの中中中中にににに入入入入っていなっていなっていなっていないのですいのですいのですいのです。。。。これをこれをこれをこれを NGO はははは大大大大変変変変だだだだ、、、、大大大大変変変変だだだだとととと叫叫叫叫ぶぶぶぶだだだだけでけでけでけですすすす。。。。経済経済経済経済のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中にににに入入入入っていないんっていないんっていないんっていないんですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれはだだだだれがれがれがれが悪悪悪悪いかというといかというといかというといかというと、、、、私私私私はははは、、、、新古新古新古新古典派典派典派典派経済学経済学経済学経済学すなわすなわすなわすなわちちちち保保保保守守守守本流本流本流本流のののの経済学経済学経済学経済学者者者者がががが悪悪悪悪いといといといと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。私私私私がもしがもしがもしがもし仮仮仮仮にににに独裁独裁独裁独裁者者者者になったとすれになったとすれになったとすれになったとすればばばば、、、、まずまずまずまず正正正正統派統派統派統派経済学経済学経済学経済学者者者者をををを全部全部全部全部死刑死刑死刑死刑にしまにしまにしまにしますよすよすよすよ。。。。それでそれでそれでそれで環境経済学環境経済学環境経済学環境経済学者者者者だだだだけはけはけはけは許許許許しますしますしますします。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく経済学経済学経済学経済学がががが問問問問題題題題ですですですです。。。。いまいまいまいまだだだだにノーにノーにノーにノーベベベベルルルル賞賞賞賞ををををもらうんですからもらうんですからもらうんですからもらうんですから、、、、そういうノーそういうノーそういうノーそういうノーベベベベルルルル賞賞賞賞経済学経済学経済学経済学賞賞賞賞ははははややややめようというめようというめようというめようという、、、、ノーノーノーノーベベベベルのルのルのルの末末末末裔裔裔裔もももも言言言言いいいい始始始始めめめめているんですているんですているんですているんです。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく経済経済経済経済のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを変変変変えなきえなきえなきえなきゃゃゃゃしようがないしようがないしようがないしようがない。。。。もうもうもうもう、、、、生命生命生命生命維維維維持持持持装装装装置置置置までまでまでまで、、、、自自自自然然然然資本資本資本資本がががが減減減減耗耗耗耗しししし始始始始めているわけですからめているわけですからめているわけですからめているわけですから、、、、それをそれをそれをそれを経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値にににに直直直直してしてしてして開発開発開発開発するかどうかというするかどうかというするかどうかというするかどうかというときにときにときにときに、、、、無無無無視視視視しないでしないでしないでしないで、、、、勘勘勘勘定定定定にににに入入入入れるということれるということれるということれるということ。。。。ですからですからですからですから、、、、青森県青森県青森県青森県がががが抱抱抱抱えてえてえてえて、、、、それをそれをそれをそれを保保保保全全全全してしてしてして守守守守っているっているっているっている自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系におにおにおにお金金金金ををををつつつつけてけてけてけて、、、、国国国国にににに要要要要求求求求しろというのがしろというのがしろというのがしろというのが私私私私のののの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 

   それからそれからそれからそれからゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションファァァァンンンンドドドドのののの立立立立ちちちち上上上上げげげげですですですです。。。。これはこれはこれはこれは持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性へへへへのののの投投投投資資資資というというというという観点観点観点観点かかかか
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らららら、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたようなエいましたようなエいましたようなエいましたようなエココココ・バ・バ・バ・バリュリュリュリューアップ・フーアップ・フーアップ・フーアップ・ファァァァンンンンドドドドとととと同同同同じじじじくくくく、、、、企業企業企業企業のののの環境経環境経環境経環境経営営営営度度度度をををを向上向上向上向上させるためにおさせるためにおさせるためにおさせるためにお金金金金がががが流流流流れるれるれるれる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくろうということなんですくろうということなんですくろうということなんですくろうということなんです。。。。そしてそしてそしてそして森森森森林林林林フフフファァァァンンンンドドドドといといといというのはうのはうのはうのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、これはあまりこれはあまりこれはあまりこれはあまり知知知知られていないとられていないとられていないとられていないと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカののののハハハハーバーーバーーバーーバードドドド大学大学大学大学とイエールとイエールとイエールとイエール大大大大学学学学がががが、、、、総総総総資産資産資産資産のののの 10％％％％をををを森森森森林林林林をををを買買買買うということにうということにうということにうということに動動動動きききき始始始始めていますめていますめていますめています。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカ国内国内国内国内だだだだけでなくてけでなくてけでなくてけでなくて、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジル、、、、そしてそしてそしてそしてウウウウルグアイルグアイルグアイルグアイ、、、、それからそれからそれからそれから、、、、最最最最近近近近はニはニはニはニュュュュージーランージーランージーランージーランドドドドのののの森森森森までまでまでまで買買買買おおおおうとうとうとうと今今今今交交交交渉渉渉渉しているしているしているしている最中最中最中最中ですですですです。。。。総総総総資産資産資産資産のののの 10％％％％というとというとというとというと、、、、ハハハハーバーーバーーバーーバードドドド大学大学大学大学はははは総総総総資産資産資産資産がががが 3 兆円兆円兆円兆円ぐぐぐぐららららいですいですいですいですからからからから世世世世界界界界のののの森森森森をををを 3,000 億億億億円買円買円買円買っていこうというわけですっていこうというわけですっていこうというわけですっていこうというわけです。。。。日日日日本本本本にもにもにもにも来来来来まままますよすよすよすよ。。。。非非非非常常常常にににに恐恐恐恐いいいい話話話話でででですすすす。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカがががが来来来来るならまるならまるならまるならまだだだだいいけれどいいけれどいいけれどいいけれど、、、、中中中中国国国国ががががすでにすでにすでにすでに宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県やややや三重三重三重三重県県県県のののの森森森森をををを買買買買いいいい始始始始めていめていめていめているんでするんでするんでするんです。。。。相相相相続続続続税税税税とかとかとかとか後後後後継継継継者者者者問問問問題題題題ででででどんどんどんどんどんどんどんどん林林林林業業業業者者者者ががががだだだだめになっていってめになっていってめになっていってめになっていって、、、、私私私私がががが知知知知っているっているっているっている限限限限りりりり、、、、東東東東京京京京のののの日日日日のののの出出出出町町町町というところのというところのというところのというところの、、、、300 年続年続年続年続いたいたいたいた林林林林業業業業家家家家がががが、、、、65歳歳歳歳のののの当当当当主主主主がががが脳梗塞脳梗塞脳梗塞脳梗塞でででで倒倒倒倒れたられたられたられたら、、、、もうもうもうもう親戚縁親戚縁親戚縁親戚縁者者者者、、、、子子子子どももどももどももどもも全部全部全部全部、、、、それをそれをそれをそれを継継継継ぐぐぐぐ意意意意思思思思もないしもないしもないしもないし、、、、能力能力能力能力もないということでもないということでもないということでもないということで、、、、それをそれをそれをそれを相相相相続続続続税税税税でででで何十何十何十何十億億億億取取取取られるかわからないられるかわからないられるかわからないられるかわからない状状状状態態態態ですですですです。。。。どうしようかといってどうしようかといってどうしようかといってどうしようかといって、、、、今今今今大大大大変変変変ななななののののですですですです。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところにおろにおろにおろにお金金金金をををを回回回回しししし、、、、林林林林業業業業組組組組合合合合でででで管管管管理理理理してもらうというためのフしてもらうというためのフしてもらうというためのフしてもらうというためのファァァァンンンンドドドドががががつつつつくりたいくりたいくりたいくりたいとととと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。広広広広くおくおくおくお金金金金をををを集集集集めてめてめてめて、、、、荒荒荒荒廃廃廃廃ししししつつつつつつつつあるあるあるある森森森森林林林林をををを我我我我々々々々自身自身自身自身でででで守守守守らなけれらなけれらなけれらなければばばばとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。国国国国のののの補補補補助助助助金金金金でででで何何何何とかしろとかしろとかしろとかしろというというというという問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃないんないんないんないんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。私私私私はははは、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカとととと中中中中国国国国のののの貪欲貪欲貪欲貪欲なななな森森森森林林林林買収買収買収買収意意意意欲欲欲欲にににに少少少少々々々々恐怖恐怖恐怖恐怖をををを感感感感じじじじているているているている次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。 

  結結結結論論論論としてとしてとしてとして、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系にならってにならってにならってにならっていろいろなネットワークをいろいろなネットワークをいろいろなネットワークをいろいろなネットワークをつつつつくりくりくりくり、、、、それをさらにまとめそれをさらにまとめそれをさらにまとめそれをさらにまとめるネットワークるネットワークるネットワークるネットワーク、、、、すなはすなはすなはすなはちちちちネットワーク・オブ・ネットワークスをネットワーク・オブ・ネットワークスをネットワーク・オブ・ネットワークスをネットワーク・オブ・ネットワークスをつつつつくるくるくるくるとよいととよいととよいととよいと思思思思いますいますいますいます。。。。べべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。これはこれはこれはこれは産業産業産業産業生態系生態系生態系生態系のネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク、、、、これはバイオマスのこれはバイオマスのこれはバイオマスのこれはバイオマスの生態系生態系生態系生態系のネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク、、、、これはこれはこれはこれは何何何何々々々々のネットワークとかのネットワークとかのネットワークとかのネットワークとか、、、、おおおお金金金金のネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク、、、、それをそれをそれをそれを束束束束ねねねねるネットワークをるネットワークをるネットワークをるネットワークをつつつつくるくるくるくる。。。。ここここういうういうういうういう形形形形にしないとにしないとにしないとにしないと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれでれでれでれでややややっているとっているとっているとっていると、、、、縦縦縦縦割割割割りりりり社会社会社会社会のののの中中中中でででで非非非非常常常常にににに四苦四苦四苦四苦八八八八苦苦苦苦するんですするんですするんですするんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ぜひぜひぜひぜひネットワークネットワークネットワークネットワークをををを総総総総合的合的合的合的ににににつつつつくるくるくるくる。。。。縦縦縦縦割割割割りりりり行政行政行政行政がががが弊害弊害弊害弊害ににににならないようにならないようにならないようにならないようにネットワーネットワーネットワーネットワークをクをクをクをつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげるるるる。。。。そのためにそのためにそのためにそのために 1つつつつひひひひととととつつつつををををつつつつくってくってくってくって、、、、そのそのそのその中中中中にににに閉閉閉閉じじじじこもるのではなくてこもるのではなくてこもるのではなくてこもるのではなくて、、、、ややややははははりりりり横横横横断断断断的的的的ななななリリリリンンンンケケケケージをージをージをージを持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばばいけないんいけないんいけないんいけないんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。これがこれがこれがこれが私私私私のののの結結結結論論論論ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 

    時時時時間間間間がががが参参参参りましたりましたりましたりました。。。。ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次様様様様にににに、「、「、「、「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興～～～～ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション生態系生態系生態系生態系のののの形成形成形成形成～」～」～」～」とととと題題題題しましておしましておしましておしましてお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2 

 司司司司会会会会 

    それではそれではそれではそれでは、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方、、、、講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。続続続続きましてはきましてはきましてはきましては、、、、日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネ・エネ・エネ・エネルルルルギギギギーーーー部長部長部長部長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます前田正尚様前田正尚様前田正尚様前田正尚様によりますによりますによりますによります基調基調基調基調講演講演講演講演ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。前田様前田様前田様前田様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、ごごごご登壇登壇登壇登壇をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

   前田様前田様前田様前田様はははは、、、、1956 年年年年のおのおのおのお生生生生まれですまれですまれですまれです。。。。1979 年年年年にににに東京東京東京東京大学経済学大学経済学大学経済学大学経済学部部部部ををををごごごご卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀銀銀銀行行行行のののの前前前前身身身身でありますでありますでありますであります日日日日本開発本開発本開発本開発銀行銀行銀行銀行にににに入行入行入行入行されされされされ、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長をなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日のののの演演演演題題題題、「、「、「、「金融金融金融金融からからからから見見見見るるるる環境産業環境産業環境産業環境産業のののの展開展開展開展開」、」、」、」、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 前田部長前田部長前田部長前田部長 

   たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました前田前田前田前田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。平平平平素素素素、、、、青森県青森県青森県青森県のののの環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー特特特特区区区区ややややエエエエココココタタタタウウウウンンンン等等等等多多多多少少少少おおおお手手手手伝伝伝伝いさせていたいさせていたいさせていたいさせていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、またまたまたまた、、、、私私私私どものどものどものどもの銀行銀行銀行銀行のおのおのおのお取取取取引引引引先先先先のののの方方方方もももも本本本本日日日日いらっいらっいらっいらっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いろいろとおいろいろとおいろいろとおいろいろとお世世世世話話話話になっておりになっておりになっておりになっており、、、、このこのこのこの場場場場をかりてまずをかりてまずをかりてまずをかりてまず御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。 

   本本本本日日日日のののの話話話話ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ゼロエミッションフォーラムということでゼロエミッションフォーラムということでゼロエミッションフォーラムということでゼロエミッションフォーラムということで、、、、私私私私もももも、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロのゼロのゼロのゼロエミッションフォーラムのエミッションフォーラムのエミッションフォーラムのエミッションフォーラムの運営委員運営委員運営委員運営委員をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。谷口谷口谷口谷口先先先先生生生生のののの話話話話、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッショョョョンのンのンのンの考考考考ええええ方方方方、、、、それからそれからそれからそれから青森県青森県青森県青森県のいろいろなこれからののいろいろなこれからののいろいろなこれからののいろいろなこれからの資源発資源発資源発資源発掘掘掘掘、、、、それからそれからそれからそれからビビビビジネスジネスジネスジネスへへへへのアイのアイのアイのアイデデデデアがアがアがアが出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、私私私私ののののほほほほうはうはうはうは、、、、今今今今、、、、世世世世界界界界といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、社会社会社会社会がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうにあってうにあってうにあってうにあって、、、、そそそそのののの中中中中でででで環境環境環境環境問問問問題題題題をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。具具具具体的体的体的体的にににに、、、、青森県青森県青森県青森県でででで現現現現在在在在のののの産業構産業構産業構産業構造造造造がどうなっているかがどうなっているかがどうなっているかがどうなっているか、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現現現現状状状状をををを追追追追っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな日日日日本本本本のののの事事事事例例例例をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、金融金融金融金融のののの新新新新しいしいしいしい、、、、先先先先ほほほほどどどど谷口谷口谷口谷口先先先先生生生生のののの話話話話にもにもにもにも出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   まずまずまずまず、、、、社会活動社会活動社会活動社会活動をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えるかということですがえるかということですがえるかということですがえるかということですが、、、、このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、下下下下からからからからココココモンモンモンモンズとかズとかズとかズとかエエエエココココシステムシステムシステムシステム、、、、ココココモンズというのはとりあえずモンズというのはとりあえずモンズというのはとりあえずモンズというのはとりあえず生態系生態系生態系生態系というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っていたっていたっていたっていただだだだいてもいいかといてもいいかといてもいいかといてもいいかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ、、、、それからそれからそれからそれから生生生生活活活活・サー・サー・サー・サービビビビスススス、、、、生生生生産産産産・・・・技術技術技術技術、、、、投機投機投機投機的的的的世世世世界界界界というというというというふふふふうにうにうにうに書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。今今今今、、、、まさにグローバルまさにグローバルまさにグローバルまさにグローバル化経済化経済化経済化経済のののの中中中中でででで、、、、世世世世のののの中中中中、、、、金金金金ですですですですべべべべてがてがてがてが動動動動くというようなこくというようなこくというようなこくというようなことでとでとでとで、、、、投機投機投機投機的的的的世世世世界界界界、、、、金金金金でででで買買買買うようなうようなうようなうような世世世世界界界界がががが日日日日々々々々行行行行われているわけなんですがわれているわけなんですがわれているわけなんですがわれているわけなんですが、、、、これはこれはこれはこれはやややややややや行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎたたたた市市市市場場場場のののの世世世世界界界界というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、通通通通常常常常のののの企業活動企業活動企業活動企業活動というのはというのはというのはというのは、、、、生生生生産産産産・・・・技術技術技術技術・・・・投投投投資資資資、、、、それそれそれそれからからからから生生生生活活活活・サー・サー・サー・サービビビビスススス、、、、こういうあたりでこういうあたりでこういうあたりでこういうあたりで行行行行われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。このようなこのようなこのようなこのような投機投機投機投機的的的的世世世世界界界界をををを中中中中心心心心ととととするするするする、、、、やややややややや行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎたたたた市市市市場場場場がががが、、、、下下下下ののののココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ、、、、地域地域地域地域、、、、このあたりにこのあたりにこのあたりにこのあたりに圧圧圧圧力力力力をををを及及及及ぼぼぼぼしているしているしているしている。。。。市市市市場場場場化化化化のののの圧圧圧圧力力力力ということがということがということがということが世世世世のののの中中中中にににに今今今今起起起起こっているんこっているんこっているんこっているんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。一方一方一方一方、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで生態系生態系生態系生態系がががが崩壊崩壊崩壊崩壊したりしたりしたりしたり、、、、地域地域地域地域もかなりもかなりもかなりもかなり崩壊崩壊崩壊崩壊していくというしていくというしていくというしていくという中中中中でででで、、、、逆逆逆逆にににに今今今今起起起起こっているのはこっているのはこっているのはこっているのは、、、、下下下下からからからから上上上上にににに、、、、市市市市場場場場にににに、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性からのからのからのからの圧圧圧圧力力力力、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが起起起起こっているということではないかとこっているということではないかとこっているということではないかとこっているということではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。従来従来従来従来のののの、、、、通通通通常常常常のののの経済活動経済活動経済活動経済活動というのはというのはというのはというのは、、、、このこのこのこの生生生生産産産産・・・・技術技術技術技術・・・・投投投投資資資資のののの世世世世界界界界でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる企業活動企業活動企業活動企業活動としてとしてとしてとして回回回回っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、従来従来従来従来のののの環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるココココストとしてストとしてストとしてストとしてとらえていましとらえていましとらえていましとらえていましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、これからはこれからはこれからはこれからは環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立ということでということでということでということで、、、、このこのこのこの下下下下にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼされているされているされているされている地域地域地域地域ととととかかかか環境環境環境環境のののの世世世世界界界界をどうをどうをどうをどう経済活動経済活動経済活動経済活動のののの中中中中にににに折折折折りりりり込込込込んでいくかんでいくかんでいくかんでいくか、、、、まさにまさにまさにまさに先先先先ほほほほどどどど谷口谷口谷口谷口先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったよったよったよったようにうにうにうに、、、、そういうそういうそういうそういう世世世世界界界界をどうをどうをどうをどうつつつつくっていくかということがくっていくかということがくっていくかということがくっていくかということが大大大大変変変変重要重要重要重要になってくるというになってくるというになってくるというになってくるというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいい
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ますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、金融金融金融金融のののの役割役割役割役割もももも、、、、まさにまさにまさにまさに金融金融金融金融のグのグのグのグリリリリーンーンーンーン化化化化、、、、それからそれからそれからそれから最最最最近近近近ではではではでは社会的社会的社会的社会的責任責任責任責任投投投投資資資資、、、、social responsible investment というというというという言言言言いいいい方方方方をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、金融金融金融金融ののののほほほほうもうもうもうも、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動がががが始始始始まってきたということでまってきたということでまってきたということでまってきたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、生生生生存存存存のまさにのまさにのまさにのまさに社会的基社会的基社会的基社会的基礎礎礎礎、、、、これがこれがこれがこれが壊壊壊壊れるとれるとれるとれると、、、、まさにまさにまさにまさに私私私私どもどもどもども人類人類人類人類はははは生生生生活活活活でででできませんのできませんのできませんのできませんので、、、、これをこれをこれをこれを生生生生かしかしかしかしつつつつつつつつ付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動ですですですですねねねね。。。。このときこのときこのときこのとき中中中中心心心心になになになになるのはるのはるのはるのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、バイオバイオバイオバイオ、、、、環境環境環境環境、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていくというたしていくというたしていくというたしていくということかとことかとことかとことかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    もうもうもうもう一一一一つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドはははは、、、、多様多様多様多様性性性性、、、、関係性関係性関係性関係性、、、、信信信信頼頼頼頼というというというというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、ややややややややももももするとするとするとすると、、、、従来従来従来従来のののの企業活動企業活動企業活動企業活動というのはというのはというのはというのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる金金金金がもうかれがもうかれがもうかれがもうかればばばばいいいいいいいい、、、、利利利利益益益益をををを上上上上げげげげれれれればばばばいいといういいといういいといういいということことことことだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、まさにそれがまさにそれがまさにそれがまさにそれが下下下下にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしているしているしているしていることなのでことなのでことなのでことなので、、、、まさにまさにまさにまさに地域地域地域地域がががが重要重要重要重要であであであでありりりり、、、、それからそれからそれからそれから事業主体事業主体事業主体事業主体もももも、、、、従来従来従来従来はははは単純単純単純単純にににに企業企業企業企業ということということということということだだだだったとったとったとったと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、NPO とかとかとかとか、、、、協働協働協働協働、、、、こういうのはこういうのはこういうのはこういうのはややややはりはりはりはり信信信信頼頼頼頼というようなというようなというようなというようなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにににに代表代表代表代表されますけれどもされますけれどもされますけれどもされますけれども、、、、そのようなそのようなそのようなそのような事事事事業主体業主体業主体業主体をををを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。今世今世今世今世界界界界でよくトでよくトでよくトでよくトリリリリプルプルプルプルボボボボトムラインというトムラインというトムラインというトムラインという言言言言いいいい方方方方をしていをしていをしていをしていますがますがますがますが、、、、経済経済経済経済、、、、環境環境環境環境、、、、社会社会社会社会、、、、このこのこのこの 3つつつつのトのトのトのトリリリリプルプルプルプル、、、、これをこれをこれをこれを各企業各企業各企業各企業もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体もそもそもそもそうですしうですしうですしうですし、、、、私私私私どもどもどもども金融機金融機金融機金融機関関関関もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、そのそのそのその 3つつつつにきにきにきにきちちちちんとんとんとんと取取取取りりりり組組組組んでいくということんでいくということんでいくということんでいくということがががが重要重要重要重要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    少少少少しししし環境環境環境環境問問問問題題題題にににに入入入入っっっっていきますけれどもていきますけれどもていきますけれどもていきますけれども、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、さっきもさっきもさっきもさっきも言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、市市市市場場場場化化化化のののの中中中中でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ、、、、まさにまさにまさにまさに外部外部外部外部負負負負経済経済経済経済としてとしてとしてとして今今今今までまでまでまで処処処処理理理理されてきたわけですされてきたわけですされてきたわけですされてきたわけです。。。。当然当然当然当然規規規規制制制制をかをかをかをかけなけれけなけれけなけれけなければばばば、、、、よりよりよりより利利利利益益益益のののの出出出出るるるる経済活動経済活動経済活動経済活動にいきますのでにいきますのでにいきますのでにいきますので、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには規規規規制制制制のののの歴歴歴歴史史史史だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。たたたただだだだ、、、、一方一方一方一方でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる公公公公害害害害のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制からからからから、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、CSR、、、、SRI というというというという方方方方向向向向にににに少少少少しししし環境環境環境環境問問問問題題題題のののの様様様様相相相相がががが変変変変わってきていますわってきていますわってきていますわってきています。。。。ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、それかそれかそれかそれからららら、、、、ききききょょょょうのうのうのうの主主主主要要要要なテーマなテーマなテーマなテーマ、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成、、、、それからそれからそれからそれから、、、、特特特特にににに過去過去過去過去のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産、、、、土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染とかダとかダとかダとかダイオイオイオイオキキキキシンとシンとシンとシンとかかかか PCB、、、、あとあとあとあと不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄もありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、こういうこういうこういうこういう、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境対策対策対策対策のののの話話話話とととと、、、、新新新新たにマネジたにマネジたにマネジたにマネジメメメメントというようなことでントというようなことでントというようなことでントというようなことで、、、、ググググリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達とかとかとかとか ISO、、、、CSR、、、、こういうようなところこういうようなところこういうようなところこういうようなところでででで新新新新しいしいしいしいビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも興興興興ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。 

    環境分野環境分野環境分野環境分野のののの市市市市場場場場のののの形成形成形成形成というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境政策政策政策政策、、、、まさにまさにまさにまさに規規規規制制制制とととと密接密接密接密接にににに連関連関連関連関しているということであしているということであしているということであしているということでありますのでりますのでりますのでりますので、、、、ここはここはここはここは非非非非常常常常にににに環境産業環境産業環境産業環境産業のののの難難難難しいところでしいところでしいところでしいところで、、、、今今今今のののの環境環境環境環境政策政策政策政策はははは基本的基本的基本的基本的にににに国内国内国内国内中中中中心心心心ですかですかですかですからららら、、、、例例例例ええええばばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理のののの問問問問題題題題ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、国内国内国内国内でででで循環循環循環循環するようなするようなするようなするような問問問問題題題題でででで政策政策政策政策ががががつつつつくられていくられていくられていくられていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、現実現実現実現実はアジアにはアジアにはアジアにはアジアに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが逆逆逆逆にににに資源資源資源資源としてとしてとしてとして出出出出ていっているというようなことがあっていっているというようなことがあっていっているというようなことがあっていっているというようなことがあってててて、、、、まさにまさにまさにまさに今今今今それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして国国国国もももも政策政策政策政策をををを新新新新たにたにたにたにつつつつくっていくということになりますくっていくということになりますくっていくということになりますくっていくということになります。。。。たたたただだだだ、、、、一方一方一方一方、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動というのはというのはというのはというのは、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの、、、、10 年年年年、、、、15 年年年年をををを見見見見据据据据えてえてえてえてつつつつくるわけですがくるわけですがくるわけですがくるわけですが、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ここここういうういうういうういう規規規規制制制制がががが起起起起こりそうこりそうこりそうこりそうだだだだということでということでということでということで皆皆皆皆さんさんさんさんビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを立立立立ちちちち上上上上げげげげるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、そのそのそのその規規規規制制制制がまたがまたがまたがまた変変変変わるわるわるわる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに行行行行ったったったった設設設設備備備備投投投投資資資資がががが将将将将来来来来的的的的にはにはにはには全全全全くくくく余余余余剰剰剰剰なななな設設設設備備備備になったになったになったになったりするりするりするりする可能性可能性可能性可能性がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、そこがそこがそこがそこが非非非非常常常常ににににビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを新新新新しくしくしくしく展開展開展開展開されるされるされるされる方方方方はははは苦苦苦苦労労労労されているとされているとされているとされていると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、私私私私どもどもどもども金融機金融機金融機金融機関関関関としてもとしてもとしてもとしても、、、、そそそそこをどうこをどうこをどうこをどう見見見見るかというのはるかというのはるかというのはるかというのはややややはりはりはりはり非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ででででありますありますありますあります。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境のののの世世世世のののの中中中中のののの流流流流れとれとれとれと政策政策政策政策のののの動動動動向向向向、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をををを常常常常ににににウウウウォッォッォッォッチチチチししししてててて、、、、先先先先をををを読読読読むむむむというんでしというんでしというんでしというんでしょょょょうかうかうかうか、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なことではないかというなことではないかというなことではないかというなことではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

   今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたことをたことをたことをたことを絵絵絵絵にしてみていますけれどもにしてみていますけれどもにしてみていますけれどもにしてみていますけれども、、、、企業活動自体企業活動自体企業活動自体企業活動自体がこういうインプットがこういうインプットがこういうインプットがこういうインプット、、、、各各各各工工工工
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程程程程、、、、アアアアウウウウトプットがあるトプットがあるトプットがあるトプットがある。。。。ここをここをここをここを、、、、企業企業企業企業のののの中中中中でももでももでももでももちちちちろんろんろんろんぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回していくわけですけれどもしていくわけですけれどもしていくわけですけれどもしていくわけですけれども、、、、これをさらにこれをさらにこれをさらにこれをさらに地域地域地域地域にににに、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体、、、、それからそれからそれからそれから世世世世界界界界でもでもでもでもぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回していってしていってしていってしていって、、、、まさにゼロエミッシまさにゼロエミッシまさにゼロエミッシまさにゼロエミッションをョンをョンをョンをつつつつくってくってくってくっていかなけれいかなけれいかなけれいかなければばばばいけないということになるといけないということになるといけないということになるといけないということになると思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、いいいいいいいい製製製製品品品品プロジプロジプロジプロジェクトをェクトをェクトをェクトをつつつつくるくるくるくる、、、、それからそれからそれからそれから負負負負のののの遺遺遺遺産産産産をををを処処処処理理理理してしてしてして、、、、新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境創造創造創造創造プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをつつつつくるくるくるくる。。。。従来従来従来従来のののの企業企業企業企業のののの環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮型企業型企業型企業型企業というというというという問問問問題題題題もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、新新新新規規規規産業産業産業産業でででで、、、、ビビビビジネスでジネスでジネスでジネスで入入入入ってくるってくるってくるってくる、、、、こういうこういうこういうこういうことがことがことがことが地域地域地域地域、、、、国国国国、、、、世世世世界界界界においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。でででで、、、、金融金融金融金融はこういうのをはこういうのをはこういうのをはこういうのを応援応援応援応援していくというしていくというしていくというしていくということがことがことがことが重要重要重要重要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   さてさてさてさて、、、、青森青森青森青森のののの状況状況状況状況をををを確確確確認認認認したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず、、、、青森県青森県青森県青森県のののの産業構産業構産業構産業構造造造造ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは 2002年年年年、、、、1 次産業次産業次産業次産業、、、、2 次産業次産業次産業次産業、、、、3 次産業次産業次産業次産業、、、、これをこれをこれをこれを全全全全国国国国でででで比比比比較較較較してみますとしてみますとしてみますとしてみますと、、、、特特特特にににに目目目目立立立立つつつつのはのはのはのは、、、、1 次産業次産業次産業次産業はははは当然当然当然当然、、、、高高高高いいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、2 次産業次産業次産業次産業がががが低低低低いということですいということですいということですいということです。。。。 

  これをもうこれをもうこれをもうこれをもう少少少少しししし業業業業種種種種別別別別にににに見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、まずまずまずまず、、、、農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業がががが、、、、構成構成構成構成比比比比でででで 3.4％％％％、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう全全全全国国国国よりよりよりより高高高高いですいですいですいですねねねね。。。。林林林林業業業業、、、、漁漁漁漁業業業業もももも、、、、そういうことですそういうことですそういうことですそういうことですねねねね。。。。製製製製造造造造業業業業はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、非非非非常常常常にににに低低低低いいいい。。。。建建建建設業設業設業設業はははは高高高高いいいい。。。。こういうようなことがわかるわけでこういうようなことがわかるわけでこういうようなことがわかるわけでこういうようなことがわかるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、就就就就業業業業者者者者、、、、まさにまさにまさにまさに地域地域地域地域にとってはにとってはにとってはにとっては雇雇雇雇用用用用をどうをどうをどうをどう維維維維持持持持していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが大大大大変変変変重要重要重要重要にににになりますがなりますがなりますがなりますが、、、、これはこれはこれはこれは 2000 年年年年のののの数数数数字字字字ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、時系時系時系時系列列列列的的的的にににに見見見見ますとますとますとますと、、、、1 次次次次がががが下下下下がってがってがってがって、、、、2 次次次次はははは増増増増えているというえているというえているというえているということですことですことですことです。。。。3 次次次次ももももももももちちちちろんろんろんろん増増増増えているということでえているということでえているということでえているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   これをこれをこれをこれを全全全全国国国国比比比比でででで見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、農農農農業業業業はははは当然当然当然当然高高高高いいいい。。。。林林林林業業業業、、、、漁漁漁漁業業業業、、、、このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは全全全全国国国国よりよりよりより高高高高いいいい。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、製製製製造造造造業業業業はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、全全全全国国国国よりよりよりより低低低低いいいい。。。。建建建建設業設業設業設業はははは全全全全国国国国よりよりよりより高高高高いいいい。。。。こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが言言言言えるえるえるえるわけでわけでわけでわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

    製製製製造造造造業業業業のののの現現現現状状状状をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、時系時系時系時系列列列列的的的的にはにはにはには、、、、まさにまさにまさにまさに事業事業事業事業所所所所数数数数、、、、それからそれからそれからそれから従従従従業業業業者者者者数数数数もももも、、、、製製製製造造造造業業業業自体自体自体自体はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら非非非非常常常常にににに減減減減っているっているっているっている。。。。全全全全国国国国でででで見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、出出出出荷荷荷荷額額額額ベベベベースではースではースではースでは 38 位位位位ということということということということでででで、、、、1 人人人人当当当当たりでたりでたりでたりで見見見見ますとますとますとますと、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら 46 位位位位ということでということでということでということで、、、、製製製製造造造造業業業業、、、、基基基基礎礎礎礎素素素素材材材材のののの八戸八戸八戸八戸あたりのあたりのあたりのあたりの一一一一部部部部はははは頑頑頑頑張張張張っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては低低低低いといういといういといういという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  こういうこういうこういうこういう中中中中でででで青森県青森県青森県青森県、、、、どうしていくかということですけれどもどうしていくかということですけれどもどうしていくかということですけれどもどうしていくかということですけれども、、、、今今今今言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産、、、、建建建建設設設設がががが高高高高いいいいウウウウエートエートエートエート、、、、製製製製造造造造業業業業はははは低低低低いということですからいということですからいということですからいということですから、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をををを、、、、ききききょょょょうのうのうのうの話話話話でいくとでいくとでいくとでいくと、、、、ゼロエミッションのようにゼロエミッションのようにゼロエミッションのようにゼロエミッションのように資源資源資源資源としてどうとしてどうとしてどうとしてどう活用活用活用活用していくかしていくかしていくかしていくか、、、、それからそれからそれからそれから製製製製造造造造業業業業はまさにはまさにはまさにはまさに高高高高付付付付加加加加価値価値価値価値、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうのをどうそういうのをどうそういうのをどうそういうのをどうつつつつくっていくかくっていくかくっていくかくっていくか、、、、こういうことによってこういうことによってこういうことによってこういうことによって地域経済地域経済地域経済地域経済をどをどをどをどうううう活性化活性化活性化活性化、、、、自立自立自立自立していくかしていくかしていくかしていくか、、、、地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消、、、、それからそれからそれからそれから外外外外にににに打打打打ってってってって出出出出ていけるようなていけるようなていけるようなていけるような企業活動企業活動企業活動企業活動をどをどをどをどううううしていくかしていくかしていくかしていくか。。。。本県本県本県本県のののの優優優優位位位位性性性性はははは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから話話話話がありますようにがありますようにがありますようにがありますように、、、、環境環境環境環境、、、、食食食食料料料料、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、こうこうこうこういうところがいうところがいうところがいうところが優優優優位位位位性性性性かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。こういうのをどうこういうのをどうこういうのをどうこういうのをどう生生生生かすかということかとかすかということかとかすかということかとかすかということかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    次次次次にににに、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののデデデデータをータをータをータを見見見見てみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、まずまずまずまず、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率はははは、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国ののののデデデデータでありますがータでありますがータでありますがータでありますが、、、、当然当然当然当然リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率はははは上上上上がっているというがっているというがっているというがっているという状況状況状況状況でありますでありますでありますであります。。。。再再再再生生生生利用利用利用利用がががが増増増増えているえているえているえている、、、、減量減量減量減量化化化化もももも増増増増えているえているえているえている、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分がががが減減減減っているということでっているということでっているということでっているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  青森県青森県青森県青森県ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、青森県青森県青森県青森県もももも同同同同じじじじようなようなようなような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。発発発発生生生生量量量量はははは増増増増えていますけれえていますけれえていますけれえていますけれどもどもどもども、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、減量減量減量減量化化化化がががが増増増増えてえてえてえて、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量はははは非非非非常常常常にににに減減減減っているというっているというっているというっているという、、、、まさにまさにまさにまさに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの中中中中ではではではでは優等優等優等優等生生生生というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言えるかとえるかとえるかとえるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   比比比比率率率率でででで見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、まさにまさにまさにまさに再再再再生生生生・・・・減量減量減量減量化率化率化率化率がががが増増増増えてえてえてえて、、、、最最最最終処終処終処終処分率分率分率分率はははは、、、、青森県青森県青森県青森県はははは 2％％％％というこというこというこということでとでとでとで、、、、非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい数数数数字字字字をををを上上上上げげげげていますていますていますています。。。。 

   青森県青森県青森県青森県のののの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、古古古古紙紙紙紙のののの汚泥汚泥汚泥汚泥関係関係関係関係、、、、このこのこのこの辺辺辺辺がががが増増増増えているえているえているえている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、
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建建建建設業設業設業設業のがれきとかのがれきとかのがれきとかのがれきとか、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは増増増増えているということがわかりますえているということがわかりますえているということがわかりますえているということがわかります。。。。 

    ききききょょょょうううう、、、、1 つつつつのテーマでありますバイオマスですけれどものテーマでありますバイオマスですけれどものテーマでありますバイオマスですけれどものテーマでありますバイオマスですけれども、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国ののののデデデデータですけれどもータですけれどもータですけれどもータですけれども、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの未未未未利用利用利用利用量量量量としてはとしてはとしてはとしては、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄とかとかとかとか林林林林地地地地残材残材残材残材、、、、それからそれからそれからそれから農農農農作作作作物物物物のののの非非非非食食食食用用用用部部部部、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物ということでということでということでということで、、、、非非非非常常常常にまにまにまにまだだだだ未未未未利用利用利用利用なものがいっなものがいっなものがいっなものがいっぱぱぱぱいあるということいあるということいあるということいあるということでででで、、、、これらをどうこれらをどうこれらをどうこれらをどう活用活用活用活用していくかというのはしていくかというのはしていくかというのはしていくかというのは、、、、まさにこれからのまさにこれからのまさにこれからのまさにこれからの課課課課題題題題ですですですです。。。。従来従来従来従来資源資源資源資源でなかったでなかったでなかったでなかったものをものをものをものを資源資源資源資源にしていくということですにしていくということですにしていくということですにしていくということです。。。。 

    青森県青森県青森県青森県ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから話話話話がががが出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴはまさにはまさにはまさにはまさに全全全全国国国国 1位位位位ですしですしですしですし、、、、漁漁漁漁業業業業はははは
4 位位位位、、、、林林林林業業業業もももも 8 位位位位ということですのでということですのでということですのでということですので、、、、まさにこういうまさにこういうまさにこういうまさにこういう豊豊豊豊富富富富なななな資源資源資源資源をどうをどうをどうをどう使使使使えるようにしていくえるようにしていくえるようにしていくえるようにしていくかということがかということがかということがかということが重要重要重要重要ということかとということかとということかとということかと思思思思いいいいますますますます。。。。 

    風風風風力力力力をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、風風風風力自体力自体力自体力自体、、、、導導導導入入入入量量量量はははは全全全全国国国国でででで伸伸伸伸びてきていますびてきていますびてきていますびてきています。。。。現現現現在在在在 50 万万万万キキキキロワットでロワットでロワットでロワットでありますありますありますあります。。。。2010 年年年年にににに 300万万万万キキキキロワットをロワットをロワットをロワットを目指目指目指目指しているところでしているところでしているところでしているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   こういうこういうこういうこういう中中中中でででで、、、、青森県青森県青森県青森県はははは、、、、2002 年度年度年度年度ではではではでは、、、、北北北北海海海海道道道道にににに続続続続いていていていて全全全全国国国国 2位位位位ということでということでということでということで、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの活用活用活用活用というというというという意意意意味味味味でもでもでもでも青森県青森県青森県青森県はははは頑頑頑頑張張張張っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   以以以以上上上上、、、、青森青森青森青森のののの産業産業産業産業、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの動動動動向向向向をををを見見見見てみましたけれどもてみましたけれどもてみましたけれどもてみましたけれども、、、、ここでここでここでここで、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業をもをもをもをもうううう少少少少しブしブしブしブレレレレークダークダークダークダウウウウンしてンしてンしてンして見見見見てみたいとてみたいとてみたいとてみたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業自体産業自体産業自体産業自体、、、、業業業業としてはサーとしてはサーとしてはサーとしてはサービビビビスススス業業業業とととと製製製製造造造造業業業業というというというという 2つつつつのののの組組組組みみみみ合合合合わせからなっていますわせからなっていますわせからなっていますわせからなっています。。。。ごごごごらんのとおりらんのとおりらんのとおりらんのとおり、、、、収収収収集集集集してしてしてして、、、、分分分分別別別別してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを分分分分解解解解、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収してしてしてして販販販販売売売売していくということですしていくということですしていくということですしていくということですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののほほほほうはうはうはうは手手手手数数数数料料料料収収収収入入入入でででで、、、、逆逆逆逆有有有有償償償償というというというという形形形形でおでおでおでお金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって、、、、それをそれをそれをそれを加工加工加工加工してしてしてして売売売売っていくとっていくとっていくとっていくと。。。。今今今今、、、、収収収収入入入入自体自体自体自体はははは、、、、ここがかなりのここがかなりのここがかなりのここがかなりのウウウウエートをエートをエートをエートを占占占占めているということでありますめているということでありますめているということでありますめているということであります。。。。ですからですからですからですから、、、、本本本本来来来来のののの姿姿姿姿としとしとしとしてはてはてはては、、、、ここここちちちちらがらがらがらが低低低低くなってくなってくなってくなって、、、、売売売売れるれるれるれるほほほほうがうがうがうが高高高高くなるとくなるとくなるとくなると理理理理想的想的想的想的なななな産業産業産業産業になるんですけれどもになるんですけれどもになるんですけれどもになるんですけれども、、、、ままままだだだだそういうそういうそういうそういう状況状況状況状況にはにはにはには至至至至っていないということかとっていないということかとっていないということかとっていないということかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業自体産業自体産業自体産業自体、、、、特特特特ににににリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする装装装装置置置置、、、、ここのここのここのここの設設設設備備備備投投投投資資資資にににに非非非非常常常常ににににおおおお金金金金がかかるわけでがかかるわけでがかかるわけでがかかるわけでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ここをどうここをどうここをどうここをどう圧縮圧縮圧縮圧縮していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが重要重要重要重要なななな要素要素要素要素になってになってになってになっていますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、特特特特にににに従来従来従来従来のまさにのまさにのまさにのまさに装装装装置置置置産業産業産業産業、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼とかとかとかとか、、、、資源関係資源関係資源関係資源関係のののの産業産業産業産業、、、、素素素素材材材材型産業型産業型産業型産業がこういうがこういうがこういうがこういう装装装装置置置置をををを生生生生かしてかしてかしてかして静静静静脈脈脈脈産業化産業化産業化産業化しているというのがしているというのがしているというのがしているというのが現現現現状状状状ですですですです。。。。八戸八戸八戸八戸がいいがいいがいいがいい例例例例ででででごごごござざざざいますいますいますいますがががが、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで素素素素材材材材産業産業産業産業ががががリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業においてにおいてにおいてにおいて非非非非常常常常にににに優優優優位位位位にににに立立立立てるというてるというてるというてるという状況状況状況状況ががががごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 

   今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたたたた例例例例でででで、、、、例例例例ええええばセばセばセばセメメメメントントントント産業産業産業産業はははは、、、、従来従来従来従来、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼とかとかとかとか紙紙紙紙・パ・パ・パ・パ、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれててててセセセセメメメメントをントをントをントをつつつつくっていたくっていたくっていたくっていた。。。。これはこれはこれはこれは今今今今もももも変変変変わりませんけれどもわりませんけれどもわりませんけれどもわりませんけれども、、、、たたたただだだだ、、、、各産業各産業各産業各産業がががが副副副副産産産産物物物物をををを抑抑抑抑制制制制化化化化していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、新新新新たにたにたにたに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とかとかとかとか汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌とかとかとかとか、、、、下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう処処処処理理理理困困困困難難難難物物物物ををををセセセセメメメメントントントント産業産業産業産業がのみがのみがのみがのみ込込込込んでいくということでんでいくということでんでいくということでんでいくということで、、、、追追追追加投加投加投加投資資資資はははは必要必要必要必要ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、例例例例ええええばセばセばセばセメメメメントではエントではエントではエントではエコセコセコセコセメメメメントというようなことントというようなことントというようなことントというようなこと、、、、新新新新しいしいしいしいビビビビジネスジネスジネスジネス展開展開展開展開をしているというようなをしているというようなをしているというようなをしているというような例例例例ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   青森青森青森青森でもでもでもでも、、、、八戸八戸八戸八戸でもでもでもでも、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご案案案案内内内内のとおりでありますけれどものとおりでありますけれどものとおりでありますけれどものとおりでありますけれども、、、、東京東京東京東京鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼、、、、太太太太平洋平洋平洋平洋金金金金属属属属、、、、八戸八戸八戸八戸製製製製錬錬錬錬というというというという 3つつつつのののの会社会社会社会社をををを中中中中心心心心にににに、、、、インプットとしてはインプットとしてはインプットとしてはインプットとしては一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ややややらららら自動自動自動自動車車車車のシのシのシのシュレュレュレュレッダーダストッダーダストッダーダストッダーダスト、、、、それからそれからそれからそれからホホホホタテのタテのタテのタテの貝殻貝殻貝殻貝殻等等等等をインプットにしてをインプットにしてをインプットにしてをインプットにして人工人工人工人工砂砂砂砂利利利利とかとかとかとか漁漁漁漁礁礁礁礁とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、飛飛飛飛灰灰灰灰はははは溶溶溶溶融融融融してまたしてまたしてまたしてまた亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛にににに戻戻戻戻すとかすとかすとかすとか、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような、、、、まさにゼロエミッションまさにゼロエミッションまさにゼロエミッションまさにゼロエミッション、、、、企業企業企業企業間間間間、、、、それそれそれそれからからからから自自自自然然然然系系系系、、、、生生生生活活活活系系系系もももも、、、、工工工工業業業業系系系系もももも含含含含めたゼロエミッションのめたゼロエミッションのめたゼロエミッションのめたゼロエミッションの循環循環循環循環がががが始始始始まりまりまりまり出出出出しているということしているということしているということしているということでででで、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国でもまさにでもまさにでもまさにでもまさに先進事先進事先進事先進事例例例例だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 
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    もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、建建建建設設設設系系系系のののの話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、建建建建設設設設系系系系もももも従来従来従来従来はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるビビビビルでもルでもルでもルでも、、、、社会資本社会資本社会資本社会資本でもでもでもでも、、、、つつつつくってくってくってくって壊壊壊壊すというすというすというすという世世世世界界界界だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、環境環境環境環境制制制制約約約約もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、財政財政財政財政制制制制約約約約もありますのもありますのもありますのもありますのでででで、、、、まさにこれもどうまさにこれもどうまさにこれもどうまさにこれもどう回回回回していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが今重要今重要今重要今重要なテーマになってきますなテーマになってきますなテーマになってきますなテーマになってきます。。。。まさにまさにまさにまさにつつつつくるくるくるくるときはときはときはときは長長長長寿寿寿寿命命命命のののの設設設設計計計計をしをしをしをし、、、、一度一度一度一度つつつつくったくったくったくった施設施設施設施設をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ転転転転活用活用活用活用するようなことするようなことするようなことするようなこと、、、、それからそれからそれからそれから維維維維持持持持運営運営運営運営もももも、、、、省省省省エネとかエネとかエネとかエネとかリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを考考考考えてえてえてえてややややっていくっていくっていくっていく、、、、ライフサイクルマネジライフサイクルマネジライフサイクルマネジライフサイクルマネジメメメメントントントント、、、、こういうここういうここういうここういうことがとがとがとが重要重要重要重要になってきていますになってきていますになってきていますになってきています。。。。 

    このこのこのこの 1つつつつのののの具具具具体体体体例例例例としてはとしてはとしてはとしては、、、、青青青青木木木木茂茂茂茂というというというという建建建建築築築築家家家家がががが、、、、大分大分大分大分、、、、九州九州九州九州、、、、それからそれからそれからそれから全全全全国国国国でもでもでもでも展開展開展開展開してしてしてしていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、リリリリフフフファァァァインインインイン建建建建築築築築ということでということでということでということで、、、、従来従来従来従来あったあったあったあった、、、、例例例例ええええばばばば役役役役場場場場をこういうをこういうをこういうをこういう形形形形ににににリリリリフフフファァァァインしているんですけれどもインしているんですけれどもインしているんですけれどもインしているんですけれども、、、、基基基基礎礎礎礎はははは残残残残してしてしてして、、、、リリリリフフフファァァァイイイインしンしンしンし、、、、工工工工期期期期とかとかとかとか工工工工事事事事費費費費はははは通通通通常常常常のののの約約約約半半半半分分分分でででで済済済済むむむむということですということですということですということです。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこのビビビビルはルはルはルは旧耐旧耐旧耐旧耐震震震震ビビビビルなんですけれどもルなんですけれどもルなんですけれどもルなんですけれども、、、、新新新新耐耐耐耐震震震震ビビビビルにかえるといルにかえるといルにかえるといルにかえるということでうことでうことでうことで、、、、防防防防災災災災上上上上にもいいですしにもいいですしにもいいですしにもいいですし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はいろんなはいろんなはいろんなはいろんな形形形形でででで埋埋埋埋めたりめたりめたりめたり、、、、再再再再利用利用利用利用もしているというこもしているというこもしているというこもしているということでとでとでとで、、、、今今今今注注注注目目目目されているされているされているされている建建建建築築築築家家家家ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

    次次次次にににに、、、、自自自自然然然然系系系系のののの循環循環循環循環のののの話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇のののの草草草草原原原原のののの維維維維持持持持のののの話話話話なんですけれなんですけれなんですけれなんですけれどもどもどもども、、、、阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇はははは、、、、草千里草千里草千里草千里とかとかとかとか、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、よくよくよくよく草草草草原原原原にににに牛牛牛牛がいるがいるがいるがいる風風風風景景景景ををををごごごごらんになったらんになったらんになったらんになったことがあるとことがあるとことがあるとことがあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、もうもうもうもう 1,000 年以年以年以年以上上上上草草草草原原原原ですですですです、、、、牛牛牛牛をををを飼飼飼飼ってってってって、、、、野野野野焼焼焼焼きをしきをしきをしきをしてててて草草草草原原原原がががが維維維維持持持持されているんですされているんですされているんですされているんですねねねね。。。。これがこれがこれがこれが、、、、実実実実はははは今今今今、、、、まさにまさにまさにまさに牛肉牛肉牛肉牛肉自自自自由由由由化化化化によってによってによってによって、、、、畜畜畜畜産産産産農農農農家家家家がががが減少減少減少減少してしてしてして、、、、野野野野焼焼焼焼きもきもきもきもややややらなくなるんでらなくなるんでらなくなるんでらなくなるんで、、、、森森森森にににに、、、、照照照照葉樹林葉樹林葉樹林葉樹林にににに戻戻戻戻ろうとしていますろうとしていますろうとしていますろうとしています。。。。ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの、、、、ディディディディープなエープなエープなエープなエココココロジストのロジストのロジストのロジストの方方方方はははは森森森森にににに戻戻戻戻ったったったったほほほほうがいいということかもしれませんがうがいいということかもしれませんがうがいいということかもしれませんがうがいいということかもしれませんが、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの方方方方々々々々ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり 1,000 年以年以年以年以上人上人上人上人間間間間がががが手手手手をををを入入入入れてきたれてきたれてきたれてきた阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇のののの草草草草原原原原をををを維維維維持持持持しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、まさにまさにまさにまさに 1990 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇ググググリリリリーンストックーンストックーンストックーンストック運運運運動動動動がががが起起起起こっていますこっていますこっていますこっています。。。。それをどうそれをどうそれをどうそれをどうややややるかということなんですけるかということなんですけるかということなんですけるかということなんですけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今自自自自由由由由化化化化でででで畜畜畜畜産産産産農農農農家家家家がががが減減減減ってってってって、、、、飼飼飼飼料料料料としてのとしてのとしてのとしての草草草草もももも減減減減ってってってって、、、、野野野野焼焼焼焼きもきもきもきもしなくなってしなくなってしなくなってしなくなって、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化でででで、、、、人人人人もいないもいないもいないもいない。。。。 これをこれをこれをこれを、、、、まさにまさにまさにまさに逆逆逆逆というかというかというかというか、、、、本本本本来来来来のののの循環循環循環循環にしていかなきにしていかなきにしていかなきにしていかなきゃゃゃゃいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、どうどうどうどうややややってってってっているかといいますといるかといいますといるかといいますといるかといいますと、、、、阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇はあかはあかはあかはあか牛牛牛牛なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、今今今今、、、、非非非非常常常常ににににヘヘヘヘルシーでルシーでルシーでルシーで、、、、健康健康健康健康にいいといにいいといにいいといにいいということもあってうこともあってうこともあってうこともあって、、、、輸輸輸輸入入入入牛牛牛牛よりはよりはよりはよりは高高高高いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、生生生生協協協協などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、みんなでこれをみんなでこれをみんなでこれをみんなでこれを高高高高くてくてくてくてもももも買買買買いましいましいましいましょょょょうううう、、、、それによってそれによってそれによってそれによって畜畜畜畜産業産業産業産業をををを回回回回復復復復していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうとうとうとうと。。。。たたたただだだだ、、、、一方一方一方一方でででで、、、、野野野野焼焼焼焼きききき等等等等はははは、、、、阿阿阿阿蘇蘇蘇蘇はははは広広広広大大大大なエなエなエなエリリリリアですのでアですのでアですのでアですので、、、、地地地地元元元元のののの人人人人たたたたちだちだちだちだけではもうできませんのでけではもうできませんのでけではもうできませんのでけではもうできませんので、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアをアをアをアを入入入入れれれれててててややややっているっているっているっている。。。。今今今今、、、、年年年年間間間間大体大体大体大体 1,000 人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、熊熊熊熊本本本本やややや福福福福岡岡岡岡、、、、またまたまたまた東京東京東京東京からからからから野野野野焼焼焼焼きにきにきにきに参加参加参加参加していましていましていましていますすすす。。。。こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで草草草草原原原原をををを維維維維持持持持しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、まさにまさにまさにまさに先先先先ほほほほどどどど谷口谷口谷口谷口先先先先生生生生のののの話話話話にありましたよにありましたよにありましたよにありましたようにうにうにうに、、、、農農農農山山山山村村村村とととと都会都会都会都会とのきずなというかとのきずなというかとのきずなというかとのきずなというか、、、、連連連連携携携携、、、、それからスローフーそれからスローフーそれからスローフーそれからスローフードドドドみたいなことがみたいなことがみたいなことがみたいなことがキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっていますになっていますになっていますになっています。。。。ツツツツーーーーリリリリズムということでズムということでズムということでズムということで言言言言うとうとうとうと、、、、リリリリススススポポポポンシブル・ンシブル・ンシブル・ンシブル・ツツツツーーーーリリリリズムというズムというズムというズムという言言言言葉葉葉葉ががががありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれども、、、、体体体体験験験験からさらにからさらにからさらにからさらに進進進進んでんでんでんで、、、、責任責任責任責任あるあるあるある活動活動活動活動をををを伴伴伴伴ううううツツツツーーーーリリリリズムというのでしズムというのでしズムというのでしズムというのでしょょょょうかうかうかうか、、、、またにまたにまたにまたに今今今今もももも棚棚棚棚田田田田のののの維維維維持持持持とかとかとかとか森森森森林林林林のののの間間間間伐伐伐伐とかありますけれどもとかありますけれどもとかありますけれどもとかありますけれども、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような動動動動きがきがきがきが出出出出てきていてきていてきていてきているというるというるというるという 1つつつつのののの事事事事例例例例ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 今今今今、、、、工工工工業業業業系系系系、、、、それからそれからそれからそれから自自自自然然然然系系系系等等等等のののの話話話話をしてきましたけれどもをしてきましたけれどもをしてきましたけれどもをしてきましたけれども、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして見見見見たたたた場場場場合合合合ににににどういうところがどういうところがどういうところがどういうところが着目着目着目着目点点点点になるのかということですけれどもになるのかということですけれどもになるのかということですけれどもになるのかということですけれども、、、、1 つつつつはははは、、、、エエエエコセコセコセコセメメメメントとかバイオントとかバイオントとかバイオントとかバイオマスにありますようにマスにありますようにマスにありますようにマスにありますように、、、、技術技術技術技術とかとかとかとか資源資源資源資源にににに着目着目着目着目してしてしてして考考考考えるえるえるえる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーとかとかとかとか、、、、京京京京都議都議都議都議定定定定書関係書関係書関係書関係、、、、市市市市場場場場というというというという言言言言いいいい方方方方よりはよりはよりはよりは規規規規制制制制というというというという言言言言いいいい方方方方をしたをしたをしたをしたほほほほうがいいかもしれまうがいいかもしれまうがいいかもしれまうがいいかもしれませんがせんがせんがせんが、、、、市市市市場場場場やややや規規規規制制制制にににに着目着目着目着目したしたしたしたビビビビジネスということジネスということジネスということジネスということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、システムということでシステムということでシステムということでシステムということで、、、、ききききょょょょうううう
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はあまりこのおはあまりこのおはあまりこのおはあまりこのお話話話話はしていませんけれどもはしていませんけれどもはしていませんけれどもはしていませんけれども、、、、これもこれもこれもこれも規規規規制制制制とととと連関連関連関連関しますがしますがしますがしますが、、、、土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染対策法対策法対策法対策法にににに伴伴伴伴うううういろいろないろいろないろいろないろいろな調調調調査査査査、、、、修復修復修復修復事業事業事業事業。。。。それからそれからそれからそれから、、、、所所所所有有有有しないでしないでしないでしないで、、、、例例例例ええええばばばば松松松松下下下下電電電電器器器器がががが、、、、よくよくよくよく蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯とかとかとかとか、、、、明明明明かりサーかりサーかりサーかりサービビビビスというのをスというのをスというのをスというのをややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、物物物物をををを売売売売らないでらないでらないでらないで機機機機能能能能をををを売売売売るというるというるというるというふふふふうなうなうなうな、、、、そういうよそういうよそういうよそういうようなサーうなサーうなサーうなサービビビビスススス。。。。それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな評価評価評価評価ののののビビビビジネスジネスジネスジネス。。。。こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが起起起起こってきていまこってきていまこってきていまこってきていますすすす。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、環境環境環境環境価値価値価値価値ということでということでということでということで、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスをいろいろジネスをいろいろジネスをいろいろジネスをいろいろややややっていくっていくっていくっていく中中中中でででで、、、、通通通通常常常常のののの市市市市場原理場原理場原理場原理だだだだけではどうしてもうまくけではどうしてもうまくけではどうしてもうまくけではどうしてもうまく事業事業事業事業がががが回回回回りにくいというのがまりにくいというのがまりにくいというのがまりにくいというのがまだだだだ現現現現状状状状ですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、谷口谷口谷口谷口先先先先生生生生のののの話話話話にににに、、、、そうならなくしないといけないんですけれどもそうならなくしないといけないんですけれどもそうならなくしないといけないんですけれどもそうならなくしないといけないんですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、まさまさまさまさにににに環境環境環境環境価値価値価値価値をどうをどうをどうをどう折折折折りりりり込込込込んでいくかということがんでいくかということがんでいくかということがんでいくかということが重要重要重要重要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、これはまさにこれはまさにこれはまさにこれはまさに環環環環境境境境価値価値価値価値をををを評価評価評価評価してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを経済経済経済経済にににに置置置置きかえていくきかえていくきかえていくきかえていく仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要でありますでありますでありますであります。。。。市民市民市民市民風風風風車車車車でででで、、、、例例例例ええええばばばばそれそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの人人人人がががが出出出出資資資資するというのもそういうことでしするというのもそういうことでしするというのもそういうことでしするというのもそういうことでしょょょょうしうしうしうし、、、、国国国国がががが補補補補助助助助金金金金をををを出出出出すということもあすということもあすということもあすということもあるでしるでしるでしるでしょょょょうしうしうしうし、、、、ややややはりこういうことをはりこういうことをはりこういうことをはりこういうことを何何何何かかかか考考考考えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと、、、、通通通通常常常常のののの市市市市場場場場のののの世世世世界界界界ではなかなかまではなかなかまではなかなかまではなかなかまだだだだままままだだだだ回回回回りづらいということかとりづらいということかとりづらいということかとりづらいということかと思思思思いますいますいますいます。。。。 ここからここからここからここから少少少少しししし金融金融金融金融ということでということでということでということで話話話話をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、実実実実はははは、、、、金融金融金融金融というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、製製製製造造造造業業業業とかとかとかとか、、、、通通通通常常常常のののの業界業界業界業界のののの方方方方々々々々にににに比比比比べべべべますとおくれていましたますとおくれていましたますとおくれていましたますとおくれていました。。。。気気気気ががががつつつつきききき出出出出ししししたのがたのがたのがたのが、、、、日日日日本本本本ではではではではややややはりはりはりはり土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染対策法対策法対策法対策法でででで、、、、例例例例ええええばばばば担担担担保保保保にににに取取取取っているっているっているっている土土土土地地地地がががが汚染汚染汚染汚染されていてされていてされていてされていて担担担担保保保保価値価値価値価値がゼロになるとかがゼロになるとかがゼロになるとかがゼロになるとか、、、、融融融融資資資資をしていたのでをしていたのでをしていたのでをしていたので逆逆逆逆にににに責任責任責任責任問問問問題題題題になるとかになるとかになるとかになるとか、、、、そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから、、、、90年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からこういうからこういうからこういうからこういう議議議議論論論論がされるようになりましたがされるようになりましたがされるようになりましたがされるようになりました。。。。要要要要はははは、、、、企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境リリリリスクのスクのスクのスクの増増増増大大大大がががが銀行銀行銀行銀行ののののリリリリスクにもなるということですスクにもなるということですスクにもなるということですスクにもなるということです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、今今今今までおまでおまでおまでお話話話話ししてきたようししてきたようししてきたようししてきたようにににに、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに経済活動経済活動経済活動経済活動にににに入入入入ってきていますのでってきていますのでってきていますのでってきていますので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで金融金融金融金融ももももビビビビジネジネジネジネススススチャチャチャチャンスになってきているンスになってきているンスになってきているンスになってきている。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、金融金融金融金融はははは人人人人のおのおのおのお金金金金をををを預預預預かってかってかってかって業業業業をををを展開展開展開展開してしてしてしていますいますいますいます。。。。そのそのそのその預預預預金者金者金者金者とかとかとかとか投投投投資資資資家家家家のののの方方方方々々々々がががが環境環境環境環境問問問問題題題題にににに非非非非常常常常にににに関関関関心心心心をををを持持持持ってきているのでってきているのでってきているのでってきているので、、、、金融金融金融金融としとしとしとしてもまさにグてもまさにグてもまさにグてもまさにグリリリリーンーンーンーン化化化化をしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけない、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが起起起起こってきていますこってきていますこってきていますこってきています。。。。 具具具具体的体的体的体的にどういうことをにどういうことをにどういうことをにどういうことをややややりりりり出出出出したかというとしたかというとしたかというとしたかというと、、、、企業企業企業企業のののの環境環境環境環境リリリリスクをスクをスクをスクを適適適適正正正正にににに評価評価評価評価するというこするというこするというこするということですとですとですとです。。。。従来従来従来従来はははは、、、、企業企業企業企業のののの評価評価評価評価はははは、、、、通通通通常常常常のののの財務財務財務財務ののののデデデデータでータでータでータで評価評価評価評価するということするということするということするということだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、そそそそれにれにれにれに加加加加えてえてえてえて環境環境環境環境リリリリスクもスクもスクもスクも評価評価評価評価するするするする。。。。それからそれからそれからそれから新新新新しいしいしいしい商商商商品品品品のののの開発開発開発開発、、、、それからそれからそれからそれから自身自身自身自身のマネジのマネジのマネジのマネジメメメメントントントント、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを金融金融金融金融ももももややややっていくっていくっていくっていく。。。。そしてトータルとしてグそしてトータルとしてグそしてトータルとしてグそしてトータルとしてグリリリリーンーンーンーン化化化化、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関としてのとしてのとしてのとしての CSR、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが出出出出てきたということでてきたということでてきたということでてきたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 今今今今おおおお話話話話ししたようなことでししたようなことでししたようなことでししたようなことでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、トトトトリリリリプルプルプルプルボボボボトムライントムライントムライントムライン、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてはとしてはとしてはとしては CSR、、、、
SRI とかとかとかとか、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが起起起起こってきていますこってきていますこってきていますこってきています。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、いわゆるエいわゆるエいわゆるエいわゆるエココココフフフファァァァンンンンドドドドというのがというのがというのがというのが、、、、これもこれもこれもこれも 90 年年年年代後代後代後代後半半半半からできていますがからできていますがからできていますがからできていますが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる投投投投資資資資信信信信託託託託でででで、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした企業企業企業企業にににに投投投投資資資資するするするするフフフファァァァンンンンドドドド、、、、これがこれがこれがこれが今今今今、、、、日日日日本本本本でエでエでエでエココココフフフファァァァンンンンドドドドとかとかとかとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる SRI フフフファァァァンンンンドドドドとかとかとかとか合合合合わせてまわせてまわせてまわせてまだだだだ 2,000億億億億弱弱弱弱だだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような商商商商品品品品がががが出出出出てきていてきていてきていてきていますますますます。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカはははは、、、、もうもうもうもう年年年年金金金金とかとかとかとかのののの投投投投資資資資もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、非非非非常常常常にににに大大大大きいきいきいきい規規規規模模模模になっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれども、、、、日日日日本本本本ではまではまではまではまだだだだ 2,000 億億億億弱弱弱弱ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの規規規規模模模模ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。環境環境環境環境格格格格付付付付とかとかとかとか、、、、あとあとあとあと、、、、ミニミニミニミニ公公公公募募募募債債債債とかとかとかとか、、、、市民市民市民市民株式株式株式株式とかとかとかとか、、、、こういうこういうこういうこういう動動動動きもきもきもきも出出出出てきているということでてきているということでてきているということでてきているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 私私私私どものどものどものどもの銀行銀行銀行銀行としてはとしてはとしてはとしては、、、、従来従来従来従来からからからから環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ取取取取りりりり組組組組んできておりますんできておりますんできておりますんできております。。。。図図図図がががが複複複複雑雑雑雑ですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対してしてしてして投融投融投融投融資資資資をををを行行行行ってきておりますってきておりますってきておりますってきております。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地球環境球環境球環境球環境問問問問題題題題やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、省省省省エネとかエネとかエネとかエネとか、、、、ややややってきていますがってきていますがってきていますがってきていますが、、、、実実実実はははは最最最最近近近近、、、、新新新新しいしいしいしい試試試試みをしておりますみをしておりますみをしておりますみをしております。。。。
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従来従来従来従来はははは、、、、あるプロジェクトにあるプロジェクトにあるプロジェクトにあるプロジェクトに対対対対してのしてのしてのしての融融融融資資資資ということということということということだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、ここにここにここにここに来来来来てててて、、、、企業企業企業企業のののの環境環境環境環境活動活動活動活動トータルをトータルをトータルをトータルを評価評価評価評価してしてしてして融融融融資資資資をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。 

2004 年年年年からからからから環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮型経型経型経型経営営営営促進促進促進促進、、、、環境環境環境環境格格格格付付付付のののの融融融融資資資資のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを取取取取りりりり入入入入れていますれていますれていますれています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、企企企企業業業業のののの環境環境環境環境のののの活動活動活動活動、、、、経経経経営営営営全全全全般般般般、、、、事業関連事業関連事業関連事業関連、、、、環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス、、、、これをトータルにこれをトータルにこれをトータルにこれをトータルに 130項項項項目目目目ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの質問質問質問質問票票票票をををを用用用用意意意意しましてしましてしましてしまして、、、、これでこれでこれでこれで評価評価評価評価をするというものでをするというものでをするというものでをするというものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは世世世世界界界界でもでもでもでも初初初初めてのめてのめてのめての融融融融資資資資制制制制度度度度ということでということでということでということで、、、、業業業業種種種種別別別別にににに特性特性特性特性をををを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、中中中中堅堅堅堅・・・・中小中小中小中小企業企業企業企業はははは底底底底上上上上げげげげをしたりをしたりをしたりをしたり、、、、そういうそういうそういうそういうことをことをことをことをややややっておりっておりっておりっておりますますますます。。。。 先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました経経経経営営営営全全全全般般般般、、、、環境環境環境環境をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとしたガガガガバナンスバナンスバナンスバナンス、、、、CSR というようなというようなというようなというような項項項項目目目目、、、、それかそれかそれかそれからららら事業事業事業事業、、、、まさにインプットからアまさにインプットからアまさにインプットからアまさにインプットからアウウウウトプットまでのトプットまでのトプットまでのトプットまでの各各各各工工工工程程程程におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの評価評価評価評価。。。。それからそれからそれからそれから、、、、具具具具体的体的体的体的なエミッションなエミッションなエミッションなエミッション等等等等のののの数数数数字字字字のののの評価評価評価評価、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで 130項項項項目目目目のののの質問質問質問質問をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 これによりましてこれによりましてこれによりましてこれによりまして評価評価評価評価をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみ度合度合度合度合いによっていによっていによっていによって、、、、金金金金利利利利をををを低低低低くするというくするというくするというくするという融融融融資資資資のののの仕仕仕仕組組組組みをみをみをみをつつつつくっていますくっていますくっていますくっています。。。。これにこれにこれにこれに当然当然当然当然企業企業企業企業のののの信信信信用用用用リリリリスクのスクのスクのスクの評価評価評価評価をををを折折折折りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、最最最最終終終終的的的的にににに金金金金利利利利がががが決決決決まりますまりますまりますまります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、当然当然当然当然モニタモニタモニタモニタリリリリングをさせていたングをさせていたングをさせていたングをさせていただだだだくということになりますくということになりますくということになりますくということになります。。。。こうこうこうこういういういういう形形形形でででで始始始始めてめてめてめて 2 年年年年半半半半ぐぐぐぐらいたらいたらいたらいたちちちちますがますがますがますが、、、、80 社社社社ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方がこのがこのがこのがこの評価評価評価評価をををを受受受受けていたけていたけていたけていただだだだいていていていて融融融融資資資資をさせをさせをさせをさせていたていたていたていただだだだいているということですいているということですいているということですいているということです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済ということでということでということでということで、、、、ややややりりりり始始始始めるめるめるめる前前前前まではまではまではまでは気気気気づづづづかなかったのはかなかったのはかなかったのはかなかったのは、、、、当然当然当然当然このこのこのこの融融融融資資資資をををを始始始始めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって、、、、企業企業企業企業のののの環境環境環境環境部門部門部門部門のののの人人人人がががが非非非非常常常常にににに着目着目着目着目してもらしてもらしてもらしてもらいましていましていましていまして、、、、従来従来従来従来、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関というのはというのはというのはというのは、、、、財務部財務部財務部財務部のののの人人人人とおとおとおとおつつつつきききき合合合合いがあるわけですけれどもいがあるわけですけれどもいがあるわけですけれどもいがあるわけですけれども、、、、このこのこのこの融融融融資資資資のののの仕仕仕仕組組組組みにみにみにみにつつつついてはいてはいてはいては、、、、環境環境環境環境部部部部のののの人人人人がががが、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが今今今今まできまできまできまできちちちちんとんとんとんとややややってきたことがってきたことがってきたことがってきたことが適適適適正正正正にににに評評評評価価価価されてされてされてされて、、、、それによってそれによってそれによってそれによって金金金金利利利利がががが安安安安くなるくなるくなるくなる仕仕仕仕組組組組みがあるということでみがあるということでみがあるということでみがあるということで、、、、今今今今までまでまでまで企業企業企業企業のののの人人人人はははは、、、、環境環境環境環境部部部部のののの人人人人がががが財務部財務部財務部財務部のののの人人人人にににに常常常常ににににココココストストストストセセセセンターといってたたかれていたわけですけれどもンターといってたたかれていたわけですけれどもンターといってたたかれていたわけですけれどもンターといってたたかれていたわけですけれども、、、、初初初初めてそうめてそうめてそうめてそういういういういう環境環境環境環境へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも評価評価評価評価されるというシステムをされるというシステムをされるというシステムをされるというシステムをつつつつくってくれるというようなくってくれるというようなくってくれるというようなくってくれるというような、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話をををを伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、非非非非常常常常にににに感感感感激激激激したしたしたした次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 私私私私どもどもどもども、、、、最最最最近近近近はははは地方地方地方地方銀行銀行銀行銀行さんなどともさんなどともさんなどともさんなどとも一一一一緒緒緒緒にににに協調協調協調協調融融融融資資資資ををををややややっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ややややはりおはりおはりおはりお金金金金をどうをどうをどうをどう回回回回していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが大大大大変変変変重要重要重要重要でででで、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ややややはりはりはりはり地域地域地域地域のののの金融機金融機金融機金融機関関関関のののの人人人人にはにはにはには、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく地域地域地域地域におにおにおにお金金金金をををを回回回回してもらうとしてもらうとしてもらうとしてもらうと。。。。今今今今、、、、地方地方地方地方のののの預貸預貸預貸預貸率率率率というというというという概概概概念念念念がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、預預預預金金金金したしたしたした分分分分のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし、、、、これがこれがこれがこれが、、、、当然当然当然当然 100 がががが通通通通常常常常なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、多多多多分地方分地方分地方分地方はははは 60 とかとかとかとか、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数字字字字ですですですです。。。。要要要要はははは、、、、集集集集めたおめたおめたおめたお金金金金がががが全部全部全部全部地地地地元元元元にはにはにはには還還還還流流流流しなくてしなくてしなくてしなくて、、、、多多多多分都市分都市分都市分都市圏圏圏圏にににに行行行行っているといっているといっているといっているということですうことですうことですうことです。。。。現実現実現実現実にそういうにそういうにそういうにそういう状況状況状況状況がありますがありますがありますがあります。。。。ですからですからですからですから、、、、外外外外からおからおからおからお金金金金がががが入入入入ってくることもってくることもってくることもってくることも重要重要重要重要ななななんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、まずはまずはまずはまずは地方地方地方地方でおでおでおでお金金金金をををを回回回回すということがすということがすということがすということが重要重要重要重要ですですですです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには当然当然当然当然、、、、プロジェプロジェプロジェプロジェクトもクトもクトもクトも、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお金金金金をををを回回回回るにるにるにるに足足足足るいいプロジェクトでないといけないわけなんですけれどもるいいプロジェクトでないといけないわけなんですけれどもるいいプロジェクトでないといけないわけなんですけれどもるいいプロジェクトでないといけないわけなんですけれども、、、、このこのこのこの例例例例はははは、、、、北北北北陸陸陸陸のののの福福福福井井井井ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、福福福福井銀行井銀行井銀行井銀行がががが清清清清川川川川メメメメッッッッキキキキというというというという企業企業企業企業にににに対対対対してしてしてして、、、、まさにまさにまさにまさに先先先先ほほほほどどどどのののの環境環境環境環境格格格格付付付付融融融融資資資資をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。当当当当行行行行はははは、、、、スクスクスクスクリリリリーニングとーニングとーニングとーニングと保保保保証証証証をををを、、、、これはこれはこれはこれは私私私私募募募募債債債債のののの発発発発行行行行というこというこというこということでとでとでとでややややっていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でおでおでおでお手手手手伝伝伝伝いをしていをしていをしていをして、、、、私私私私募募募募債債債債をををを福福福福井銀行井銀行井銀行井銀行がががが扱扱扱扱ってってってって、、、、これはこれはこれはこれは私私私私募募募募債債債債ですからですからですからですから、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく地地地地元元元元のののの機機機機関関関関投投投投資資資資家家家家にににに買買買買ってもらうということでってもらうということでってもらうということでってもらうということで、、、、地域地域地域地域におにおにおにお金金金金をををを回回回回してしてしてしていくということでいくということでいくということでいくということで、、、、地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消にににに倣倣倣倣ってってってって地地地地金金金金・・・・地地地地消消消消とととと言言言言うんでしうんでしうんでしうんでしょょょょうかうかうかうか、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややってってってっていくことがいくことがいくことがいくことが重要重要重要重要かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 最後最後最後最後ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、今今今今までおまでおまでおまでお話話話話ししてきましたようにししてきましたようにししてきましたようにししてきましたように、、、、企業企業企業企業、、、、それからそれからそれからそれから地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、私私私私どもどもどもども金金金金融機融機融機融機関関関関もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、ややややはりはりはりはり持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性というのがというのがというのがというのがキキキキーワーーワーーワーーワードだドだドだドだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。まさにまさにまさにまさに持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性のののの観点観点観点観点からそれからそれからそれからそれぞぞぞぞれのれのれのれの主体主体主体主体がががが評価評価評価評価をされるというをされるというをされるというをされるという時代時代時代時代にににに入入入入ってきていますのでってきていますのでってきていますのでってきていますので、、、、
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当然当然当然当然、、、、主体主体主体主体はははは持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性ということをということをということをということをキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにににに取取取取りりりり組組組組んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが必要必要必要必要になってくになってくになってくになってくるるるる。。。。特特特特にににに環境環境環境環境へへへへのののの対対対対応応応応ということになるかとということになるかとということになるかとということになるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、まさにまさにまさにまさに環境環境環境環境をををを経済経済経済経済にににに置置置置きかえていくといいますかきかえていくといいますかきかえていくといいますかきかえていくといいますか、、、、経済経済経済経済のののの中中中中にににに回回回回るようなるようなるようなるような形形形形にしていくということがにしていくということがにしていくということがにしていくということが重要重要重要重要ですのでですのでですのでですので、、、、当当当当然然然然、、、、技術技術技術技術とかとかとかとか付付付付加加加加価値価値価値価値、、、、それからそれからそれからそれから市民市民市民市民、、、、NPO とのとのとのとの協働協働協働協働、、、、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが大大大大変変変変重要重要重要重要になっになっになっになってくるというてくるというてくるというてくるというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 青森青森青森青森はははは、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みではみではみではみでは、、、、日日日日本本本本のののの先進地先進地先進地先進地であることはであることはであることはであることは間違間違間違間違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの知知知知事事事事さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話にもありましたようににもありましたようににもありましたようににもありましたように。。。。今今今今までまでまでまで申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、食食食食、、、、資源資源資源資源、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな資源資源資源資源をををを青森県青森県青森県青森県はははは持持持持っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひそれらをそれらをそれらをそれらを活用活用活用活用してしてしてして、、、、さらにさらにさらにさらに日日日日本本本本のののの中中中中でのでのでのでの先進地先進地先進地先進地、、、、それからそれからそれからそれから世世世世界界界界にににに向向向向けてけてけてけて先進地先進地先進地先進地としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいっていたんでいっていたんでいっていたんでいっていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私どもどもどもども金融機金融機金融機金融機関関関関もももも、、、、できるできるできるできる限限限限りおりおりおりお手手手手伝伝伝伝いをさせていたいをさせていたいをさせていたいをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 以以以以上上上上、、、、雑雑雑雑駁駁駁駁ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

   前田正尚様前田正尚様前田正尚様前田正尚様によりますによりますによりますによります、「、「、「、「金融金融金融金融からからからから見見見見るるるる環境産業環境産業環境産業環境産業のののの展開展開展開展開」」」」とととと題題題題しましておしましておしましておしましてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの後後後後はははは、、、、5 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、2 時時時時 40 分分分分ごごごごろからろからろからろから、「、「、「、「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」をテーマとしましたパネルをテーマとしましたパネルをテーマとしましたパネルをテーマとしましたパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ななななおおおお、、、、本会本会本会本会場場場場のののの後後後後ろのろのろのろのほほほほうにうにうにうに、、、、本本本本日日日日のフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにのフォーラムに関連関連関連関連しましてしましてしましてしまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製製製製品品品品などのなどのなどのなどの展展展展示示示示をしをしをしをしておりますのでておりますのでておりますのでておりますのでごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 

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

 司司司司会会会会 それではそれではそれではそれでは、、、、これこれこれこれからのからのからのからの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「地域特性地域特性地域特性地域特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興」」」」をテーマをテーマをテーマをテーマににににいたいたいたいたしましたパネルしましたパネルしましたパネルしましたパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いますいますいますいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションのパネッションのパネッションのパネッションのパネリリリリストストストスト、、、、そしてそしてそしてそしてココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介ささささせていたせていたせていたせていただだだだきますきますきますきます。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介してまいりまししてまいりまししてまいりまししてまいりましょょょょうううう。。。。     先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、日日日日本本本本政策投政策投政策投政策投資資資資銀行銀行銀行銀行環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー部長部長部長部長、、、、前田正尚様前田正尚様前田正尚様前田正尚様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     続続続続いていていていて、、、、国立大学国立大学国立大学国立大学法人弘前法人弘前法人弘前法人弘前大学大学大学大学農農農農学学学学生命生命生命生命科学科学科学科学部教授部教授部教授部教授、、、、宮入宮入宮入宮入一一一一夫様夫様夫様夫様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。     続続続続いていていていて、、、、協協協協同組同組同組同組合合合合機機機機能性能性能性能性食食食食品品品品開発開発開発開発セセセセンターンターンターンター理理理理事事事事長長長長、、、、柴田浩夫様柴田浩夫様柴田浩夫様柴田浩夫様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。     社団社団社団社団法人法人法人法人青森県産業青森県産業青森県産業青森県産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物協会協会協会協会副副副副会会会会長長長長のののの庄司肇様庄司肇様庄司肇様庄司肇様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会事協議会事協議会事協議会事務局長務局長務局長務局長のののの中居雅博様中居雅博様中居雅博様中居雅博様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     以以以以上上上上、、、、パネパネパネパネリリリリストはストはストはストは 5人人人人のののの方方方方々々々々ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日ののののココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演ををををしていたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム産業界産業界産業界産業界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表理代表理代表理代表理事事事事のののの谷口正谷口正谷口正谷口正次次次次様様様様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  ではではではでは、、、、ここからのここからのここからのここからの進進進進行行行行はははは、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの谷口様谷口様谷口様谷口様におにおにおにお任任任任せせせせいたしますいたしますいたしますいたします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事（（（（ココココーーーーディディディディーネーターーネーターーネーターーネーター））））     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからパネルいまからパネルいまからパネルいまからパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを始始始始めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、おおおお断断断断りりりり申申申申しししし上上上上げげげげておきたいんですがておきたいんですがておきたいんですがておきたいんですが、、、、時時時時間間間間がすがすがすがすべべべべてでてでてでてで 80 分分分分ということでということでということでということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、長長長長いようでいようでいようでいようでごごごござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、ごごごごらんのとおりらんのとおりらんのとおりらんのとおり、、、、5 名名名名のパネのパネのパネのパネリリリリストがいらっしストがいらっしストがいらっしストがいらっしゃゃゃゃいますのでいますのでいますのでいますので、、、、私私私私がががが一言一言一言一言もしもしもしもしゃゃゃゃべべべべらなくてらなくてらなくてらなくてもももも、、、、5 でででで割割割割れれれればばばば 16 分分分分しかないということでしかないということでしかないということでしかないということでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ言言言言いいいい足足足足りないこととかりないこととかりないこととかりないこととか聞聞聞聞きききき足足足足りないこともりないこともりないこともりないことも多多多多々々々々あるとはあるとはあるとはあるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご容容容容赦赦赦赦をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ時時時時間間間間内内内内にににに、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ密度密度密度密度のののの濃濃濃濃いいいい議議議議論論論論にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、自自自自己己己己紹介紹介紹介紹介をををを兼兼兼兼ねねねねてててて、、、、皆皆皆皆様様様様パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々がどういうがどういうがどういうがどういう取取取取りりりり組組組組みをなさっておみをなさっておみをなさっておみをなさっておられるかということからおられるかということからおられるかということからおられるかということからお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。おおおお一一一一人人人人 5 分分分分ということでということでということでということで、、、、甚甚甚甚だだだだ恐縮恐縮恐縮恐縮でででで、、、、最最最最低低低低 15 分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいはほほほほしいしいしいしいとはとはとはとは思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、これもこれもこれもこれも与与与与えられたえられたえられたえられた条件条件条件条件ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、順順順順番番番番としてとしてとしてとして、、、、一一一一番番番番遠遠遠遠いいいい中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長ののののほほほほうからおうからおうからおうからお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしいしいしいしますますますます。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   はいはいはいはい、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会のののの事事事事務局長務局長務局長務局長ををををややややっておっておっておっておりますりますりますります中居中居中居中居とととと申申申申しますしますしますします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今までまでまでまでややややってきたってきたってきたってきたことことことことをををを 5 分分分分にまとめておにまとめておにまとめておにまとめてお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   私私私私がががが環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだのはのはのはのは平平平平成成成成 8 年年年年ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のののの交交交交流流流流のののの場場場場になになになになれれれればばばばいいなということでいいなということでいいなということでいいなということで、、、、自社自社自社自社のののの中居食品中居食品中居食品中居食品容容容容器器器器のののの敷敷敷敷地地地地にににに蔵蔵蔵蔵をををを建建建建てましててましててましててまして、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの学学学学習習習習をすをすをすをす
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るるるる勉勉勉勉強強強強のののの資料資料資料資料館館館館ををををつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。古古古古いものをいものをいものをいものを並並並並べべべべるるるるだだだだけではけではけではけではなくてなくてなくてなくて、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの今今今今をををを知知知知ってってってってほほほほしいということでしいということでしいということでしいということで、、、、半半半半年年年年にににに 1 度度度度、、、、新新新新しいしいしいしいリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品、、、、エエエエココココロジーロジーロジーロジー商商商商品品品品をををを追追追追加加加加してしてしてしておおおおりますりますりますります。。。。八戸八戸八戸八戸のののの小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校のののの児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒はははは、、、、毎毎毎毎年年年年おいでになっておいでになっておいでになっておいでになってリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの勉勉勉勉強強強強をしをしをしをしておるのがておるのがておるのがておるのが実実実実情情情情ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。昨昨昨昨年年年年、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 10 万万万万人人人人のののの入場者入場者入場者入場者をををを数数数数えましてえましてえましてえまして、、、、非非非非常常常常にににに盛盛盛盛況況況況になっていになっていになっていになっていますますますます。。。。ここここのののの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるえるえるえる資料資料資料資料館館館館ををををつつつつくったのがくったのがくったのがくったのが、、、、平平平平成成成成 8 年年年年ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 翌翌翌翌平平平平成成成成 9 年年年年にににに、、、、私私私私、、、、自社自社自社自社ではもうではもうではもうではもう不不不不可能可能可能可能だだだだということでということでということでということで、、、、八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会というというというという協議会協議会協議会協議会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題にににに非非非非常常常常にににに関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方々々々々におにおにおにお声声声声をかけさせてをかけさせてをかけさせてをかけさせていたいたいたいただだだだいていていていて、、、、今今今今、、、、企業企業企業企業がががが約約約約 350、、、、個個個個人人人人会会会会員員員員がががが 350、、、、大体大体大体大体 700 ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの団体団体団体団体になっておりますけれになっておりますけれになっておりますけれになっておりますけれどもどもどもども、、、、平平平平成成成成９９９９年年年年、、、、当当当当時時時時としてはとしてはとしてはとしては、、、、珍珍珍珍しくしくしくしく地域地域地域地域住住住住民民民民とととと企業企業企業企業とととと行政行政行政行政、、、、このこのこのこの 3者者者者がががが、、、、できることからできることからできることからできることから始始始始めましめましめましめましょょょょうといううといううといううということことことことででででつつつつくったのがこのくったのがこのくったのがこのくったのがこの協議会協議会協議会協議会のののの趣旨趣旨趣旨趣旨ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。考考考考ええええ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、地域循地域循地域循地域循環型社会環型社会環型社会環型社会をををを目指目指目指目指そうということでそうということでそうということでそうということでややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。最最最最大大大大のののの特特特特徴徴徴徴といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、年年年年にににに 1回必回必回必回必ずずずず継継継継続型続型続型続型のののの事業事業事業事業ををををややややりりりりましましましましょょょょうといううといううといううということことことことをををを私私私私どもでどもでどもでどもで申申申申しししし合合合合わせをしておりましてわせをしておりましてわせをしておりましてわせをしておりまして、、、、年年年年にににに 1回必回必回必回必ずずずず継継継継続型続型続型続型のののの事業事業事業事業をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、年年年年々々々々増増増増えているというのがえているというのがえているというのがえているというのが実実実実情情情情ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、平平平平成成成成
10 年年年年ですとですとですとですと、、、、我我我我々々々々でででで古古古古紙紙紙紙をををを回回回回収収収収してしてしてして、、、、トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーもーパーもーパーもーパーも今今今今「「「「エエエエココココライフライフライフライフ」」」」というというというという名名名名前前前前でででで販販販販売売売売しししし続続続続けておりますしけておりますしけておりますしけておりますし、、、、翌翌翌翌 11 年年年年にはにはにはには、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書のののの CO2 のののの 6％％％％削減削減削減削減がががが出出出出てきまてきまてきまてきましたのしたのしたのしたのでででで、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、2％％％％はははは削減削減削減削減しようというのでしようというのでしようというのでしようというので、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、年年年年 1回回回回、、、、広広広広葉樹葉樹葉樹葉樹をををを 1万万万万本本本本ずずずずつつつつ、、、、10 年年年年間間間間植植植植ええええ続続続続けけけけようというようというようというようという目目目目標標標標のもとでのもとでのもとでのもとで継継継継続続続続しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  またまたまたまた、、、、平平平平成成成成 12 年年年年ににににはははは、、、、割割割割りりりりばばばばしのしのしのしのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業とかとかとかとか、、、、エエエエココココステーションのステーションのステーションのステーションの設設設設置置置置。。。。平平平平成成成成 13 年年年年にはエにはエにはエにはエココココ神神神神社社社社のののの設設設設置置置置とかとかとかとか、、、、平平平平成成成成 14 年年年年にはにはにはには、、、、環境環境環境環境対対対対応応応応型型型型としてとしてとしてとして、、、、八戸八戸八戸八戸屋屋屋屋台台台台村村村村みろくみろくみろくみろく横横横横丁丁丁丁もももも建建建建設設設設ししししておりますておりますておりますております。。。。このみろくこのみろくこのみろくこのみろく横横横横丁丁丁丁にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、非非非非常常常常にににに人人人人気気気気がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、ココココンンンンセセセセプトとしてはプトとしてはプトとしてはプトとしては 7つつつつ挙挙挙挙げげげげてててていいいいるるるるののののですですですですがががが、、、、そのそのそのその中中中中のののの大大大大きなテーマとしてはきなテーマとしてはきなテーマとしてはきなテーマとしては、、、、環境環境環境環境対対対対応応応応型型型型にしたというのがにしたというのがにしたというのがにしたというのが特特特特徴徴徴徴でででで、、、、全全全全国国国国からからからからもももも注注注注目目目目されされされされてててていますいますいますいます。。。。 

 施設施設施設施設そのものがそのものがそのものがそのものが、、、、まずすまずすまずすまずすべべべべてエてエてエてエココココロジーロジーロジーロジー商商商商品品品品でででで取取取取りそろえてあるというのがりそろえてあるというのがりそろえてあるというのがりそろえてあるというのが第第第第 1 点点点点、、、、それとそれとそれとそれと運営運営運営運営方方方方法法法法においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、ゼロエミッションのモゼロエミッションのモゼロエミッションのモゼロエミッションのモデデデデルルルルケケケケースにしたいということでースにしたいということでースにしたいということでースにしたいということで、、、、屋屋屋屋台台台台村村村村からからからから外外外外ににににはははは一一一一切切切切ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない方方方方式式式式をとっていをとっていをとっていをとっていますますますます。。。。生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機をををを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、あとはエあとはエあとはエあとはエココココステーションステーションステーションステーションにすにすにすにすべべべべてててて持持持持っていかせたりっていかせたりっていかせたりっていかせたり、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、おおおお客客客客様様様様にわかるとおりににわかるとおりににわかるとおりににわかるとおりに、、、、資源資源資源資源がどがどがどがどのようのようのようのようなななな形形形形ででででリリリリサイクサイクサイクサイクルにルにルにルに回回回回っているかというのをっているかというのをっているかというのをっているかというのを掲示板掲示板掲示板掲示板にににに張張張張りりりり出出出出したりしたりしたりしたり、、、、環境環境環境環境対対対対応応応応型型型型のののの屋屋屋屋台台台台村村村村ををををややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。 

   視視視視察察察察にににに来来来来られるられるられるられる方方方方もももも増増増増えておりえておりえておりえておりましてましてましてまして、、、、月月月月にににに大体大体大体大体 400 名名名名ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方々々々々がががが全全全全国各地国各地国各地国各地からからからから視視視視察察察察におにおにおにおいでになっていますいでになっていますいでになっていますいでになっています。。。。私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞きたけれきたけれきたけれきたければばばば、、、、ホホホホームームームームペペペページでージでージでージで申申申申しししし込込込込んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいていていていて、、、、1 人人人人
3,000 円円円円いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、必必必必ずずずず夕夕夕夕方方方方のののの視視視視察察察察というかというかというかというか、、、、私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞くようなくようなくようなくような形形形形をとっておりましてをとっておりましてをとっておりましてをとっておりまして、、、、必必必必ずずずず宿宿宿宿泊泊泊泊していたしていたしていたしていただだだだくというのがくというのがくというのがくというのが前前前前提提提提になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 あとはあとはあとはあとは、、、、入場者入場者入場者入場者数数数数もももも非非非非常常常常にににに多多多多ううううごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、毎毎毎毎年年年年 35 万万万万人人人人ぐぐぐぐらいのおらいのおらいのおらいのお客客客客様様様様がおみえになってがおみえになってがおみえになってがおみえになっておりましておりましておりましておりまして、、、、そのそのそのその中中中中のののの約約約約 4 割割割割がががが県県県県外外外外観観観観光光光光客客客客のののの方方方方々々々々でででで占占占占められていめられていめられていめられていますますますます。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、NPO 法人法人法人法人循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会創造創造創造創造ネットワークネットワークネットワークネットワーク CROSS とかとかとかとか、、、、スローフースローフースローフースローフードドドドとかとかとかとか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろなことことことことををををややややってってってって、、、、毎毎毎毎年年年年継継継継続型続型続型続型のののの事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しているというのがしているというのがしているというのがしているというのが私私私私どものどものどものどもの特特特特徴徴徴徴ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。大体大体大体大体 5 分分分分ででででごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大変変変変わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく、、、、しかしかしかしかもももも実実実実にににに多多多多彩彩彩彩なななな活動活動活動活動をなさってをなさってをなさってをなさっていいいいてててて、、、、いいいいいいいいココココンテンンテンンテンンテンツツツツとおもしろいとおもしろいとおもしろいとおもしろいビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルであれルであれルであれルであればばばば人人人人はははは集集集集まるということですまるということですまるということですまるということですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうううう
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にににに感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次はははは、、、、庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長 

   社団社団社団社団法人法人法人法人のののの青森県産業青森県産業青森県産業青森県産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物協会協会協会協会のののの副副副副会会会会長長長長をををを仰仰仰仰せせせせつつつつかっておりますかっておりますかっておりますかっております庄司庄司庄司庄司とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  当当当当協会協会協会協会のののの説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、平平平平成成成成 2 年年年年 3 月月月月にににに青森県青森県青森県青森県知知知知事事事事のののの許許許許可可可可をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、公益公益公益公益法人法人法人法人としてとしてとしてとして設立設立設立設立いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全をまずをまずをまずをまず重要重要重要重要テーマということにしましてテーマということにしましてテーマということにしましてテーマということにしまして、、、、産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの適適適適正正正正処処処処理理理理およびおよびおよびおよびリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進にににに向向向向けけけけ、、、、機機機機関関関関誌誌誌誌のののの発発発発行行行行、、、、情情情情報報報報収収収収集集集集とととと提提提提供供供供、、、、処処処処理理理理技術技術技術技術のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる研研研研修修修修会等会等会等会等をををを開催開催開催開催しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理業業業業者者者者のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、排排排排出出出出事業事業事業事業者者者者やややや行政行政行政行政、、、、民民民民間間間間をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで協働型協働型協働型協働型のののの環境環境環境環境保保保保全全全全事業事業事業事業をををを展開展開展開展開してしてしてして、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための事業活動事業活動事業活動事業活動をををを現現現現在在在在もももも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

   ちちちちなみになみになみになみに、、、、青森県青森県青森県青森県におけるにおけるにおけるにおける産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの許許許許可業可業可業可業者者者者数数数数はははは約約約約 1,200 社社社社、、、、ううううちちちち当当当当協会協会協会協会のののの加加加加盟盟盟盟数数数数はははは約約約約
363 社社社社になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。当当当当協会協会協会協会はははは、、、、収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬業業業業者者者者ががががほほほほとんどとんどとんどとんどでででで、、、、329 社社社社、、、、約約約約 9 割割割割がががが収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬業業業業者者者者でででで占占占占めていますめていますめていますめています。。。。またまたまたまた中中中中間処間処間処間処理理理理業業業業者者者者はははは 120 社社社社ありありありあり、、、、中中中中間処間処間処間処理理理理とととと収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬をををを同時同時同時同時ににににややややってってってっているというところもいるというところもいるというところもいるというところも多多多多いということですいということですいということですいということです。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、ゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということでゼロエミッションということで、、、、バイオマバイオマバイオマバイオマスのスのスのスのほほほほうにうにうにうに関係関係関係関係するするするする、、、、例例例例ええええばばばば木木木木くずのくずのくずのくずの処処処処理理理理業業業業者者者者ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、破破破破砕砕砕砕のののの許許許許可可可可をををを持持持持っているのはっているのはっているのはっているのは 29社社社社、、、、あとあとあとあと、、、、発発発発酵酵酵酵というというというという処処処処理理理理がががが 4 社社社社、、、、切断切断切断切断がががが 6 社社社社というようなというようなというようなというような形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。最最最最終処終処終処終処分業分業分業分業者者者者にしてはにしてはにしてはにしては、、、、管管管管理理理理型型型型処処処処分分分分場場場場がががが 5 社社社社でででで、、、、安定安定安定安定型型型型はははは 9 社社社社というというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。許許許許可可可可数数数数でいきますでいきますでいきますでいきますととととそれそれそれそれほほほほどどどど少少少少ないわけではないないわけではないないわけではないないわけではないののののですですですですがががが、、、、実実実実情情情情とすれとすれとすれとすればばばば、、、、他他他他社社社社のののの受受受受けけけけ入入入入れがなかなかれがなかなかれがなかなかれがなかなか難難難難しいようしいようしいようしいようなななな処処処処分分分分場場場場がががが多多多多いということでいということでいということでいということで、、、、原原原原因因因因としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり残残残残容容容容量量量量がががが逼迫逼迫逼迫逼迫しているというのがしているというのがしているというのがしているというのが原原原原因因因因としとしとしとしてててて挙挙挙挙げげげげられるところでありますられるところでありますられるところでありますられるところであります。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの方方方方にににに非非非非常常常常にににに重重重重点点点点をををを置置置置いていていていて取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。我我我我がががが協会協会協会協会員員員員のののの中中中中にににに、、、、今今今今年年年年ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、さわりのさわりのさわりのさわりの部部部部分分分分としてとしてとしてとして、、、、バイオバイオバイオバイオマスマスマスマスをををを活用活用活用活用したしたしたした、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして出出出出てくるてくるてくるてくる木木木木くずとくずとくずとくずと廃廃廃廃プラですけれどもプラですけれどもプラですけれどもプラですけれども、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物からからからから出出出出ててててきたきたきたきた木木木木くずとくずとくずとくずと廃廃廃廃プラをプラをプラをプラを利用利用利用利用しましてしましてしましてしまして、、、、それをそれをそれをそれを高温高温高温高温ののののキキキキルンでルンでルンでルンで、、、、電気電気電気電気炉炉炉炉ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ガガガガスススス化化化化ししししまままましてしてしてして、、、、そのそのそのその発発発発生生生生したしたしたしたガガガガスをスをスをスを原原原原料料料料にしてにしてにしてにして、、、、ガガガガスエンジンでスエンジンでスエンジンでスエンジンで発発発発電電電電してしてしてして、、、、施設施設施設施設のののの中中中中のののの電電電電力力力力をすをすをすをすべべべべてててて賄賄賄賄ううううというというというというふふふふうなうなうなうな商商商商業業業業ベベベベースプラントがースプラントがースプラントがースプラントが一一一一応応応応稼稼稼稼働働働働しておりますしておりますしておりますしております。。。。出出出出てくるものとしてはてくるものとしてはてくるものとしてはてくるものとしては、、、、副副副副産産産産物物物物としとしとしとしてててて、、、、炭炭炭炭化化化化材材材材というかというかというかというか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな炭炭炭炭素素素素化化化化したものがしたものがしたものがしたものが出出出出ててててきますきますきますきます、、、、多多多多気気気気孔孔孔孔性性性性ということでということでということでということで、、、、活活活活性性性性炭炭炭炭のようなのようなのようなのような形形形形のものがのものがのものがのものが出出出出てきててきててきててきて、、、、それをまたそれをまたそれをまたそれをまた再再再再利用利用利用利用するというするというするというするというようなようなようなような、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい施設施設施設施設がががが出出出出ててててきていますきていますきていますきています。。。。またまたまたまた後後後後でででで詳詳詳詳しいしいしいしい話話話話はさせていたはさせていたはさせていたはさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今のののの最後最後最後最後におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃったったったった、、、、木木木木くずとくずとくずとくずと廃廃廃廃プラのプラのプラのプラのガガガガスススス化発化発化発化発電電電電、、、、そそそそれかられかられかられから余余余余熱熱熱熱でもってでもってでもってでもって炭炭炭炭化化化化物物物物ををををつつつつくるくるくるくる、、、、大大大大変変変変すすすすばばばばらしいプロジェクトらしいプロジェクトらしいプロジェクトらしいプロジェクトだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。後後後後ほほほほどどどど詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話があがあがあがあるとるとるとると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、楽楽楽楽しみにしておりますしみにしておりますしみにしておりますしみにしております。。。。 

  ではではではでは、、、、次次次次、、、、柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長 

   機機機機能性能性能性能性食品食品食品食品開発開発開発開発セセセセンターのンターのンターのンターの柴田柴田柴田柴田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私どものどものどものどもの組組組組合合合合ではではではでは、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを培培培培地地地地にしにしにしにし
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ましてましてましてまして、、、、鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝というというというという、、、、皆皆皆皆さんあまりさんあまりさんあまりさんあまりごごごご存存存存じじじじないとないとないとないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、珍珍珍珍しいしいしいしいキキキキノノノノココココででででごごごござざざざいますいますいますいます、、、、それのそれのそれのそれの栽培栽培栽培栽培をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 まずまずまずまず、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、年年年年間間間間約約約約 15 万万万万トントントントンほほほほどどどど産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして産産産産出出出出されておされておされておされておりますりますりますります。。。。そのそのそのその大体大体大体大体 6割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらいがががが、、、、薪薪薪薪とかとかとかとか墨墨墨墨等等等等でででで利用利用利用利用されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、残残残残りりりり 6万万万万トントントントン近近近近くくくくはははは、、、、実実実実はははは遠遠遠遠地地地地でででで焼焼焼焼却却却却されているというのがされているというのがされているというのがされているというのが実実実実態態態態でありますでありますでありますであります。。。。 そのそのそのその剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝にはにはにはには大大大大変変変変有効有効有効有効なななな成分成分成分成分がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。多多多多糖糖糖糖類類類類だだだだとかとかとかとか、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴポリポリポリポリフェフェフェフェノールノールノールノールだだだだとかとかとかとか、、、、色色色色々々々々でありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの未未未未利用利用利用利用のののの資源資源資源資源をををを培培培培地地地地にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝というというというというキキキキノノノノココココにににに有効成分有効成分有効成分有効成分をををを吸収吸収吸収吸収させさせさせさせ、、、、それをそれをそれをそれを我我我我々々々々がががが食食食食べべべべるということによってるということによってるということによってるということによって健康健康健康健康にににに役役役役立立立立つつつつ産業産業産業産業をををを行行行行ってってってっていいいいるとるとるとるところでありますころでありますころでありますころであります。。。。 

   ここでここでここでここで、、、、鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝ににににつつつついていていていて少少少少しししし説説説説明明明明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。「。「。「。「ロッロッロッロッカカカカクククク」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、字字字字でででで書書書書きますときますときますときますと「「「「鹿鹿鹿鹿」」」」のののの「「「「角角角角」」」」とととと書書書書きましてきましてきましてきまして、、、、普通普通普通普通、、、、キキキキノノノノココココというのはというのはというのはというのは全部全部全部全部傘傘傘傘をををを開開開開くくくくののののですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは傘傘傘傘をををを開開開開かかかかないないないない形形形形ののののキキキキノノノノココココでででで、、、、自自自自然然然然界界界界、、、、霊芝霊芝霊芝霊芝がががが数数数数万万万万本本本本あれあれあれあればばばば 1 本本本本こういうこういうこういうこういう形形形形でででで出出出出るるるる、、、、特特特特異異異異のののの、、、、貴重貴重貴重貴重なななな、、、、珍珍珍珍ししししいいいいキキキキノノノノココココでありますでありますでありますであります。。。。霊芝霊芝霊芝霊芝そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬のののの中中中中でのでのでのでの上上上上薬薬薬薬でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、このこのこのこの鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝というというというというのはさらにのはさらにのはさらにのはさらに最上最上最上最上薬薬薬薬というというというという位位位位置置置置付付付付けでありましてけでありましてけでありましてけでありまして、、、、誠誠誠誠にににに貴重貴重貴重貴重ななななキキキキノノノノココココでありますでありますでありますであります。。。。 

   なおなおなおなお、、、、今今今今からからからから 10 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、文文文文部省部省部省部省のののの科学科学科学科学班班班班がこのがこのがこのがこの鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝をををを分分分分析析析析いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、普通普通普通普通のののの霊芝霊芝霊芝霊芝にににに比比比比べべべべますとますとますとますと相当相当相当相当有効成分有効成分有効成分有効成分がががが高高高高いといういといういといういという発発発発表表表表がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、それそれそれそれ以以以以来来来来、、、、国内国内国内国内でこのでこのでこのでこの霊霊霊霊芝芝芝芝のののの栽培栽培栽培栽培がががが始始始始まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。私私私私どもどもどもども組組組組合合合合もももも、、、、5 年年年年ほほほほどどどど前前前前からからからから栽培栽培栽培栽培をしてをしてをしてをしてごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほかのかのかのかの生生生生産地産地産地産地とのとのとのとの違違違違いをいをいをいを少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげますがますがますがますが、、、、剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をというをというをというをという話話話話をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、色色色色々々々々なななな剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは素素素素材材材材をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、培培培培地地地地をををを変変変変えることによりましてえることによりましてえることによりましてえることによりまして、、、、キキキキノノノノココココのののの有効成分有効成分有効成分有効成分ををををココココントロールできるントロールできるントロールできるントロールできる技技技技術術術術がががが我我我我々々々々のののの技術技術技術技術ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、バイオバイオバイオバイオココココンバージョンンバージョンンバージョンンバージョン技術技術技術技術とととと申申申申しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学でででで学会発学会発学会発学会発表表表表されましたしされましたしされましたしされましたし、、、、来来来来月月月月ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府立大学立大学立大学立大学でででで、、、、我我我我々々々々組組組組合合合合としてとしてとしてとして学会発学会発学会発学会発表表表表するするするする予定予定予定予定になってになってになってになってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝のののの栽培栽培栽培栽培というのはというのはというのはというのは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの取組取組取組取組みのみのみのみの一一一一つつつつとととと考考考考えてえてえてえてごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを使使使使ってってってってキキキキノノノノココココをををを育育育育てててて、、、、そのそのそのその収収収収穫穫穫穫後後後後のののの培培培培地地地地といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、菌菌菌菌床床床床をををを堆肥堆肥堆肥堆肥にしてにしてにしてにしてリリリリンンンンゴゴゴゴ園園園園にににに戻戻戻戻すすすす、、、、こういうこういうこういうこういうリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル運運運運動動動動をしているわけでありますをしているわけでありますをしているわけでありますをしているわけであります。。。。このことにこのことにこのことにこのことにつつつついていていていて、、、、近近近近畿畿畿畿経産経産経産経産局局局局でもでもでもでも数数数数年年年年前前前前ににににリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業としてとしてとしてとして認認認認めていためていためていためていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県のののの環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネスメメメメッッッッセセセセでででで経産経産経産経産局局局局ののののメメメメインテーマとしてインテーマとしてインテーマとしてインテーマとして取取取取りりりり上上上上げげげげられたられたられたられた実実実実績績績績ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   さてさてさてさて、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝事業事業事業事業ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現現現現在在在在までまでまでまで産学産学産学産学官官官官連連連連携携携携のもとにのもとにのもとにのもとに進進進進んでまいりましたんでまいりましたんでまいりましたんでまいりました。。。。いよいよいよいよいよいよいよいよ全全全全国国国国販販販販売売売売にににに向向向向けてけてけてけて現現現現在在在在準準準準備備備備をしているところでをしているところでをしているところでをしているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先先先先日日日日、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝
1,000 億億億億円円円円産業産業産業産業化化化化プランというものをプランというものをプランというものをプランというものを発発発発表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このことにこのことにこのことにこのことにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、次次次次ののののココココーナーでーナーでーナーでーナーで少少少少しししし説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。1,000 億億億億円円円円プランプランプランプラン、、、、ほほほほんとうにわくわくプランですんとうにわくわくプランですんとうにわくわくプランですんとうにわくわくプランですねねねね。。。。生生生生活活活活推進推進推進推進プランにもプランにもプランにもプランにも 10 のわくわくプランがありますがのわくわくプランがありますがのわくわくプランがありますがのわくわくプランがありますが、、、、それにそれにそれにそれに 1 つつつつ加加加加わるわるわるわるぐぐぐぐらいのわくわくするよらいのわくわくするよらいのわくわくするよらいのわくわくするようなプランうなプランうなプランうなプランだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今健康健康健康健康ブームでもありますしブームでもありますしブームでもありますしブームでもありますし、、、、多多多多額納額納額納額納税税税税者者者者のののの第第第第 10 位位位位までのうまでのうまでのうまでのうちちちちにににに、、、、たしかたしかたしかたしか 2人人人人くらいくらいくらいくらい、、、、健康健康健康健康食品食品食品食品、、、、健康健康健康健康補補補補助助助助食品食品食品食品のののの販販販販売売売売会社会社会社会社のののの社社社社長長長長さんがさんがさんがさんが入入入入っているようですっているようですっているようですっているようですがががが、、、、ここここれはれはれはれはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに期待期待期待期待できるんできるんできるんできるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次はははは、、、、宮入宮入宮入宮入先先先先生生生生、、、、おおおお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 宮入教授宮入教授宮入教授宮入教授 

   弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学農農農農学学学学生命生命生命生命科学科学科学科学部部部部のののの宮入宮入宮入宮入とととと申申申申しますしますしますします。。。。現現現現在在在在、、、、農農農農学学学学生命生命生命生命科学科学科学科学部部部部のののの未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス研究研究研究研究セセセセンターのンターのンターのンターのセセセセンターンターンターンター長長長長をををを務務務務めておりましてめておりましてめておりましてめておりまして、、、、そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係でででで今日今日今日今日はこのはこのはこのはこの席席席席におにおにおにお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだいたといたといたといたと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

   このこのこのこの未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス研究研究研究研究セセセセンターというのはンターというのはンターというのはンターというのは、、、、地域地域地域地域のののの環境産業環境産業環境産業環境産業のののの活性化活性化活性化活性化、、、、そしてそしてそしてそして貢献貢献貢献貢献をををを目目目目的的的的にににに設設設設置置置置されたものでされたものでされたものでされたもので、、、、現現現現在在在在メメメメンバーとしてはンバーとしてはンバーとしてはンバーとしては 7人人人人いいいいますますますますがががが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ専専専専門門門門性性性性をををを生生生生かしたかしたかしたかした立立立立場場場場からからからから未未未未利用利用利用利用バイバイバイバイオマスのオマスのオマスのオマスの有効活用有効活用有効活用有効活用ということでということでということでということで研究開発研究開発研究開発研究開発にににに携携携携わっておりますわっておりますわっておりますわっております。。。。そのそのそのその対対対対象象象象となるのはとなるのはとなるのはとなるのは、、、、青森県特有青森県特有青森県特有青森県特有のののの未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのののの絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕、、、、あるいはナあるいはナあるいはナあるいはナガガガガイモイモイモイモ加工加工加工加工残残残残渣渣渣渣、、、、それからそれからそれからそれからホホホホタテタテタテタテ、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを対対対対象象象象としてとしてとしてとしてややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。 それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの研究内容研究内容研究内容研究内容ををををちちちちょょょょっとっとっとっと紹介紹介紹介紹介いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、まずまずまずまず、、、、加加加加圧圧圧圧熱熱熱熱水水水水処処処処理理理理によるによるによるによるリリリリンンンンゴゴゴゴ絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕かかかからのらのらのらのペペペペククククチチチチンオンオンオンオリリリリゴゴゴゴ糖糖糖糖のののの製製製製造造造造。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこのリリリリンンンンゴゴゴゴ絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕からのからのからのからのペペペペククククチチチチンオンオンオンオリリリリゴゴゴゴ糖糖糖糖のののの製製製製造造造造というのというのというのというのはははは、、、、県県県県でもでもでもでも以以以以前前前前かなりかなりかなりかなり力力力力をををを入入入入れてれてれてれてややややっっっっていましてていましてていましてていまして、、、、結結結結局局局局産業化産業化産業化産業化はははは難難難難しかったということですがしかったということですがしかったということですがしかったということですが、、、、私私私私、、、、またまたまたまたちちちちょょょょっとっとっとっと方方方方法法法法をををを変変変変えてえてえてえて今今今今ややややっているところでっているところでっているところでっているところですすすす。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕のののの有有有有機機機機質質質質土壌土壌土壌土壌改質改質改質改質資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての利用利用利用利用ということでということでということでということで、、、、絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕をををを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化ししししないでないでないでないで、、、、直直直直接有接有接有接有機機機機質質質質土壌土壌土壌土壌改質改質改質改質資資資資材材材材としてとしてとしてとして使使使使うというようなうというようなうというようなうというような研究研究研究研究をををを行行行行っているっているっているっている先先先先生生生生もおられますもおられますもおられますもおられます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今柴田今柴田今柴田今柴田さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから紹介紹介紹介紹介ありましたありましたありましたありました鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝のののの培培培培地地地地としてのとしてのとしてのとしてのリリリリンンンンゴゴゴゴ剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝、、、、このこのこのこの研研研研究究究究をををを研究研究研究研究面面面面でででで支支支支えているのがうえているのがうえているのがうえているのがうちちちちののののメメメメンバーですンバーですンバーですンバーです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、未未未未利用利用利用利用バイオスというのはバイオスというのはバイオスというのはバイオスというのは、、、、大体大体大体大体難難難難分分分分解解解解性性性性ののののセセセセルロースルロースルロースルロース系系系系のののの成分成分成分成分をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん含含含含んでいんでいんでいんでいますますますますがががが、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを微微微微生物生物生物生物をををを使使使使ってってってって簡簡簡簡単単単単にににに分分分分解解解解してしまうしてしまうしてしまうしてしまう、、、、そういったそういったそういったそういった観点観点観点観点からからからから、、、、白神白神白神白神のののの土壌土壌土壌土壌からそういったからそういったからそういったからそういった分分分分解解解解力力力力のののの強強強強いいいい菌菌菌菌のののの分分分分離離離離・・・・育育育育種種種種というのをというのをというのをというのを目指目指目指目指してしてしてしてややややっているっているっているっている先先先先生生生生もおられますもおられますもおられますもおられます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと毛毛毛毛色色色色のののの変変変変わったとこわったとこわったとこわったところでろでろでろで、、、、我我我我々々々々ののののメメメメンバーのンバーのンバーのンバーの中中中中にはにはにはには農農農農業経済業経済業経済業経済のののの先先先先生生生生もおられましてもおられましてもおられましてもおられまして、、、、このこのこのこの先先先先生生生生はははは地域地域地域地域未未未未利用利用利用利用バイオマバイオマバイオマバイオマスのスのスのスの市市市市場場場場構構構構造造造造とととと、、、、需需需需要要要要とととと供給供給供給供給をををを調調調調節節節節するするするする仕仕仕仕組組組組みづくりというようなことでみづくりというようなことでみづくりというようなことでみづくりというようなことで研究研究研究研究なさっておりますなさっておりますなさっておりますなさっております。。。。 このこのこのこのセセセセンターというのはンターというのはンターというのはンターというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、去去去去年立年立年立年立ちちちち上上上上げげげげたわけですがたわけですがたわけですがたわけですが、、、、本本本本格格格格的的的的にはにはにはには今今今今年年年年からからからから動動動動きききき出出出出したというようなしたというようなしたというようなしたというような状況状況状況状況でしてでしてでしてでして、、、、まずまずまずまず、、、、今今今今年年年年 3 月月月月にににに、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝のののの利活用利活用利活用利活用というというというというのをテーマにのをテーマにのをテーマにのをテーマに、、、、第第第第 1回回回回未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスセセセセミナーというのをミナーというのをミナーというのをミナーというのを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今後後後後もももも、、、、もっとさもっとさもっとさもっとさままままざざざざまままま材材材材料料料料をををを変変変変えてえてえてえてセセセセミナーをミナーをミナーをミナーを開催開催開催開催していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。差差差差しししし当当当当たってたってたってたって 9 月月月月にはにはにはには、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕のののの利活用利活用利活用利活用ということでということでということでということでセセセセミナーをミナーをミナーをミナーを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝によるによるによるによる鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝のシーズはのシーズはのシーズはのシーズは弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学にあったということでにあったということでにあったということでにあったということで、、、、産学連産学連産学連産学連携携携携のののの非非非非常常常常にうまくいったにうまくいったにうまくいったにうまくいった 1つつつつのののの例例例例だだだだなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいましたましたましたました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、前田部長前田部長前田部長前田部長からからからから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの基調基調基調基調講演講演講演講演をををを何何何何かかかか補補補補足足足足するようなことがするようなことがするようなことがするようなことがごごごござざざざいましいましいましいましたらたらたらたら、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 前田部長前田部長前田部長前田部長 

   特特特特にににに補補補補足足足足ははははごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。今今今今 4 人人人人のののの方方方方のおのおのおのお話話話話をををを、、、、八戸八戸八戸八戸のののの屋屋屋屋台台台台村村村村からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの新新新新しいしいしいしい木木木木くずくずくずくず、、、、そそそそ
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れかられかられかられからリリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝のののの話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、私私私私ははははちちちちょょょょっとっとっとっとやややややややや抽象抽象抽象抽象的的的的にににに青森県青森県青森県青森県のののの資源資源資源資源というというというという話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、具具具具体的体的体的体的にこういうプロジェクトがにこういうプロジェクトがにこういうプロジェクトがにこういうプロジェクトが動動動動きききき出出出出しているということをしているということをしているということをしているということを伺伺伺伺っっっってててて大大大大変変変変意意意意をををを強強強強くいたしましたくいたしましたくいたしましたくいたしました。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。一一一一あたりあたりあたりあたり現現現現在在在在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況ををををごごごご報告報告報告報告いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。これこれこれこれからからからからディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入るわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、ややややはりはりはりはり 1対対対対 1 ののののディディディディススススカカカカッションというとッションというとッションというとッションというと時時時時間間間間的的的的なななな問問問問題題題題ももももごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、各各各各パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方にににに、、、、今今今今のプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトをのプロジェクトを推進推進推進推進するにするにするにするに当当当当たってのたってのたってのたっての問問問問題題題題点点点点とかとかとかとか、、、、何何何何かかかか障障障障害害害害になっていることはどういうことになっていることはどういうことになっていることはどういうことになっていることはどういうことだだだだとかとかとかとか、、、、こういうことはどうしたらよかろうかとかこういうことはどうしたらよかろうかとかこういうことはどうしたらよかろうかとかこういうことはどうしたらよかろうかとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる問問問問題題題題点点点点といったことをおといったことをおといったことをおといったことをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いましていましていましていまして、、、、今今今今度度度度はははは宮入宮入宮入宮入先先先先生生生生ののののほほほほうからおうからおうからおうからお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 宮入教授宮入教授宮入教授宮入教授 

   皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、国立大学国立大学国立大学国立大学というのはというのはというのはというのは法人法人法人法人化化化化されましてされましてされましてされまして、、、、特特特特にににに地方大学地方大学地方大学地方大学のののの場場場場合合合合、、、、大学大学大学大学人人人人はすはすはすはすべべべべてててて社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献、、、、しかもしかもしかもしかも地域地域地域地域にいかににいかににいかににいかに貢献貢献貢献貢献するかということがするかということがするかということがするかということが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。現現現現にににに弘前弘前弘前弘前大大大大学学学学でもでもでもでも、、、、教教教教育育育育、、、、研究研究研究研究、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献というのがというのがというのがというのが評価評価評価評価のののの対対対対象象象象にににになっているんですなっているんですなっているんですなっているんですねねねね。。。。そんなそんなそんなそんな状況状況状況状況下下下下、、、、先先先先ほほほほどどどど紹介紹介紹介紹介しましたようなしましたようなしましたようなしましたような未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスセセセセンターというのがンターというのがンターというのがンターというのが立立立立ちちちち上上上上がったということはがったということはがったということはがったということは先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししたとおりですがししたとおりですがししたとおりですがししたとおりですが、、、、現現現現在在在在メメメメンバーがンバーがンバーがンバーがややややっているっているっているっている研究研究研究研究というのはというのはというのはというのは、、、、すすすすべべべべてててて将将将将来来来来環境産環境産環境産環境産業業業業にににに結結結結びびびびつつつつくとかくとかくとかくとか、、、、そういうところからスタートしているわけそういうところからスタートしているわけそういうところからスタートしているわけそういうところからスタートしているわけではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの専専専専門門門門性性性性をををを生生生生かしてかしてかしてかしてややややっているわけなっているわけなっているわけなっているわけなののののですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういったそういったそういったそういった技術技術技術技術がががが確確確確立立立立したとしましてもしたとしましてもしたとしましてもしたとしましても、、、、それがそれがそれがそれが直直直直接環境産業接環境産業接環境産業接環境産業にににに結結結結びびびびつつつつくかどうかというのはいろいろくかどうかというのはいろいろくかどうかというのはいろいろくかどうかというのはいろいろ難難難難しいところですしいところですしいところですしいところです。。。。そこでそこでそこでそこでややややはりはりはりはり重要重要重要重要なのなのなのなのはははは、、、、こういったこういったこういったこういった技術技術技術技術のののの中中中中からシーズとしてからシーズとしてからシーズとしてからシーズとして、、、、将将将将来来来来環境産業環境産業環境産業環境産業としてとしてとしてとして結結結結びびびびつつつつくようなものをまずくようなものをまずくようなものをまずくようなものをまず拾拾拾拾いいいい出出出出すことすことすことすこと、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを育成育成育成育成できるようなできるようなできるようなできるような、、、、そこがそこがそこがそこがややややはりはりはりはり一一一一番番番番重要重要重要重要でででで難難難難しいところしいところしいところしいところだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 青森県青森県青森県青森県のののの場場場場合合合合はははは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、公公公公設設設設のののの研究研究研究研究機機機機関関関関というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。当然当然当然当然そこそこそこそこでででで大学以大学以大学以大学以上上上上にににに地域地域地域地域にににに密密密密着着着着したしたしたした研究研究研究研究というのがというのがというのがというのが行行行行われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういったそういったそういったそういった多多多多くくくくのののの研究研究研究研究のののの中中中中からからからから物物物物になるというものをシーズとしてになるというものをシーズとしてになるというものをシーズとしてになるというものをシーズとして拾拾拾拾いいいい上上上上げげげげるるるる、、、、そういったそういったそういったそういった目目目目利利利利きといいますかきといいますかきといいますかきといいますか、、、、そういったそういったそういったそういったココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター的的的的なななな方方方方がががが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、研究研究研究研究というのはというのはというのはというのは、、、、当然当然当然当然のことながらおのことながらおのことながらおのことながらお金金金金がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ややややはりはりはりはり県県県県内内内内でででで行行行行われているようなわれているようなわれているようなわれているような研究研究研究研究にににに対対対対してしてしてして、「、「、「、「これはこれはこれはこれは」」」」というようなものにというようなものにというようなものにというようなものに対対対対してはしてはしてはしては重重重重点点点点的的的的にいろいにいろいにいろいにいろいろろろろ投投投投資資資資、、、、支援支援支援支援するするするする必要必要必要必要があるんがあるんがあるんがあるんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

   ちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれは私私私私事事事事ななななののののですがですがですがですが、、、、弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学でででで実実実実はははは「「「「GOGO フフフファァァァンンンンドドドド」」」」というというというというもももものがのがのがのが今今今今年年年年からからからからスタートしましたスタートしましたスタートしましたスタートしました。。。。これはどういうものかというとこれはどういうものかというとこれはどういうものかというとこれはどういうものかというと、、、、弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学のののの教教教教員員員員とととと企業企業企業企業とのとのとのとの共共共共同同同同研究研究研究研究のののの中中中中でででで将将将将来来来来性性性性のあるものにのあるものにのあるものにのあるものに対対対対してしてしてして 500 万万万万をををを補補補補助助助助しますしますしますしますというフというフというフというファァァァンンンンドドドドななななののののですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、500 万万万万のののの内内内内訳訳訳訳はははは、、、、
400 万万万万はははは大学大学大学大学からからからから、、、、そしてそしてそしてそして 100 万万万万はははは民民民民間間間間ののののほほほほうでうでうでうで持持持持つつつつということなということなということなということなののののでででですがすがすがすが、、、、いずれにせよいずれにせよいずれにせよいずれにせよ大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、多多多多くあるシーズのくあるシーズのくあるシーズのくあるシーズの中中中中からからからから「「「「これはこれはこれはこれは」」」」というのをというのをというのをというのを拾拾拾拾いいいい出出出出すというかすというかすというかすというか、、、、見出見出見出見出すすすす、、、、そういうそういうそういうそういう目目目目利利利利きききき役役役役のののの方方方方がががが環境産業環境産業環境産業環境産業をををを育育育育てるためにはすてるためにはすてるためにはすてるためにはすごごごごくくくく必要必要必要必要なんなんなんなんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、県県県県でもでもでもでも、、、、そうそうそうそういういういういう人人人人をををを外外外外からからからから呼呼呼呼ぶぶぶぶなりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは育育育育てるなりてるなりてるなりてるなり、、、、そういうそういうそういうそういう必要必要必要必要がまずあるがまずあるがまずあるがまずあるのではのではのではのではないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。 
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谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。いいいいややややああああ、、、、実実実実はははは私私私私もももも、、、、会社会社会社会社勤勤勤勤めをめをめをめをややややっているときにっているときにっているときにっているときに、、、、研究研究研究研究所所所所をををを担当担当担当担当していたときにしていたときにしていたときにしていたときに、、、、シーズをどのようにシーズをどのようにシーズをどのようにシーズをどのように生生生生かすかすかすかすかということにかということにかということにかということに、、、、大大大大変変変変苦苦苦苦労労労労いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、テクテクテクテクノロジーマネジノロジーマネジノロジーマネジノロジーマネジメメメメントというのがントというのがントというのがントというのがほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに重要重要重要重要だだだだなとなとなとなと思思思思ったったったった経経経経験験験験ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。大学大学大学大学のおのおのおのお悩悩悩悩みみみみのことはのことはのことはのことは大大大大変変変変よくよくよくよく理理理理解解解解できるところでできるところでできるところでできるところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、ゴゴゴゴーーーーゴゴゴゴーフーフーフーファァァァンンンンドドドドというのはというのはというのはというのは大大大大変変変変おもしろいんですがおもしろいんですがおもしろいんですがおもしろいんですが、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本でででで初初初初めてというめてというめてというめてということですかことですかことですかことですか。。。。 

 宮入教授宮入教授宮入教授宮入教授 

   そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。すみませんすみませんすみませんすみません、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、隣隣隣隣にににに柴田柴田柴田柴田さんがおられたさんがおられたさんがおられたさんがおられたののののですですですですがががが、、、、すっかりすっかりすっかりすっかり忘忘忘忘れれれれていましてていましてていましてていまして、、、、今今今今年年年年からスタートということはからスタートということはからスタートということはからスタートということは今今今今、、、、説説説説明明明明したとおりなしたとおりなしたとおりなしたとおりなののののですがですがですがですが、、、、実実実実はははは第第第第 1 回回回回のののの
GOGO フフフファァァァンンンンドドドド対対対対象象象象者者者者としてとしてとしてとして、、、、柴田柴田柴田柴田さんとうさんとうさんとうさんとうちちちちののののメメメメンバーがンバーがンバーがンバーが共共共共同同同同ででででややややっておりますっておりますっておりますっております、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを培培培培地地地地としたとしたとしたとした鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝のののの生生生生化学研究化学研究化学研究化学研究とととというテーマにいうテーマにいうテーマにいうテーマに与与与与えられたということでえられたということでえられたということでえられたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここここれはれはれはれは全全全全国国国国のののの大学大学大学大学でででで確確確確かかかか初初初初めてのめてのめてのめてのケケケケースースースースだだだだとととと私私私私はははは伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長 

   今今今今、、、、宮入宮入宮入宮入先先先先生生生生からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました GOGO フフフファァァァンンンンドドドドににににつつつついていていていて、、、、第第第第 1 号号号号じゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、内内内内定定定定をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。このこのこのこのリリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝をををを 1 年以内年以内年以内年以内にににに商商商商品品品品化化化化するということでするということでするということでするということで、、、、アトアトアトアトピピピピーーーー性性性性にににに対対対対するするするする外外外外用用用用剤剤剤剤とととと、、、、化化化化粧粧粧粧品品品品のののの開発開発開発開発をテーマにしてをテーマにしてをテーマにしてをテーマにして採採採採択択択択をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。まずそのまずそのまずそのまずその辺辺辺辺ででででごごごご紹介紹介紹介紹介しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、今後今後今後今後、、、、私私私私どものどものどものどものややややっているっているっているっている事業事業事業事業のののの中中中中でででで最最最最もももも大事大事大事大事ななななリリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝ががががどのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい必要必要必要必要でででで、、、、どういったどういったどういったどういった問問問問題題題題がががが起起起起きるかというきるかというきるかというきるかという点点点点ににににつつつついていていていてちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだききききますますますます。。。。 私私私私どものどものどものどもの計画計画計画計画でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、来来来来年度年度年度年度はははは約約約約 100 トントントントン位位位位、、、、そしてそしてそしてそして 1,000億億億億円円円円産業産業産業産業といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そそそそういうういうういうういう段段段段階階階階になるとになるとになるとになると年年年年間間間間約約約約 2,000 トントントントン程程程程度度度度のののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 それでそれでそれでそれで問問問問題題題題になるのはになるのはになるのはになるのは残残残残留留留留農農農農薬薬薬薬でありますでありますでありますであります。。。。今今今今、、、、大大大大変変変変そういうそういうそういうそういう安心安心安心安心、、、、安安安安全全全全がががが問問問問われるわれるわれるわれる時代時代時代時代のののの中中中中でででで、、、、相当量相当量相当量相当量のののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝がががが必要必要必要必要なときのなときのなときのなときの問問問問題題題題とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。現現現現在在在在はははは量量量量がががが少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、篤篤篤篤農農農農家家家家といといといといいますかいますかいますかいますか、、、、低低低低農農農農薬薬薬薬のののの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは有有有有機機機機農法農法農法農法というようなというようなというようなというような意意意意味味味味合合合合いのいのいのいのリリリリンンンンゴゴゴゴのののの農農農農家家家家からからからから供給供給供給供給をををを受受受受けるけるけるけるというというというという形形形形になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そういったそういったそういったそういった農農農農薬薬薬薬ににににつつつついてのいてのいてのいての今後今後今後今後のののの研究研究研究研究機機機機関関関関とのとのとのとの対対対対応応応応といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そそそそれはれはれはれはぜひぜひぜひぜひ必要必要必要必要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、このこのこのこの霊芝霊芝霊芝霊芝をををを栽培栽培栽培栽培するのにするのにするのにするのに、、、、工場工場工場工場ででででのののの栽培栽培栽培栽培ももももももももちちちちろんできますろんできますろんできますろんできます。。。。我我我我々々々々はこはこはこはこれをれをれをれを「「「「冬冬冬冬のののの農農農農業業業業」」」」とととと位位位位置置置置付付付付けけけけをしてをしてをしてをして進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 したがってしたがってしたがってしたがって、、、、農農農農家家家家のののの方方方方々々々々にどんどんこれをにどんどんこれをにどんどんこれをにどんどんこれを生生生生産産産産していたしていたしていたしていただだだだくということになりますとくということになりますとくということになりますとくということになりますと、、、、どうしどうしどうしどうしてもてもてもても冬冬冬冬のののの農農農農業業業業ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ハハハハウウウウスのスのスのスの暖房暖房暖房暖房、、、、要要要要するにエネルするにエネルするにエネルするにエネルギギギギーーーーココココストストストスト、、、、これがこれがこれがこれが大大大大変問変問変問変問題題題題にににになってきますなってきますなってきますなってきます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、我我我我々々々々もできるもできるもできるもできるだだだだけいいけいいけいいけいい案案案案はないかということでいろいろはないかということでいろいろはないかということでいろいろはないかということでいろいろややややってまいりまってまいりまってまいりまってまいりましてしてしてして、、、、今今今今年年年年はははは具具具具体的体的体的体的にににに廃油廃油廃油廃油をををを何何何何割割割割かかかか混混混混ぜぜぜぜたたたた燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ったったったったハハハハウウウウスススス暖房暖房暖房暖房をスタートいたしますをスタートいたしますをスタートいたしますをスタートいたします。。。。いずいずいずいずれれれれ廃油廃油廃油廃油 100％％％％ででででややややっていこうというっていこうというっていこうというっていこうというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその技術的技術的技術的技術的なななな面面面面でもでもでもでも、、、、あるあるあるある面面面面、、、、少少少少
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しずしずしずしずつつつつ確確確確立立立立はされておりますがはされておりますがはされておりますがはされておりますが、、、、このこのこのこの 2つつつつがががが現現現現在在在在我我我我々々々々としてのこれからのとしてのこれからのとしてのこれからのとしてのこれからの課課課課題題題題ですですですです。。。。そういうこそういうこそういうこそういうことでとでとでとで、、、、皆皆皆皆さんからさんからさんからさんからごごごご意見意見意見意見があれがあれがあれがあればばばば、、、、ひひひひととととつつつつアアアアドドドドバイスをいたバイスをいたバイスをいたバイスをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝をををを培培培培地地地地にしておりますけれどもにしておりますけれどもにしておりますけれどもにしておりますけれども、、、、いずれいずれいずれいずれ私私私私どもはどもはどもはどもはリリリリンンンンゴゴゴゴののののポリポリポリポリフェノフェノフェノフェノールールールール含含含含有有有有とかとかとかとか、、、、そそそそういったういったういったういった成分的成分的成分的成分的なななな面面面面をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのジのジのジのジュュュュースースースース残残残残渣渣渣渣をををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っっっっておりまておりまておりまておりますすすす。。。。このこのこのこの研究研究研究研究といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、分分分分析析析析、、、、そのそのそのその他他他他栽培栽培栽培栽培ににににつつつついてはいてはいてはいては弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学とととと共共共共同同同同研究研究研究研究をするとをするとをするとをするということになっておりますいうことになっておりますいうことになっておりますいうことになっております。。。。基基基基礎礎礎礎デデデデータがータがータがータが出出出出ましたらましたらましたらましたら、、、、次年度次年度次年度次年度からこのからこのからこのからこの栽培栽培栽培栽培ももももややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいとこのようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。問問問問題題題題点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、残残残残留留留留農農農農薬薬薬薬のののの問問問問題題題題とととと燃燃燃燃料料料料、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーココココストというこストというこストというこストということがとがとがとが提提提提起起起起されましたけれどもされましたけれどもされましたけれどもされましたけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これはこれはこれはこれは次次次次のラのラのラのラウウウウンンンンドドドドででででごごごご報告報告報告報告いたいたいたいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかにいかにいかにいかにビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルをルをルをルを組組組組みみみみ上上上上げげげげてててて、、、、1,000 億億億億円円円円にににに持持持持っていくかということでっていくかということでっていくかということでっていくかということでごごごござざざざいますいますいますいますねねねね。。。。そそそそのののの場場場場合合合合、、、、何何何何かかかかココココンサルタントかンサルタントかンサルタントかンサルタントか何何何何かをかをかをかを起起起起用用用用されるというされるというされるというされるということをおことをおことをおことをお考考考考えでしえでしえでしえでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長 

   このこのこのこの事業事業事業事業をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって、、、、東東東東北経産北経産北経産北経産局局局局などになどになどになどに色色色色々々々々おおおお世世世世話話話話いたいたいたいただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、ココココンサルンサルンサルンサルのののの方方方方ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。『『『『日日日日経経経経ものづくりものづくりものづくりものづくり』』』』というというというという雑誌雑誌雑誌雑誌にににに連連連連載載載載しているしているしているしている多喜多喜多喜多喜義義義義彦彦彦彦さんにおさんにおさんにおさんにお会会会会いしたらどうかといしたらどうかといしたらどうかといしたらどうかと。。。。 私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの商商商商品品品品のののの生生生生産産産産はできたのですがはできたのですがはできたのですがはできたのですが、、、、これからこれからこれからこれから販販販販売売売売というというというという面面面面になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、ややややはりはりはりはり問問問問題題題題がががが多多多多いということといということといということといということと、、、、我我我我々々々々にあまりにあまりにあまりにあまり力力力力がないというようなことでがないというようなことでがないというようなことでがないというようなことで、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの相相相相談談談談をををを経産経産経産経産局局局局にしてまいりましたらにしてまいりましたらにしてまいりましたらにしてまいりましたら、、、、多喜多喜多喜多喜義義義義彦彦彦彦さんをさんをさんをさんをごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきききき、、、、おおおお会会会会いしましたらいしましたらいしましたらいしましたら、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝をををを見見見見たたたた途途途途端端端端にににに、「、「、「、「これはこれはこれはこれは 1,000億億億億円円円円産業産業産業産業だだだだよよよよ」」」」というアというアというアというアドドドドバイスをいたバイスをいたバイスをいたバイスをいただだだだいたわけですいたわけですいたわけですいたわけです。。。。 多喜多喜多喜多喜義義義義彦彦彦彦さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「それはそれはそれはそれは私私私私のののの直直直直感感感感なんなんなんなんだだだだよよよよ」」」」とととと。。。。過去過去過去過去 30 年年年年間間間間でででで 3,000 件件件件のののの新新新新規規規規事業事業事業事業をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげたたたた方方方方ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのその直直直直感感感感力力力力にににに期待期待期待期待をしているということでをしているということでをしているということでをしているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長 

   産産産産廃廃廃廃問問問問題題題題ののののほほほほうのうのうのうの問問問問題題題題点点点点といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、あまりにもありあまりにもありあまりにもありあまりにもあり過過過過ぎぎぎぎましてましてましてまして、、、、どどどどこにこにこにこにポポポポイントをイントをイントをイントを置置置置けけけけばばばばいいかなということでいいかなということでいいかなということでいいかなということで色色色色々々々々とととと悩悩悩悩みましたけれどもみましたけれどもみましたけれどもみましたけれども、、、、まずまずまずまず第第第第１１１１点点点点としましてとしましてとしましてとしまして、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めるめるめるめるにににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、このこのこのこの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理業業業業というものにというものにというものにというものに対対対対してしてしてして、、、、各企業各企業各企業各企業がそのがそのがそのがその資資資資金金金金力力力力をもってをもってをもってをもって設設設設備備備備投投投投資資資資しなけれしなけれしなけれしなければばばばいけないということいけないということいけないということいけないということですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、補補補補助助助助金金金金制制制制度度度度があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも少少少少なななな過過過過ぎぎぎぎるというるというるというるということですことですことですことです。。。。力力力力のあるのあるのあるのある企業企業企業企業はどんどんはどんどんはどんどんはどんどんつつつつくれるかもしれませんしくれるかもしれませんしくれるかもしれませんしくれるかもしれませんし、、、、たたたただだだだ、、、、いいアイいいアイいいアイいいアイデデデデアをアをアをアを持持持持っていっていっていっていてもてもてもても現実現実現実現実のものにできないのものにできないのものにできないのものにできない当当当当協会協会協会協会員員員員もたくさんもたくさんもたくさんもたくさんいいいいるということるということるということるということでででですすすす。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの法法法法律律律律自体自体自体自体はははは、、、、環境環境環境環境省省省省のののの管管管管轄轄轄轄になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな法法法法律律律律によりによりによりにより仕仕仕仕事事事事をををを行行行行っていかなくてはなりませんっていかなくてはなりませんっていかなくてはなりませんっていかなくてはなりません。。。。 収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、当然当然当然当然車車車車をををを使使使使うわけですうわけですうわけですうわけですがががが、、、、今今今今、、、、問問問問題題題題になってになってになってになっておりますおりますおりますおります白白白白ナンバーナンバーナンバーナンバーとととと青青青青ナンバーのナンバーのナンバーのナンバーの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいにつつつついてはいてはいてはいては、、、、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省のののの管管管管轄轄轄轄になりになりになりになり、、、、営営営営業業業業ナンバーのナンバーのナンバーのナンバーの問問問問題題題題がががが今今今今浮浮浮浮上上上上してきしてきしてきしてき
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ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、今今今今騒騒騒騒がれているアスがれているアスがれているアスがれているアスベベベベストをストをストをストを運運運運搬搬搬搬またはまたはまたはまたは取取取取りりりり扱扱扱扱うううう場場場場合合合合にににに、、、、今今今今度度度度はははは厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省のののの管管管管轄轄轄轄になりますになりますになりますになります。。。。ですからですからですからですから、、、、いろんないろんないろんないろんな産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと言言言言われていますけれわれていますけれわれていますけれわれていますけれどもどもどもども、、、、各各各各省庁省庁省庁省庁がオーバーラップしているがオーバーラップしているがオーバーラップしているがオーバーラップしている部部部部分分分分でででで我我我我々々々々はははは仕仕仕仕事事事事をしているをしているをしているをしているということですからということですからということですからということですから、、、、あらあらあらあらゆるゆるゆるゆる法法法法律律律律がががが重重重重なってなってなってなっていますのでいますのでいますのでいますので、、、、それをそれをそれをそれを熟熟熟熟知知知知しながしながしながしながらまたらまたらまたらまた仕仕仕仕事事事事をしていをしていをしていをしていかなけれかなけれかなけれかなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。 しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際問問問問題題題題としてとしてとしてとして、、、、各企業各企業各企業各企業間間間間のののの格差格差格差格差もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに向向向向けてこういけてこういけてこういけてこういうのをうのをうのをうのをつつつつくりたいなとなったくりたいなとなったくりたいなとなったくりたいなとなった場場場場合合合合ででででもももも、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもリリリリサイクルするものというのはサイクルするものというのはサイクルするものというのはサイクルするものというのは安安安安くできそうくできそうくできそうくできそうなイなイなイなイメメメメージがありますージがありますージがありますージがあります。。。。ところがところがところがところが、、、、実際実際実際実際ににににややややってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、ココココストがかかるんですストがかかるんですストがかかるんですストがかかるんです。。。。ということということということということはははは、、、、できたできたできたできた製製製製品品品品がががが逆逆逆逆にバージンにバージンにバージンにバージン材材材材よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい場場場場合合合合があるがあるがあるがある。。。。高高高高いといといといとだだだだれもれもれもれも買買買買いませんいませんいませんいません。。。。ですからですからですからですから、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで料料料料金金金金がががが高高高高いということはいということはいということはいということは、、、、逆逆逆逆にににに物物物物がががが売売売売れないしれないしれないしれないし、、、、できたできたできたできた製製製製品品品品がががが売売売売れないれないれないれないということになりますということになりますということになりますということになります。。。。ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入法入法入法入法とかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな意意意意味味味味ででででリリリリサイクルされたものをサイクルされたものをサイクルされたものをサイクルされたものを優先優先優先優先にににに買買買買ってくってくってくってくだだだださいというさいというさいというさいという形形形形にはなっていますけれどもにはなっていますけれどもにはなっていますけれどもにはなっていますけれども、、、、現実的現実的現実的現実的にににに買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけるというのはけるというのはけるというのはけるというのは、、、、一一一一般般般般にににに行政行政行政行政のののの方方方方々々々々とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな関係関係関係関係したしたしたした方方方方がががが買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけますけどけますけどけますけどけますけど、、、、民民民民間間間間ベベベベースでいくとースでいくとースでいくとースでいくとなかなかなかなかなかなかなかなか売売売売れないというのがれないというのがれないというのがれないというのが実際実際実際実際問問問問題題題題ありますありますありますあります。。。。ですからですからですからですから、、、、今後今後今後今後解解解解決決決決していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない問問問問題題題題点点点点があがあがあがありますりますりますります。。。。 

   あとあとあとあと、、、、産産産産廃法廃法廃法廃法でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、法法法法律律律律ををををつつつつくるのはくるのはくるのはくるのは環境環境環境環境省省省省でででで、、、、暖暖暖暖かいかいかいかい中央中央中央中央ででででつつつつくるわけですけれどくるわけですけれどくるわけですけれどくるわけですけれどもももも、、、、青森青森青森青森県県県県はははは季節季節季節季節変変変変動動動動がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか法法法法律律律律にににに対対対対応応応応できないできないできないできない部部部部分分分分がががが出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。ギギギギャャャャップといいまップといいまップといいまップといいますかすかすかすか、、、、冬冬冬冬場場場場、、、、要要要要するにするにするにするに 12 月月月月からからからから 4 月月月月ごごごごろまでろまでろまでろまで、、、、青森市青森市青森市青森市はははは雪雪雪雪にににに閉閉閉閉ざざざざされますよされますよされますよされますよねねねね。。。。そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にしてもにしてもにしてもにしても、、、、出出出出てくるてくるてくるてくる品品品品種種種種がががが変変変変わってきますしわってきますしわってきますしわってきますし、、、、処処処処理理理理ももももししししづらくなってづらくなってづらくなってづらくなって、、、、逆逆逆逆にににに春春春春からからからから秋秋秋秋にかけてにかけてにかけてにかけて大大大大量量量量にににに発発発発生生生生するというするというするというするという形形形形になりますになりますになりますになります。。。。そうなったそうなったそうなったそうなった時時時時にににに、、、、保管保管保管保管基基基基準準準準というのというのというのというのがありましてがありましてがありましてがありまして、、、、「「「「そのそのそのその基基基基準準準準をををを超超超超ええええてしまうてしまうてしまうてしまうとととと基基基基準準準準違違違違反反反反になりますよになりますよになりますよになりますよ」」」」ということになりますけれということになりますけれということになりますけれということになりますけれどもどもどもども、、、、実際実際実際実際問問問問題題題題、、、、なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその基基基基準準準準をををを守守守守ってってってって保管保管保管保管すすすするるるる分分分分、、、、春春春春からからからから秋秋秋秋のうのうのうのうちちちちにににに処処処処理理理理できれできれできれできればばばば理理理理想想想想でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、できないできないできないできない部部部部分分分分がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。そうなったそうなったそうなったそうなった時時時時にににに、、、、冬冬冬冬場場場場にたまったものをこなしていかにたまったものをこなしていかにたまったものをこなしていかにたまったものをこなしていかななななけれけれけれければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。でもでもでもでも、、、、それはそれはそれはそれは、、、、法法法法律律律律上上上上はははは中央中央中央中央でででで決決決決めたものであるからめたものであるからめたものであるからめたものであるから、、、、冬冬冬冬場場場場のののの作作作作業業業業はははは難難難難しいしいしいしいというというというということことことことががががわかっていないようにわかっていないようにわかっていないようにわかっていないように感感感感じじじじられますられますられますられます。。。。 ですからですからですからですから、、、、南南南南みたいにみたいにみたいにみたいに暖暖暖暖かいところでかいところでかいところでかいところで年年年年中中中中作作作作業業業業ができるところであれができるところであれができるところであれができるところであればばばばいいいいいいいいののののですですですですがががが、、、、我我我我々々々々東東東東北北北北、、、、北北北北海海海海道道道道もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、雪雪雪雪とのとのとのとの戦戦戦戦いがあるところはいがあるところはいがあるところはいがあるところは、、、、なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその法法法法律律律律のののの壁壁壁壁といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、地地地地域域域域格差格差格差格差があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも大大大大きききき過過過過ぎぎぎぎますますますます。。。。協会協会協会協会員員員員からもからもからもからも色色色色々々々々なななな声声声声がががが聞聞聞聞こえてきますがこえてきますがこえてきますがこえてきますが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか処処処処理理理理しししし切切切切れないれないれないれない部部部部分分分分、、、、冬冬冬冬ににににややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないよとかいけないよとかいけないよとかいけないよとか、、、、ややややはりはりはりはり民民民民間間間間企業企業企業企業はははは、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても収収収収益益益益をををを上上上上げげげげなけなけなけなけれれれればばばば設設設設備備備備投投投投資資資資もできないというもできないというもできないというもできないという現実現実現実現実問問問問題題題題がありまがありまがありまがありましてしてしてして、、、、痛痛痛痛しかゆしのしかゆしのしかゆしのしかゆしの部部部部分分分分がかなりあるとがかなりあるとがかなりあるとがかなりあると思思思思いまいまいまいますがすがすがすが、、、、地域地域地域地域にににに合合合合ったようなったようなったようなったような廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理法理法理法理法があってもいいがあってもいいがあってもいいがあってもいいのではのではのではのではないかなというないかなというないかなというないかなという気気気気持持持持ちちちちがががが私私私私はしまはしまはしまはしますすすす。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。実実実実はははは私私私私もももも、、、、会社会社会社会社にいるときににいるときににいるときににいるときに、、、、環境事業環境事業環境事業環境事業をををを一一一一からからからから立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、今今今今
500 億億億億円円円円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの売売売売りりりり上上上上げげげげになっているんですがになっているんですがになっているんですがになっているんですが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに一一一一番番番番のののの障障障障害害害害になったのがになったのがになったのがになったのが縦縦縦縦割割割割りりりり行行行行政政政政によるによるによるによる法法法法律律律律のののの壁壁壁壁といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥はははは国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは環境環境環境環境省省省省、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその当当当当時時時時厚厚厚厚生省生省生省生省でしたけれどでしたけれどでしたけれどでしたけれど、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに苦苦苦苦労労労労しましたしましたしましたしましたねねねね。。。。いまいまいまいまだだだだにそれがにそれがにそれがにそれが解解解解消消消消しなしなしなしないというのはいというのはいというのはいというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに驚驚驚驚きですきですきですきですねねねね。。。。どうしてどうしてどうしてどうして中央中央中央中央のののの縦縦縦縦割割割割りりりり行政行政行政行政というのはよくならなというのはよくならなというのはよくならなというのはよくならないのかといのかといのかといのかと思思思思ってってってって、、、、それがすそれがすそれがすそれがすべべべべてにてにてにてに影響影響影響影響するんですするんですするんですするんですねねねね。。。。中央省庁中央省庁中央省庁中央省庁がががが都合都合都合都合がいいようにがいいようにがいいようにがいいように産業界産業界産業界産業界もももも縦縦縦縦割割割割
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りになっているんですりになっているんですりになっているんですりになっているんです。。。。上意上意上意上意下達下達下達下達でうまくでうまくでうまくでうまく命命命命令令令令がががが行行行行きききき届届届届くからくからくからくから全部全部全部全部縦縦縦縦にしているんですにしているんですにしているんですにしているんですねねねね。。。。それそれそれそれからからからから、、、、出世出世出世出世もももも全部全部全部全部縦縦縦縦ででででややややるものるものるものるものだだだだからからからから、、、、横横横横にいかないというにいかないというにいかないというにいかないという、、、、大大大大変問変問変問変問題題題題があるということとがあるということとがあるということとがあるということと、、、、たたたただだだだ、、、、今庄司副今庄司副今庄司副今庄司副会会会会長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったったったった季節季節季節季節変変変変動動動動はははは、、、、実実実実はははは私私私私もももも気気気気ががががつつつつきませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。ややややはりはりはりはり西西西西ののののほほほほううううででででばばばばっかりっかりっかりっかり仕仕仕仕事事事事をしていたものですからをしていたものですからをしていたものですからをしていたものですから、、、、このこのこのこの苦苦苦苦しみというのはしみというのはしみというのはしみというのは意外意外意外意外にににに大大大大きいんきいんきいんきいんだだだだなとなとなとなと。。。。確確確確かにかにかにかにこれこれこれこれははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり中央中央中央中央ですですですですべべべべてててて法法法法律律律律をををを決決決決めるということめるということめるということめるということ自体自体自体自体がががが問問問問題題題題なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。このこのこのこの点点点点はしっかりはしっかりはしっかりはしっかり、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの人人人人とととと話話話話をするをするをするをする機機機機会会会会もももも多多多多いのでいのでいのでいので、、、、ぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを、、、、当然当然当然当然耳耳耳耳にはにはにはには入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどど、、、、話話話話したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長ののののほほほほうからおうからおうからおうからお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   私私私私どもどもどもどものののの活動活動活動活動はははは、、、、民民民民間間間間のののの活動活動活動活動ですですですですからからからから、、、、取取取取りりりり立立立立てててててててて法法法法律律律律的的的的なななな問問問問題題題題はないはないはないはないのでのでのでのですすすすがががが、、、、今今今今年年年年にににに入入入入りりりりましてましてましてまして、、、、全全全全くくくく新新新新しいしいしいしい事業事業事業事業ををををややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、それのそれのそれのそれの説説説説明明明明でよろしでよろしでよろしでよろしいでしいでしいでしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

   私私私私どもどもどもども、、、、食食食食のののの文文文文化資料化資料化資料化資料館館館館「「「「包包包包（（（（パオパオパオパオ）」）」）」）」からからからから始始始始めましてめましてめましてめましてちちちちょょょょうどうどうどうど 10 年年年年たたたたちちちちますますますます。。。。 八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会としてはとしてはとしてはとしては毎毎毎毎年年年年、、、、年年年年 1回回回回、、、、継継継継続型続型続型続型のののの事業事業事業事業をずっとをずっとをずっとをずっと続続続続けてまいりましけてまいりましけてまいりましけてまいりましてててて、、、、今今今今までまでまでまで、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじてててて立立立立ちちちち上上上上げげげげたたたた事業事業事業事業がががが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました、、、、八戸八戸八戸八戸屋屋屋屋台台台台村村村村みろくみろくみろくみろく横横横横丁丁丁丁やややや青森青森青森青森ツツツツーーーーリリリリズムズムズムズムなどでなどでなどでなどですすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、NPO 法人法人法人法人循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会創造創造創造創造ネットワークネットワークネットワークネットワーク CROSS というのというのというのというのをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげててててごごごござざざざいますいますいますいます。。。。あとあとあとあと、、、、協議会協議会協議会協議会といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、八戸八戸八戸八戸スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会とととと八戸生八戸生八戸生八戸生ごごごごみみみみリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業研究会事業研究会事業研究会事業研究会などなどなどなど、、、、多多多多肢肢肢肢にわたってきておりますのでにわたってきておりますのでにわたってきておりますのでにわたってきておりますので、、、、ちちちちょょょょうどこのうどこのうどこのうどこの 10 年年年年前前前前からからからから考考考考ええええておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、節節節節目目目目としてとしてとしてとして、、、、これのネットワークをこれのネットワークをこれのネットワークをこれのネットワークをつつつつくってみたくってみたくってみたくってみたいなといなといなといなと思思思思っておりましっておりましっておりましっておりましたたたた。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにおおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料をををを見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは表表表表裏裏裏裏ごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、1ののののほほほほうからうからうからうから説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、食品食品食品食品ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事事事事業業業業をををを今今今今立立立立ちちちち上上上上げげげげてててておおおおりますりますりますります。。。。 ここここちちちちらのらのらのらの 1番番番番目目目目のののの食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物リリリリサイクルのところからサイクルのところからサイクルのところからサイクルのところから説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいきたいきたいきたいののののですですですですがががが、、、、現現現現在在在在リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが施施施施行行行行されてされてされてされて、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣がががが 20％％％％以以以以上上上上減量減量減量減量することがすることがすることがすることが義義義義務務務務づけられておりますづけられておりますづけられておりますづけられております。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣をををを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化するするするする施設施設施設施設のののの建建建建設設設設をををを検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております。。。。要要要要はははは、、、、そこでできたそこでできたそこでできたそこでできた有有有有機機機機堆肥堆肥堆肥堆肥をををを使使使使ってってってって、、、、有有有有機農機農機農機農産産産産物物物物をををを農農農農家家家家のののの方方方方々々々々にににに作作作作ってってってっていたいたいたいただだだだくくくく。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのそのそのその農農農農家家家家ででででつつつつくったくったくったくった有有有有機農機農機農機農産産産産物物物物をををを、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣をををを排排排排出出出出したスーパーとかしたスーパーとかしたスーパーとかしたスーパーとか飲飲飲飲食食食食店店店店などでなどでなどでなどで販販販販売売売売、、、、使使使使用用用用していたしていたしていたしていただだだだくくくく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその排排排排出出出出されされされされるるるる食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣をををを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化するというするというするというするというようようようようなななな食品食品食品食品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業というのをというのをというのをというのを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。これがこれがこれがこれが一一一一応応応応わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい図図図図ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 スーパースーパースーパースーパーなどはなどはなどはなどは、、、、食品食品食品食品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの義義義義務務務務ががががごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる事業事業事業事業をををを求求求求めておりますめておりますめておりますめております。。。。またまたまたまた農農農農家家家家ののののほほほほうもうもうもうも、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全型型型型農農農農業業業業、、、、有有有有機農機農機農機農業業業業にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことでことでことでことで付付付付加加加加価値価値価値価値のののの高高高高いいいい農農農農産産産産物物物物ををををつつつつくることができるくることができるくることができるくることができる。。。。農農農農産産産産物物物物のののの販販販販路路路路もももも食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物をををを排排排排出出出出しているしているしているしているスーパスーパスーパスーパーーーー等等等等があるがあるがあるがある程程程程度度度度保保保保証証証証していたしていたしていたしていただだだだくようなシステムをくようなシステムをくようなシステムをくようなシステムをつつつつくってくってくってくって、、、、農農農農家家家家にもにもにもにもメメメメリリリリットがあるようなットがあるようなットがあるようなットがあるような形形形形にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。作作作作ったったったった堆肥堆肥堆肥堆肥のののの販販販販路路路路もももも確確確確保保保保されされされされ、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥化事業化事業化事業化事業がががが回回回回っていくというっていくというっていくというっていくという仕仕仕仕組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 裏裏裏裏ののののペペペページージージージ、、、、ナンバーナンバーナンバーナンバー2 ののののほほほほうをうをうをうを説説説説明明明明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、2 番番番番目目目目はははは、、、、そこからそこからそこからそこから発発発発生生生生すすすするるるる事業事業事業事業のののの展開展開展開展開のののの説説説説明明明明ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。左左左左上上上上からいきますとからいきますとからいきますとからいきますと、、、、赤赤赤赤いところがいところがいところがいところが、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物をををを生生生生かすとかすとかすとかすということでいうことでいうことでいうことでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、これがこれがこれがこれが食品食品食品食品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど説説説説明明明明いたしましたけいたしましたけいたしましたけいたしましたけ
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れどもれどもれどもれども、、、、今今今今年度年度年度年度はははは、、、、青森県青森県青森県青森県ののののあおもりあおもりあおもりあおもり型型型型バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスチャレチャレチャレチャレンジンジンジンジ事業事業事業事業にににに申申申申請請請請するするするする予定予定予定予定でででで、、、、そのそのそのその準準準準備備備備をををを進進進進めているめているめているめている最中最中最中最中ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 そのそのそのその下下下下のオのオのオのオレレレレンジでンジでンジでンジでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、有有有有機農機農機農機農作作作作物物物物ををををつつつつくるということでくるということでくるということでくるということで、、、、これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ししたとおりでししたとおりでししたとおりでししたとおりで、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のののの農農農農業業業業のののの展開展開展開展開がががが期待期待期待期待できるということですできるということですできるということですできるということです。。。。今今今今、、、、八戸八戸八戸八戸リリリリンンンンゴゴゴゴ生生生生産産産産組組組組合合合合などなどなどなど、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの農農農農業業業業者者者者とととと相相相相談談談談ををををししししてててて進進進進めてめてめてめておりますおりますおりますおります。。。。 隣隣隣隣のののの緑緑緑緑のところでのところでのところでのところでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、木木木木質質質質リリリリサイクルにおけるサイクルにおけるサイクルにおけるサイクルにおける公公公公園園園園とかとかとかとか街街街街路路路路樹樹樹樹のののの植植植植樹樹樹樹ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、八戸八戸八戸八戸エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民とととと植植植植林林林林事業事業事業事業というのをというのをというのをというのを、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申ししししましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、毎毎毎毎年年年年ややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、そのそのそのその苗苗苗苗木木木木もこのもこのもこのもこの堆肥堆肥堆肥堆肥ででででつつつつくれるようにくれるようにくれるようにくれるようにしたいというこしたいというこしたいというこしたいということでとでとでとで実施実施実施実施してしてしてしているいるいるいる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 そのそのそのその下下下下のののの「「「「食食食食べべべべるるるる」」」」はははは、、、、有有有有機機機機堆肥堆肥堆肥堆肥のののの使使使使用用用用とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全型型型型農農農農業業業業によってによってによってによってつつつつくられたくられたくられたくられた農農農農産産産産物物物物をををを安安安安心心心心してしてしてして消費者消費者消費者消費者にににに食食食食べべべべさせていたさせていたさせていたさせていただだだだけるようにということでけるようにということでけるようにということでけるようにということで、、、、食品食品食品食品トトトトレレレレーサーサーサーサビビビビリリリリテテテティィィィーーーー、、、、要要要要はははは、、、、食食食食品品品品のののの生生生生産産産産履履履履歴歴歴歴をををを実施実施実施実施したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ってってってって、、、、今今今今、、、、盛盛盛盛んにんにんにんにややややっているところでっているところでっているところでっているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる農農農農業業業業のおのおのおのお手手手手伝伝伝伝いをしたいということでいをしたいということでいをしたいということでいをしたいということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 紫紫紫紫のののの部部部部分分分分のののの「「「「支支支支えるえるえるえる」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、循環型事業循環型事業循環型事業循環型事業をををを支支支支えるためにえるためにえるためにえるために、、、、適適適適正正正正ににににココココントロールするントロールするントロールするントロールする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその地域地域地域地域認認認認証証証証制制制制度度度度のののの制制制制度化度化度化度化をををを、、、、今今今今、、、、考考考考えているところでえているところでえているところでえているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは NPO 法人法人法人法人
CROSS ののののほほほほうでできれうでできれうでできれうでできればばばばいいなということでいいなということでいいなということでいいなということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 このこのこのこの事業事業事業事業がががが今今今今年度年度年度年度中中中中にににに本本本本格格格格的的的的にににに発発発発足足足足いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも、、、、これもこれもこれもこれも屋屋屋屋台台台台村村村村じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、先先先先進的進的進的進的なななな事事事事例例例例になるのかなというになるのかなというになるのかなというになるのかなという気気気気がしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。屋屋屋屋台台台台村村村村もももも、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったとおりったとおりったとおりったとおり、、、、視視視視察察察察がががが非非非非常常常常にににに増増増増えてえてえてえていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、八戸八戸八戸八戸のののの場場場場合合合合もももも、、、、環境環境環境環境エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー関係関係関係関係のののの視視視視察察察察がががが非非非非常常常常にににに多多多多くなっておりまくなっておりまくなっておりまくなっておりますすすす。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形をををを「「「「見見見見せるせるせるせる」」」」というというというということことことことでででで、、、、今今今今 NPO法人法人法人法人 CROSS ではではではでは、、、、平平平平成成成成 16 年度年度年度年度にににに経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のモのモのモのモデデデデルルルル事業事業事業事業にににに採採採採択択択択されてされてされてされて以以以以来来来来、、、、昨昨昨昨年年年年はははは全全全全国産業国産業国産業国産業観観観観光光光光フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを誘誘誘誘致致致致しておりますしておりますしておりますしております。。。。今今今今年年年年ははははさらなるさらなるさらなるさらなる事業事業事業事業化化化化をををを目指目指目指目指したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、全全全全くくくく新新新新しくしくしくしく会社会社会社会社をををを興興興興しましてしましてしましてしまして、、、、青森青森青森青森ツツツツーーーーリリリリズムといズムといズムといズムというううう会社会社会社会社ををををつつつつくってくってくってくってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは視視視視察察察察等等等等のののの調調調調整整整整ややややガガガガイイイイドドドド、、、、交交交交通通通通、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊のののの手手手手配配配配までまでまでまで行行行行うううう会社会社会社会社ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの会社会社会社会社とととと CROSS をををを中中中中心心心心にににに 10 社社社社ででででココココンンンンソソソソーシアムをーシアムをーシアムをーシアムを組組組組んでんでんでんで、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省サーサーサーサービビビビスススス産業産業産業産業創出創出創出創出支援支援支援支援事業事業事業事業ということでということでということでということで、、、、東東東東北北北北でででで唯唯唯唯一一一一採採採採択択択択されてされてされてされて、、、、事業事業事業事業のののの拡大拡大拡大拡大のののの準準準準備備備備をををを現現現現在在在在進進進進めておるめておるめておるめておるところでところでところでところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 次次次次のののの「「「「伝伝伝伝えるえるえるえる」」」」というところはというところはというところはというところは、、、、環境環境環境環境にににに支支支支えられてきたえられてきたえられてきたえられてきた我我我我々々々々のののの食食食食文文文文化化化化のののの伝承伝承伝承伝承をををを創造創造創造創造していきたしていきたしていきたしていきたいということでいということでいということでいということで、、、、これはこれはこれはこれは一一一一昨昨昨昨年年年年からからからから八戸八戸八戸八戸スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会というのをというのをというのをというのを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて今今今今活動活動活動活動をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっているっているっているっている最中最中最中最中ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 最後最後最後最後のののの「「「「育育育育むむむむ」」」」はははは、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを教教教教育資源育資源育資源育資源のののの一一一一貫貫貫貫としてとしてとしてとして地域地域地域地域にににに活用活用活用活用していたしていたしていたしていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいということでことでことでことで、、、、環境環境環境環境とかとかとかとか農農農農業体業体業体業体験験験験をををを通通通通じじじじてててて、、、、子子子子どものどものどものどもの健健健健全全全全育成育成育成育成をををを図図図図っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい、、、、かようなかようなかようなかような形形形形のネットのネットのネットのネットワークワークワークワークがががが、、、、今今今今年年年年中中中中にできるにできるにできるにできる予定予定予定予定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては、、、、エエエエココココロジーがロジーがロジーがロジーが農農農農業業業業とととと食食食食とととと人人人人ををををつつつつななななぐぐぐぐというというというという形形形形でででで考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、循環型循環型循環型循環型経済経済経済経済としてはとしてはとしてはとしては多様多様多様多様なななな産業産業産業産業へへへへのののの波波波波及効及効及効及効果果果果もももも非非非非常常常常にににに大大大大きいきいきいきいのではのではのではのではないかないかないかないか、、、、事業事業事業事業相相相相互互互互のシナジーのシナジーのシナジーのシナジー効効効効果果果果もももも期待期待期待期待できるできるできるできるのではのではのではのではないかないかないかないか、、、、とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 以以以以上上上上がががが、、、、今今今今年度年度年度年度のののの事業事業事業事業とととと今今今今までまでまでまで実施実施実施実施してきしてきしてきしてきたたたた事業事業事業事業のネットワークでのネットワークでのネットワークでのネットワークでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。報告報告報告報告ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 
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   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大変変変変多多多多彩彩彩彩なななな活動活動活動活動ををををややややられながらられながらられながらられながら、、、、あまりあまりあまりあまり問問問問題題題題点点点点なくスムーズになくスムーズになくスムーズになくスムーズにいっておられるいっておられるいっておられるいっておられる、、、、すすすすごごごごいこといこといこといことだだだだなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと 2つつつつほほほほどどどど簡簡簡簡単単単単なななな質問質問質問質問があるがあるがあるがあるんですがんですがんですがんですが、、、、八戸八戸八戸八戸スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会というのはイタというのはイタというのはイタというのはイタリリリリアのアのアのアの本本本本部部部部とととと連連連連携携携携しておられますかしておられますかしておられますかしておられますか。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   はいはいはいはい、、、、連連連連携携携携しておりますしておりますしておりますしております。。。。日日日日本本本本でででで 32番番番番目目目目のスローフーのスローフーのスローフーのスローフードドドド協会協会協会協会ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   あれはたしかあれはたしかあれはたしかあれはたしか日日日日本本本本のののの、、、、東京東京東京東京ならならならなら東京東京東京東京のスローフーのスローフーのスローフーのスローフードドドド協会協会協会協会をををを通通通通さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけないというこいけないというこいけないというこいけないということとととじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ダイダイダイダイレレレレクトにクトにクトにクトに各地方各地方各地方各地方からからからから全部全部全部全部……。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   いいいいやややや、、、、今今今今はははは、、、、日日日日本本本本スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会というのができましてというのができましてというのができましてというのができまして、、、、仙台仙台仙台仙台にににに本本本本部部部部ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   本本本本部部部部はははは仙台仙台仙台仙台ですかですかですかですか。。。。あのあのあのあの例例例例のののの『『『『ソソソソトトトトココココトトトト』』』』ががががややややっているっているっているっている……。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   私私私私のののの友友友友達達達達のののの若若若若生生生生さんがさんがさんがさんが会会会会長長長長ををををややややられていますけれどもられていますけれどもられていますけれどもられていますけれども、、、、そのそのそのその若若若若生生生生さんがさんがさんがさんが全全全全国国国国のののの会会会会長長長長になられてになられてになられてになられて、、、、それでそれでそれでそれで、、、、そこのそこのそこのそこの日日日日本本本本スローフースローフースローフースローフードドドド協会協会協会協会にににに入入入入会会会会をきをきをきをきちちちちっとしたっとしたっとしたっとした形形形形でででで支支支支部部部部ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それでそれでそれでそれで、、、、仙台仙台仙台仙台ののののほほほほうからうからうからうから申申申申請請請請をしてをしてをしてをして認認認認定定定定をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくというくというくというくという仕仕仕仕組組組組みになっておりますみになっておりますみになっておりますみになっております。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   そうそうそうそうですかですかですかですか。。。。わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣ををををココココンンンンポポポポストにされるというストにされるというストにされるというストにされるという話話話話でででですがすがすがすが、、、、先先先先ほほほほどどどど庄司庄司庄司庄司さんがさんがさんがさんが言言言言われたわれたわれたわれた季節季節季節季節変変変変動動動動――ココココンンンンポポポポストというのはストというのはストというのはストというのは、、、、非非非非常常常常にににに需需需需要要要要側側側側のののの季節季節季節季節変変変変動動動動がががが多多多多いといといといと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そのそのそのその点点点点、、、、問問問問題題題題としてはどうでしとしてはどうでしとしてはどうでしとしてはどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   問問問問題題題題はははは少少少少しあるとしあるとしあるとしあると思思思思いますいますいますいます、、、、はいはいはいはい。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、第第第第 1 ララララウウウウンンンンドドドドがががが終終終終わりましたのでわりましたのでわりましたのでわりましたので、、、、最後最後最後最後ののののディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの第第第第 2 ララララウウウウンンンンドドドドにににに入入入入りりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、青森県青森県青森県青森県のののの地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業をををを育成育成育成育成、、、、振興振興振興振興するするするする、、、、そのためにはあらそのためにはあらそのためにはあらそのためにはあらゆるゆるゆるゆる経経経経営営営営資源資源資源資源をををを有有有有機機機機的的的的ににににココココーーーーディディディディネートしてネートしてネートしてネートして、、、、新新新新たなたなたなたなビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルをルをルをルを創出創出創出創出するするするする必要必要必要必要があるわけがあるわけがあるわけがあるわけですがですがですがですが、、、、そういったことをパネラーのそういったことをパネラーのそういったことをパネラーのそういったことをパネラーの皆皆皆皆様様様様方方方方はははは実実実実践践践践してこられているわけですがしてこられているわけですがしてこられているわけですがしてこられているわけですが、、、、そのそのそのそのビビビビジネスジネスジネスジネスモモモモデデデデルをどのようにルをどのようにルをどのようにルをどのように進進進進めてめてめてめて、、、、将将将将来来来来どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに持持持持っていきたいかというっていきたいかというっていきたいかというっていきたいかという、、、、夢夢夢夢みたいなものもみたいなものもみたいなものもみたいなものも含含含含めてめてめてめて、、、、先先先先ほほほほどどどど柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長ののののほほほほうからうからうからうから鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝をををを 1,000 億億億億にしたいというにしたいというにしたいというにしたいという非非非非常常常常にににに夢夢夢夢のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話もももも出出出出ましたけれどましたけれどましたけれどましたけれど、、、、そういったそういったそういったそういった目目目目標標標標的的的的なものなものなものなものをををを語語語語っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今度度度度、、、、またまたまたまた中中中中
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居居居居さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから逆逆逆逆流流流流をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけますかけますかけますかけますか、、、、続続続続けてでけてでけてでけてで申申申申しわけありませんがしわけありませんがしわけありませんがしわけありませんが。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   今今今今おおおお話話話話ししたししたししたししたことことことことがそうがそうがそうがそうだだだだったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   それをもうそれをもうそれをもうそれをもう 5 分分分分ほほほほどどどど、、、、もうもうもうもう少少少少しししし膨膨膨膨らませてらませてらませてらませて。。。。総総総総合的合的合的合的なことでよろしいですがなことでよろしいですがなことでよろしいですがなことでよろしいですが。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、私私私私のののの場場場場合合合合はははは、、、、もうもうもうもうほほほほとんどとんどとんどとんど考考考考えたらえたらえたらえたら即即即即実実実実行行行行でででで、、、、まずはまずはまずはまずは実実実実践践践践してしてしてして、、、、それからそのそれからそのそれからそのそれからその目目目目的的的的にたどりにたどりにたどりにたどり着着着着くまでくまでくまでくまで紆紆紆紆余余余余曲曲曲曲折折折折ごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、まずはまずはまずはまずは動動動動いてみていてみていてみていてみて、、、、それでできるそれでできるそれでできるそれでできる限限限限りりりり到達到達到達到達点点点点にににに近近近近づこうというのがづこうというのがづこうというのがづこうというのが私私私私のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、年年年年 1回回回回、、、、継継継継続型続型続型続型のののの事業事業事業事業をををを必必必必ずずずずややややっているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、もうそろそろパンクもうそろそろパンクもうそろそろパンクもうそろそろパンク状状状状態態態態になってきていまになってきていまになってきていまになってきていますのですのですのですので、、、、これをこれをこれをこれを先先先先ほほほほどどどど言言言言ったとおりのったとおりのったとおりのったとおりのココココーーーーディディディディネートをしてネートをしてネートをしてネートをして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと少少少少しししし落落落落ちちちち着着着着こうかなとこうかなとこうかなとこうかなと、、、、かようにかようにかようにかように思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   八戸八戸八戸八戸リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会はははは何何何何名名名名ででででややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか、、、、事事事事務局務局務局務局としてとしてとしてとして。。。。事事事事務局長務局長務局長務局長ののののほほほほかにかにかにかに何何何何名名名名でででで。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる事事事事務局務局務局務局員員員員はははは……。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   いいいいやややや、、、、これはすこれはすこれはすこれはすべべべべててててボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアでややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、従従従従業業業業員員員員ををををボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアで使使使使ってってってってややややっっっっておりますておりますておりますております。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

    特特特特別別別別にオフにオフにオフにオフィィィィスをスをスをスを持持持持ってってってってややややっているということではないんですかっているということではないんですかっているということではないんですかっているということではないんですか。。。。 

 中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長 

   そういうことではないですそういうことではないですそういうことではないですそういうことではないです。。。。ううううちちちちのののの会社会社会社会社のののの回回回回線線線線がががが 7 回回回回線線線線ありありありありましてましてましてまして、、、、2 回回回回線線線線ののののほほほほうのうのうのうの番番番番号号号号のラのラのラのランプがンプがンプがンプがつつつついたらいたらいたらいたら、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの、、、、屋屋屋屋台台台台村村村村だだだだったらったらったらったら屋屋屋屋台台台台村村村村としてとしてとしてとして出出出出るとかるとかるとかるとか、、、、エエエエココココ・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会でででで出出出出るとかというるとかというるとかというるとかというふふふふうなうなうなうな形形形形でででで、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動ををををややややっているというっているというっているというっているという事業事業事業事業ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 たたたただだだだ、、、、あまりにもそのあまりにもそのあまりにもそのあまりにもその事業事業事業事業がががが大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり過過過過ぎぎぎぎてきたというてきたというてきたというてきたという帰帰帰帰来来来来ははははごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 

   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長 

   先先先先ほほほほどどどど、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭でおでおでおでお話話話話ししましたししましたししましたししました、、、、夢夢夢夢のようなとのようなとのようなとのようなと言言言言ええええばばばば夢夢夢夢のようなのようなのようなのような話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、解解解解体体体体などかなどかなどかなどか
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らららら出出出出るるるる、、、、木木木木くずのくずのくずのくずのチチチチップとかップとかップとかップとか廃廃廃廃プラをプラをプラをプラを利用利用利用利用しましてしましてしましてしまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、連続連続連続連続式式式式熱熱熱熱分分分分解解解解炉炉炉炉とパンフとパンフとパンフとパンフレレレレットでットでットでットではなっていますがはなっていますがはなっていますがはなっていますが、、、、実実実実はははは、、、、我我我我々々々々もももも焼焼焼焼却炉却炉却炉却炉をををを持持持持っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても焼焼焼焼却却却却するのであれするのであれするのであれするのであればばばば、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシン対策対策対策対策もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、出出出出てくるてくるてくるてくる飛飛飛飛灰灰灰灰、、、、焼焼焼焼却却却却灰灰灰灰のののの処処処処理理理理にまたにまたにまたにまた金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。またまたまたまた安安安安全全全全面面面面をををを考考考考えたときにはえたときにはえたときにはえたときには、、、、それはそれはそれはそれは溶溶溶溶融融融融施設施設施設施設にににに持持持持っていってっていってっていってっていって溶溶溶溶融融融融せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない、、、、スラグスラグスラグスラグ化化化化するしかなするしかなするしかなするしかないのかなといういのかなといういのかなといういのかなという問問問問題題題題点点点点がありますがありますがありますがあります。。。。ココココストもかかりますしストもかかりますしストもかかりますしストもかかりますし。。。。たたたただだだだ、、、、そうなったときをそうなったときをそうなったときをそうなったときを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、このこのこのこの熱熱熱熱分分分分解解解解炉炉炉炉、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを粉砕粉砕粉砕粉砕してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを 1、、、、2、、、、3 とととと、、、、ロータロータロータロータリリリリーーーーキキキキルンみたいなルンみたいなルンみたいなルンみたいな形形形形のののの電気電気電気電気炉炉炉炉でででで、、、、徐徐徐徐々々々々にににに温温温温度度度度をををを上上上上げげげげてててていっていっていっていって、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには 1,000 度度度度までまでまでまで熱熱熱熱してしてしてして、、、、要要要要するにするにするにするに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを蒸蒸蒸蒸してしてしてしてガガガガスススス化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。そのそのそのそのガガガガスをスをスをスを逆逆逆逆ににににガガガガスタースタースタースタービビビビンにためてンにためてンにためてンにためて、、、、安定安定安定安定したしたしたした圧圧圧圧力力力力ででででガガガガスエンジンスエンジンスエンジンスエンジン、、、、これをこれをこれをこれを見見見見ますとますとますとますと、、、、250 キキキキロワットをロワットをロワットをロワットを 3 基動基動基動基動かすというかすというかすというかすというふふふふうなうなうなうな形形形形でででで発発発発電電電電してしてしてして、、、、電気電気電気電気炉炉炉炉ですからですからですからですから、、、、発発発発電電電電するするするする電気電気電気電気もすもすもすもすべべべべてててて自自自自前前前前でででで賄賄賄賄うといううといううといううという形形形形でででで、、、、24 時時時時間間間間炉炉炉炉、、、、ですからですからですからですから連続連続連続連続になっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれどもになっていますけれども、、、、出出出出てくるものはてくるものはてくるものはてくるものは、、、、ややややはりはりはりはり炭炭炭炭化化化化物物物物としてとしてとしてとして、、、、商商商商品品品品名名名名はあえてはあえてはあえてはあえて控控控控えますけれどもえますけれどもえますけれどもえますけれども、、、、何何何何かかかか商商商商品品品品名名名名もももも確確確確立立立立さささされてれてれてれて、、、、それがそれがそれがそれが炭炭炭炭化化化化物物物物ということでまたということでまたということでまたということでまた利用利用利用利用できるというできるというできるというできるというふふふふうなうなうなうな形形形形。。。。おそらくこのおそらくこのおそらくこのおそらくこの方方方方式式式式というのはというのはというのはというのは東東東東北北北北でもでもでもでも初初初初めてめてめてめてだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 ですからですからですからですから、、、、私私私私らもいろんならもいろんならもいろんならもいろんな形形形形でででで、、、、全全全全国国国国いろんなバイオマスプラントをいろんなバイオマスプラントをいろんなバイオマスプラントをいろんなバイオマスプラントを見見見見学学学学してきましたけれどしてきましたけれどしてきましたけれどしてきましたけれどもももも、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても実実実実験験験験ベベベベースのものがースのものがースのものがースのものがほほほほとんどでとんどでとんどでとんどで、、、、商商商商業業業業ベベベベースプラントでースプラントでースプラントでースプラントでややややるというところがなかるというところがなかるというところがなかるというところがなかなかなかなかなか出出出出てこなかったというのがてこなかったというのがてこなかったというのがてこなかったというのが実実実実情情情情ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、ここのここのここのここの企業企業企業企業はははは 1 社社社社でででで投投投投資資資資ということでということでということでということで、、、、数数数数億億億億円円円円、、、、相当相当相当相当なななな金金金金額額額額でででで投投投投資資資資したみたいですけれどもしたみたいですけれどもしたみたいですけれどもしたみたいですけれども、、、、ややややはりはりはりはりチャレチャレチャレチャレンジンジンジンジ精神精神精神精神とととと、、、、未来未来未来未来にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ははははエネルエネルエネルエネルギギギギーーーーだだだだというというというという考考考考ええええ方方方方のもとでのもとでのもとでのもとでチャレチャレチャレチャレンジしておりますンジしておりますンジしておりますンジしております。。。。ですからですからですからですから、、、、逆逆逆逆にににに、、、、東東東東北北北北でででで初初初初めてめてめてめて我我我我々々々々協会協会協会協会のののの中中中中からからからからチャレチャレチャレチャレンジするンジするンジするンジする企業企業企業企業がががが出出出出たというのはすたというのはすたというのはすたというのはすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだなとなとなとなと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。 ななななぜぜぜぜかしらかしらかしらかしら、、、、これがまたなかなかこれがまたなかなかこれがまたなかなかこれがまたなかなか PR されていませんでされていませんでされていませんでされていませんで、、、、知知知知らないらないらないらない人人人人がががが多多多多いんですよいんですよいんですよいんですよねねねね。。。。ですですですですからからからから、、、、このこのこのこの場場場場をおかりしましてをおかりしましてをおかりしましてをおかりしまして発発発発表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、いろんないろんないろんないろんな研究研究研究研究とかとかとかとか、、、、協力協力協力協力とかしてとかしてとかしてとかして、、、、知識知識知識知識をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ入入入入れさせてもらっていますれさせてもらっていますれさせてもらっていますれさせてもらっています。。。。 全全全全然然然然、、、、話話話話はははは飛飛飛飛びますけれどもびますけれどもびますけれどもびますけれども、、、、ホホホホタテタテタテタテ貝貝貝貝はははは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだよというよというよというよという形形形形のののの中中中中でででで、、、、実実実実ははははホホホホタテタテタテタテ貝貝貝貝はははは青青青青森県森県森県森県でででで年年年年間間間間 5万万万万トントントントン発発発発生生生生するするするする。。。。そのそのそのその 5万万万万トントントントン発発発発生生生生しているしているしているしているホホホホタテタテタテタテ貝貝貝貝をををを何何何何とかとかとかとか利用利用利用利用できないかといできないかといできないかといできないかということでうことでうことでうことで、、、、県県県県のののの出出出出先先先先機機機機関関関関のののの方方方方々々々々とととと研究研究研究研究しましてしましてしましてしまして、、、、実実実実はははは、、、、上手上手上手上手にににに乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてして破破破破砕砕砕砕をかけますとをかけますとをかけますとをかけますと、、、、我我我我々々々々のののの協会協会協会協会のののの RC40、、、、再再再再生生生生・・・・採採採採石石石石のプラントにかけますとのプラントにかけますとのプラントにかけますとのプラントにかけますと、、、、立立立立派派派派なななな再再再再生生生生材材材材になるということがわかりになるということがわかりになるということがわかりになるということがわかりましたましたましたました。。。。ところがところがところがところが、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥させるにはさせるにはさせるにはさせるには、、、、実実実実はかなりはかなりはかなりはかなりカカカカロロロロリリリリーがーがーがーが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということで、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも急急急急激激激激にににに熱熱熱熱しししし過過過過ぎぎぎぎるとるとるとると強度強度強度強度がないことからがないことからがないことからがないことから、、、、ややややはりあるはりあるはりあるはりある程程程程度度度度のののの温温温温度度度度でででで 24 時時時時間間間間ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり乾燥乾燥乾燥乾燥させるとさせるとさせるとさせると、、、、強度強度強度強度もももも出出出出るしるしるしるし、、、、再再再再生生生生路路路路盤盤盤盤材材材材としてとしてとしてとして使使使使用可能用可能用可能用可能だだだだということがわかりましてということがわかりましてということがわかりましてということがわかりまして、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとーとーとーと考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、このバイオマスプラントをこのバイオマスプラントをこのバイオマスプラントをこのバイオマスプラントを使使使使ってってってって、、、、当然当然当然当然ガガガガスススス化化化化していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、そのそのそのそのガガガガスでスでスでスで、、、、ババババーナーでーナーでーナーでーナーで、、、、要要要要するにそのするにそのするにそのするにその熱熱熱熱をををを使使使使ってってってってホホホホタテタテタテタテ貝貝貝貝をををを乾燥乾燥乾燥乾燥できるのではないかというようなできるのではないかというようなできるのではないかというようなできるのではないかというような考考考考えもえもえもえも可能可能可能可能ではないかとではないかとではないかとではないかと。。。。 そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして、、、、まあまあまあまあ、、、、利用利用利用利用はされているとはされているとはされているとはされていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく半半半半分以分以分以分以上上上上のものはなかなかのものはなかなかのものはなかなかのものはなかなか有効利用有効利用有効利用有効利用はされていないはされていないはされていないはされていない。。。。ところがところがところがところが、、、、ホホホホタテはタテはタテはタテは、、、、青森県青森県青森県青森県はははは有有有有名名名名ですからですからですからですから毎毎毎毎年年年年出出出出てくるということをてくるということをてくるということをてくるということを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、ややややはりこれをはりこれをはりこれをはりこれを有効利用有効利用有効利用有効利用してしてしてして、、、、再再再再生生生生してしてしてして、、、、リリリリサイクルのラサイクルのラサイクルのラサイクルのラインにインにインにインに乗乗乗乗せていくにはせていくにはせていくにはせていくには、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても熱熱熱熱源源源源としてこういうとしてこういうとしてこういうとしてこういうふふふふうなバイオマスプラントがうなバイオマスプラントがうなバイオマスプラントがうなバイオマスプラントが重要重要重要重要視視視視されされされされてくるのではないかということでてくるのではないかということでてくるのではないかということでてくるのではないかということで、、、、このこのこのこの併併併併用型用型用型用型のものをのものをのものをのものを、、、、できれできれできれできればばばば青森県青森県青森県青森県にににに根根根根づかせてづかせてづかせてづかせて、、、、我我我我々々々々協協協協会会会会としてもとしてもとしてもとしても、、、、協会協会協会協会員員員員ががががリリリリサイクルにものすサイクルにものすサイクルにものすサイクルにものすごごごごくくくく協力協力協力協力しているんしているんしているんしているんだだだだとととと威威威威張張張張れるようなれるようなれるようなれるような形形形形にににに持持持持っっっっていていていていけれけれけれければばばば、、、、夢夢夢夢のようなのようなのようなのような話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、将将将将来来来来的的的的にはそういうにはそういうにはそういうにはそういうふふふふうにしたいなとうにしたいなとうにしたいなとうにしたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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   わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。このプロジェクトはこのプロジェクトはこのプロジェクトはこのプロジェクトは、、、、非非非非常常常常にトップランナーにトップランナーにトップランナーにトップランナー的的的的なものですしなものですしなものですしなものですし、、、、これはこれはこれはこれは中居中居中居中居さんさんさんさんのところののところののところののところの八戸八戸八戸八戸リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会のエのエのエのエココココツツツツアーのアーのアーのアーの中中中中にににに組組組組みみみみ込込込込むむむむなんていうことはなんていうことはなんていうことはなんていうことは可能可能可能可能なんですかなんですかなんですかなんですかねねねね。。。。むむむむしろしろしろしろ中居中居中居中居さんにおさんにおさんにおさんにお尋尋尋尋ねねねねしたしたしたしたほほほほうがいいんですがうがいいんですがうがいいんですがうがいいんですが、、、、そんなことはそんなことはそんなことはそんなことは考考考考えられないでしえられないでしえられないでしえられないでしょょょょうかうかうかうか。。。。庄司庄司庄司庄司さんさんさんさん、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長     業業業業者者者者のののの了解了解了解了解がががが得得得得られれられれられれられればばばば、、、、できるとできるとできるとできると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので……。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事     どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれではははは、、、、柴田柴田柴田柴田さんさんさんさん……。。。。 

 柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長 基本的基本的基本的基本的なななな戦戦戦戦略略略略をををを、「、「、「、「イ・ノイ・ノイ・ノイ・ノウウウウ・・・・ココココウウウウ・・・・カカカカンのンのンのンの連連連連携携携携がががが必要必要必要必要」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。少少少少しししし説説説説明明明明しますがしますがしますがしますが、「、「、「、「イイイイ」」」」とはとはとはとは、、、、健康健康健康健康のためののためののためののための色色色色々々々々なななな研究研究研究研究ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「ノノノノウウウウ」」」」とはとはとはとは、、、、機機機機能性能性能性能性がががが高高高高いいいい、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい農農農農産産産産物物物物、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをつつつつくるということでくるということでくるということでくるということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして「「「「ココココウウウウ」」」」とはとはとはとは、、、、いろいろありますいろいろありますいろいろありますいろいろあります。。。。我我我我々々々々のののの今今今今考考考考えていることはえていることはえていることはえていることは、、、、農農農農業業業業ををををビビビビジネスとしてとらえたときジネスとしてとらえたときジネスとしてとらえたときジネスとしてとらえたときのののの産業化産業化産業化産業化でありますでありますでありますであります。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「カカカカンンンン」」」」とはとはとはとは、、、、実実実実はこれはこれはこれはこれ、、、、観観観観光光光光資源資源資源資源なんですなんですなんですなんです。。。。私私私私がががが思思思思っているっているっているっている「「「「医医医医・・・・農農農農・・・・工工工工・・・・観観観観」」」」のののの連連連連携携携携というものはというものはというものはというものは、、、、全全全全国国国国からたくさからたくさからたくさからたくさんのんのんのんの方方方方がががが青森県青森県青森県青森県にいらしていたにいらしていたにいらしていたにいらしていただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、観観観観光光光光をしながらをしながらをしながらをしながら温泉温泉温泉温泉にににに滞滞滞滞在在在在していたしていたしていたしていただだだだくくくく。。。。そこでそこでそこでそこで体体体体によいによいによいによい機機機機能性能性能性能性のののの食品食品食品食品をををを農農農農産産産産物物物物、、、、そのそのそのその他他他他、、、、召召召召しししし上上上上がっていたがっていたがっていたがっていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、健康健康健康健康になっていたになっていたになっていたになっていただだだだくくくく、、、、こういうこういうこういうこういう流流流流れをれをれをれを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、私私私私どものどものどものどもの組組組組合合合合がどういうがどういうがどういうがどういう役割役割役割役割をするのかといいますとをするのかといいますとをするのかといいますとをするのかといいますと、、、、それはそれはそれはそれは、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝をををを全全全全国的国的国的国的なブランなブランなブランなブランドドドドにすることでありますにすることでありますにすることでありますにすることであります。。。。それでそれでそれでそれで、、、、年内年内年内年内にににに全全全全国的国的国的国的なななな販販販販売売売売にににに向向向向けてけてけてけて今今今今準準準準備備備備しているこしているこしているこしていることをとをとをとを話話話話したわけでありしたわけでありしたわけでありしたわけでありますがますがますがますが、、、、1 つつつつ問問問問題題題題があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、全全全全国的国的国的国的なななな広広広広告告告告をををを打打打打つつつつためのためのためのための資資資資金金金金がががが、、、、今今今今 2 億億億億円円円円ほほほほどどどど必要必要必要必要ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに協力協力協力協力してしてしてしてほほほほしいしいしいしいというおというおというおというお願願願願いをしたいところでいをしたいところでいをしたいところでいをしたいところでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。まあまあまあまあ、、、、1,000 億億億億円円円円といってもといってもといってもといっても、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴ鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝そのものをそのものをそのものをそのものを販販販販売売売売してしてしてして 1,000 億億億億円円円円ということということということということではではではではごごごござざざざいませんのでいませんのでいませんのでいませんので、、、、観観観観光光光光資源資源資源資源、、、、観観観観光光光光のためにのためにのためにのために全全全全国国国国からからからから集集集集まっていたまっていたまっていたまっていただだだだくくくく方方方方々々々々のそういうことのそういうことのそういうことのそういうこと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薬薬薬薬膳膳膳膳教室教室教室教室的的的的なななな、、、、いろんなそういういろんなそういういろんなそういういろんなそういう展開展開展開展開をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、観観観観光光光光のののの中中中中でもいろんなそういうでもいろんなそういうでもいろんなそういうでもいろんなそういう、、、、何何何何といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをつつつつくっていけれくっていけれくっていけれくっていければばばばということということということということですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっと GOGO フフフファァァァンンンンドドドドででででごごごご紹介紹介紹介紹介しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、このこのこのこの霊芝霊芝霊芝霊芝をををを使使使使ったったったった新新新新しいしいしいしい商商商商品品品品開開開開発発発発でありますでありますでありますであります。。。。当面当面当面当面はははは、、、、化化化化粧粧粧粧品品品品なりなりなりなり外外外外用用用用剤剤剤剤をををを目指目指目指目指しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、そのそのそのその他他他他いろんないろんないろんないろんな原原原原料料料料といいまといいまといいまといいますかすかすかすか、、、、そういったものでそういったものでそういったものでそういったもので新新新新しいしいしいしい商商商商品品品品をををを生生生生むむむむ素素素素材材材材であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そういったそういったそういったそういったものをトータルにものをトータルにものをトータルにものをトータルに考考考考えたえたえたえた事業事業事業事業ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、大大大大変変変変夢夢夢夢のようなのようなのようなのような話話話話ななななののののですがですがですがですが、、、、ぜひぜひぜひぜひ頑頑頑頑張張張張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っているところでっているところでっているところでっているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 
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   ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、宮入宮入宮入宮入先先先先生生生生、、、、最後最後最後最後……。。。。 
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宮入教授宮入教授宮入教授宮入教授 

   非非非非常常常常にににに、、、、1,000 億億億億円円円円というのはというのはというのはというのは景景景景気気気気のいいのいいのいいのいい話話話話でででで、、、、できることならできることならできることならできることなら私私私私もおもおもおもお手手手手伝伝伝伝いしていしていしていして、、、、若干若干若干若干研究研究研究研究費費費費をををを分分分分けていたけていたけていたけていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っておりますけどっておりますけどっておりますけどっておりますけど、、、、私私私私、、、、一一一一応応応応、、、、未未未未利用利用利用利用バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利活用利活用利活用利活用のののの研究研究研究研究者者者者のののの立立立立場場場場からからからから、、、、まあまあまあまあ、、、、あまりあまりあまりあまり景景景景気気気気いいいいいいいい話話話話じゃじゃじゃじゃないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと意見意見意見意見をををを幾幾幾幾つつつつかかかか述述述述べべべべさせてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。県県県県のののの関係関係関係関係者者者者とととと違違違違ってってってって、、、、私私私私、、、、実実実実はははは県県県県のののの実実実実情情情情というのをそというのをそというのをそというのをそれれれれほほほほどどどど詳詳詳詳しくしくしくしく存存存存じじじじ上上上上げげげげていないのでていないのでていないのでていないので、、、、多多多多少少少少的的的的外外外外れなところがあるかもしれませんがれなところがあるかもしれませんがれなところがあるかもしれませんがれなところがあるかもしれませんが、、、、せっかくこせっかくこせっかくこせっかくこういうういうういうういう機機機機会会会会ですからですからですからですから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと述述述述べべべべさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 我我我我々々々々研究研究研究研究者者者者からからからから見見見見てててて、、、、未未未未利用利用利用利用バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利活用利活用利活用利活用のののの中中中中でででで最最最最もももも魅魅魅魅力的力的力的力的というかというかというかというか、、、、将将将将来来来来性性性性をををを感感感感じじじじるるるるのはのはのはのは、、、、実実実実はははは生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、あるいはバイオエタノールあるいはバイオエタノールあるいはバイオエタノールあるいはバイオエタノール製製製製造造造造。。。。これはこれはこれはこれは、、、、現現現現在日在日在日在日本本本本ではではではでは 1 年年年年にににに 2 万万万万トントントントンつつつつくられているというくられているというくられているというくられているというふふふふうにうにうにうに伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。将将将将来来来来的的的的にはにはにはには 3,000 万万万万トントントントン、、、、1,500 倍倍倍倍とととと試試試試算算算算されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの原原原原料料料料というのはというのはというのはというのは大体大体大体大体デデデデンプンンプンンプンンプン系系系系のバイオマスなのバイオマスなのバイオマスなのバイオマスなのでのでのでのですすすす。。。。主主主主にイモにイモにイモにイモ類類類類とかとかとかとか、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシがシがシがシが多多多多分分分分使使使使われているわれているわれているわれているのではのではのではのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、一一一一見見見見、、、、そういったそういったそういったそういった青森県青森県青森県青森県のバイオのバイオのバイオのバイオスをスをスをスを見見見見たときたときたときたとき、、、、生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの原原原原料料料料がががが豊豊豊豊富富富富なようになようになようになように見見見見えるえるえるえるののののですがですがですがですが、、、、実実実実はよくはよくはよくはよく見見見見てみまてみまてみまてみますとすとすとすと、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、青森県青森県青森県青森県のののの場場場場合合合合はははは、、、、搾汁搾汁搾汁搾汁残残残残渣渣渣渣とかとかとかとか、、、、ナナナナガガガガイモのイモのイモのイモの残残残残渣渣渣渣、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはホホホホタテのうろとタテのうろとタテのうろとタテのうろとかかかか、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材なんかもありますがなんかもありますがなんかもありますがなんかもありますが、、、、残残残残念念念念ながらこれらはながらこれらはながらこれらはながらこれらは皆皆皆皆デデデデンプンプンプンプンンンン系系系系ではではではではないないないないののののですですですです。。。。非非非非デデデデンプンンプンンプンンプン系系系系ということでということでということでということで、、、、実際実際実際実際これらからこれらからこれらからこれらから生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックをつつつつくるというのはくるというのはくるというのはくるというのは技術的技術的技術的技術的にもまにもまにもまにもまだだだだ確確確確立立立立されておりませんしされておりませんしされておりませんしされておりませんし、、、、もしもしもしもし確確確確立立立立されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても、、、、デデデデンプンンプンンプンンプン系系系系のものとのものとのものとのものと競競競競ってってってって勝勝勝勝てるというわけてるというわけてるというわけてるというわけででででははははないないないないののののですですですです。。。。 実実実実はははは、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、平平平平成成成成 14 年年年年にバイオマスニッにバイオマスニッにバイオマスニッにバイオマスニッポポポポンというのがスタートしましンというのがスタートしましンというのがスタートしましンというのがスタートしましてててて、、、、全全全全国一国一国一国一斉斉斉斉にににに、、、、どのどのどのどの県県県県でもいろんなプロジェクトがでもいろんなプロジェクトがでもいろんなプロジェクトがでもいろんなプロジェクトが立立立立ちちちち上上上上がってがってがってがって、、、、企企企企画画画画がががが発発発発表表表表されましたされましたされましたされました。。。。そそそそのののの中中中中をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、決決決決まったようにまったようにまったようにまったように未未未未利用利用利用利用バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化とかとかとかとか、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製造造造造とととと、、、、大体大体大体大体似似似似たようなもたようなもたようなもたようなものがのがのがのが並並並並んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、実実実実ははははメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、先先先先ほほほほどどどど冬冬冬冬のののの農農農農業業業業というようなというようなというようなというような話話話話もももも出出出出てきましたけどてきましたけどてきましたけどてきましたけど、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり小小小小規規規規模模模模でもできますしでもできますしでもできますしでもできますし、、、、青森県青森県青森県青森県のののの場場場場合合合合、、、、家畜家畜家畜家畜のののの排泄排泄排泄排泄物物物物もももも相当相当相当相当多多多多いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりどんどんりどんどんりどんどんりどんどん推推推推しししし進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべききききではではではではないかとないかとないかとないかと思思思思ううううののののですですですです。。。。 それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックというのはックというのはックというのはックというのは、、、、施設施設施設施設のののの規規規規模模模模もももも全全全全然違然違然違然違うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。当然当然当然当然、、、、大大大大きなきなきなきな施設施設施設施設になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、原原原原料料料料のののの供給供給供給供給というというというという問問問問題題題題もももも出出出出てきますしてきますしてきますしてきますし、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いまいまいまいましたようにしたようにしたようにしたように、、、、青森県青森県青森県青森県のののの場場場場合合合合はははは、、、、デデデデンプンンプンンプンンプン系系系系のののの肥肥肥肥料料料料といといといというううう意意意意味味味味ではあまりではあまりではあまりではあまり優優優優位位位位ではではではではないということないということないということないということななななののののですですですです。。。。 ではではではでは、、、、青森県青森県青森県青森県はははは一体一体一体一体どういうところをどういうところをどういうところをどういうところを目指目指目指目指せせせせばばばばいいのかということですがいいのかということですがいいのかということですがいいのかということですが、、、、結結結結局局局局はははは、、、、地域特有地域特有地域特有地域特有のののの未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、すなわすなわすなわすなわちリちリちリちリンンンンゴゴゴゴのののの絞絞絞絞りりりり粕粕粕粕とかとかとかとか、、、、ナナナナガガガガイモのイモのイモのイモの加工加工加工加工残残残残渣渣渣渣とかとかとかとか、、、、ホホホホタテタテタテタテ関係関係関係関係とかとかとかとか、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた新新新新たにたにたにたに見出見出見出見出されるそういったされるそういったされるそういったされるそういった地域特有地域特有地域特有地域特有のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを、、、、他他他他県県県県にににに負負負負けないようにけないようにけないようにけないように、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、それらのそれらのそれらのそれらの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした技術開発技術開発技術開発技術開発がががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思ううううののののですですですです。。。。それらのそれらのそれらのそれらの材材材材料料料料ででででなけれなけれなけれなければばばばできないものできないものできないものできないもの、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをややややはりはりはりはり開発開発開発開発していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるのではのではのではのではないかといないかといないかといないかといううううようようようようにににに思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そのためにそのためにそのためにそのためにはははは、、、、産学産学産学産学官官官官、、、、情情情情報報報報をををを共共共共有有有有しししし合合合合ってってってって、、、、協力体協力体協力体協力体制制制制をををを強化強化強化強化していきしていきしていきしていきたいとたいとたいとたいと私私私私自身自身自身自身思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事     どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、前田部長前田部長前田部長前田部長にににに、、、、四四四四方方方方のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞かれてかれてかれてかれて、、、、何何何何かかかか
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ごごごご感感感感想想想想とかとかとかとか、、、、ごごごご意見意見意見意見とかとかとかとか、、、、何何何何かおかおかおかお気気気気づきみたいなものがあれづきみたいなものがあれづきみたいなものがあれづきみたいなものがあればばばば、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 前田部長前田部長前田部長前田部長 

   おおおお金金金金のののの話話話話がががが出出出出ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、おおおお金金金金というのはというのはというのはというのは、、、、何何何何といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、抽象抽象抽象抽象的的的的にはおにはおにはおにはお金金金金とととと言言言言いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、実際実際実際実際はおはおはおはお金金金金のののの性性性性格格格格、、、、それからそれからそれからそれから出出出出しししし手手手手というものというものというものというもの、、、、ややややるるるる事業事業事業事業のステージにのステージにのステージにのステージに応応応応じじじじてててて違違違違ってきまってきまってきまってきますすすす。。。。これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんもうさんもうさんもうさんもうごごごご案案案案内内内内のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発段段段段階階階階とかとかとかとか実実実実験験験験段段段段階階階階、、、、それからそれからそれからそれから実際実際実際実際にににに事業事業事業事業ををををややややるるるる段段段段階階階階とかとかとかとか、、、、それによってそれによってそれによってそれによって補補補補助助助助金金金金だだだだったりったりったりったり、、、、市民市民市民市民のののの人人人人がががが、、、、ももももちちちちろんろんろんろん企業企業企業企業家家家家がおがおがおがお金金金金をををを出出出出したりしたりしたりしたり、、、、そそそそれかられかられかられから投投投投資資資資家家家家がおがおがおがお金金金金をををを出出出出したりしたりしたりしたり、、、、銀行銀行銀行銀行がががが融融融融資資資資をするというようにをするというようにをするというようにをするというように。。。。ですからですからですからですから、、、、ままままだだだだ研究開発研究開発研究開発研究開発とかとかとかとか実実実実験験験験とかですととかですととかですととかですと、、、、多多多多分分分分補補補補助助助助金金金金とかとかとかとか寄附寄附寄附寄附とかとかとかとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる起起起起業業業業家家家家、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、金融機金融機金融機金融機関関関関でおでおでおでお金金金金をををを出出出出すすすす場場場場合合合合にににに、、、、ハハハハイイイイリリリリスクのものであるとスクのものであるとスクのものであるとスクのものであると投投投投資資資資というものがありますというものがありますというものがありますというものがあります。。。。ローローローローリリリリスクですとスクですとスクですとスクですと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる融融融融資資資資ですですですですねねねね。。。。融融融融資資資資というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお金金金金をををを貸貸貸貸したらしたらしたらしたら利利利利子子子子ををををつつつつけてけてけてけて返返返返してくるしてくるしてくるしてくるということなのでということなのでということなのでということなので、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、出出出出しししし手手手手とおとおとおとお金金金金のののの性性性性格格格格がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、それをそれをそれをそれを事業事業事業事業段段段段階階階階でうでうでうでうまくまくまくまく使使使使うというのがうというのがうというのがうというのがポポポポイントかとイントかとイントかとイントかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺っているとっているとっているとっていると、、、、一一一一番番番番いいのはローいいのはローいいのはローいいのはローリリリリスク・スク・スク・スク・ハハハハイイイイリリリリターンターンターンターン、、、、これがあれこれがあれこれがあれこれがあればばばばもうもうもうもう一一一一番番番番最高最高最高最高なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、世世世世のののの中中中中、、、、多多多多分分分分そんなにうまくいかなくてそんなにうまくいかなくてそんなにうまくいかなくてそんなにうまくいかなくて、、、、リリリリンンンンゴゴゴゴのののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝ををををぜひぜひぜひぜひローローローローリリリリスク・スク・スク・スク・ハハハハイイイイリリリリターンのターンのターンのターンの事業事業事業事業にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけるとけるとけるとけると、、、、おおおお金金金金をををを出出出出すすすすほほほほうがうがうがうが、、、、当然当然当然当然そういうそういうそういうそういう計画計画計画計画ででででうまくうまくうまくうまく回回回回っていくとっていくとっていくとっていくと出出出出ししししややややすくなるということがあるかとすくなるということがあるかとすくなるということがあるかとすくなるということがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   それからそれからそれからそれから、、、、おおおお話話話話をををを伺伺伺伺っていてっていてっていてっていて思思思思いましたのはいましたのはいましたのはいましたのは、、、、今世今世今世今世界界界界がまさにがまさにがまさにがまさに資源資源資源資源争奪争奪争奪争奪戦戦戦戦といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、中中中中国国国国、、、、インインインインドドドドがまさにがまさにがまさにがまさに大大大大量量量量消費消費消費消費のののの時代時代時代時代にににに入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、それからそれからそれからそれから石石石石油油油油がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうがうがうがうが今今今今資源資源資源資源争奪争奪争奪争奪戦戦戦戦のののの状況状況状況状況になってきていますになってきていますになってきていますになってきています。。。。実実実実はははは、、、、これによってこれによってこれによってこれによって新新新新規規規規参入参入参入参入でででで電電電電力力力力供給供給供給供給がががが 5 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前からからからから始始始始まったわけですがまったわけですがまったわけですがまったわけですが、、、、ここにここにここにここに来来来来てててて、、、、原油原油原油原油をををを燃燃燃燃料料料料とするとするとするとする電電電電力力力力供給供給供給供給事業事業事業事業のののの新新新新規規規規参入参入参入参入のののの方方方方々々々々がががが撤撤撤撤退退退退をせをせをせをせざざざざるをるをるをるを得得得得なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています。。。。従来従来従来従来はははは、、、、電電電電力力力力にににに比比比比べべべべてててて安安安安いいいい価価価価格格格格でででで石石石石油油油油をををを炊炊炊炊いていていていて提提提提供供供供してしてしてしていたんですがいたんですがいたんですがいたんですが、、、、今今今今度度度度はははは逆逆逆逆にににに、、、、原油原油原油原油をををを使使使使っていますとっていますとっていますとっていますと上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて、、、、またまたまたまた電電電電力力力力にににに電電電電力会社力会社力会社力会社ののののほほほほうのうのうのうの需需需需要要要要がががが戻戻戻戻っているっているっているっている、、、、そんなことがそんなことがそんなことがそんなことが起起起起こってきていますこってきていますこってきていますこってきています。。。。 

   今今今今、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、これまたこれまたこれまたこれまた原油原油原油原油がががが将将将将来来来来どうどうどうどうなるかわかりませんがなるかわかりませんがなるかわかりませんがなるかわかりませんが、、、、バイオマスをはバイオマスをはバイオマスをはバイオマスをはじじじじめとめとめとめとするするするする、、、、まさにまさにまさにまさに地域地域地域地域にあるにあるにあるにある資源資源資源資源をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、それによってそれによってそれによってそれによって地域地域地域地域のののの抱抱抱抱えているいろいろなえているいろいろなえているいろいろなえているいろいろな問問問問題題題題をををを、、、、地地地地域域域域をををを維維維維持持持持するのとするのとするのとするのと組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせてややややっていくということがっていくということがっていくということがっていくということが大大大大変変変変重要重要重要重要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にバイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマスはははは CO2 フフフフリリリリーですしーですしーですしーですし、、、、価価価価格競争格競争格競争格競争力力力力もももも、、、、石石石石油油油油がががが上上上上がっているがっているがっているがっている状況状況状況状況ではではではでは多多多多分分分分出出出出てくるということにてくるということにてくるということにてくるということになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。 

   先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、規規規規制制制制のののの状況状況状況状況とかとかとかとか、、、、まさにまさにまさにまさに市市市市場場場場のののの動動動動向向向向によってによってによってによって、、、、実実実実はははは状況状況状況状況はははは刻刻刻刻々々々々とととと変変変変わるわるわるわる、、、、これがものすこれがものすこれがものすこれがものすごごごごくくくく難難難難しいしいしいしい。。。。本本本本来来来来、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性のののの環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは、、、、そうそうそうそういうことなのでいうことなのでいうことなのでいうことなので、、、、長長長長期期期期のプロジェクトでのプロジェクトでのプロジェクトでのプロジェクトで皆皆皆皆さんさんさんさん考考考考えていたえていたえていたえていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、実実実実はははは、、、、規規規規制制制制とかとかとかとか、、、、市市市市場場場場のののの動動動動向向向向はははは日日日日々々々々刻刻刻刻々々々々変変変変わるというわるというわるというわるという、、、、このこのこのこの時時時時間間間間軸軸軸軸のののの設設設設定定定定というのがというのがというのがというのが事業事業事業事業ををををややややるるるる場場場場合合合合にはもにはもにはもにはものすのすのすのすごごごごくくくく難難難難しいししいししいししいし、、、、私私私私どもどもどもども金融機金融機金融機金融機関関関関もももも、、、、審査審査審査審査をするとそこがものすをするとそこがものすをするとそこがものすをするとそこがものすごごごごくくくく悩悩悩悩むむむむというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いまいまいまいますすすす。。。。たたたただだだだ、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、世世世世界界界界のののの資源資源資源資源争奪争奪争奪争奪戦戦戦戦のののの状況状況状況状況、、、、それからそれからそれからそれから青森青森青森青森のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスをはをはをはをはじじじじめとするいろんなめとするいろんなめとするいろんなめとするいろんな未未未未利用利用利用利用のののの資源資源資源資源ををををぜひぜひぜひぜひ活用活用活用活用してしてしてして、、、、新新新新しいしいしいしいビビビビジネスをジネスをジネスをジネスをぜひぜひぜひぜひつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだききききたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 谷口谷口谷口谷口理理理理事事事事 
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   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、一一一一あたりあたりあたりあたり済済済済んんんんだだだだんですがんですがんですがんですが、、、、あとあとあとあと 5 分分分分残残残残っておりまっておりまっておりまっておりますのですのですのですので、、、、最後最後最後最後のののの締締締締めみたいなものをめみたいなものをめみたいなものをめみたいなものを私私私私ののののほほほほうからうからうからうからちちちちょょょょっとさせていたっとさせていたっとさせていたっとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

   弘前弘前弘前弘前大学大学大学大学のののの宮入教授宮入教授宮入教授宮入教授からからからから、、、、未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス研究研究研究研究セセセセンターのンターのンターのンターの活動活動活動活動ににににつつつついていていていて、、、、それからそれからそれからそれから機機機機能性能性能性能性食食食食品品品品開発開発開発開発セセセセンターのンターのンターのンターの柴田理柴田理柴田理柴田理事事事事長長長長からはからはからはからはリリリリンンンンゴゴゴゴ剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝によるによるによるによる鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝ののののビビビビジネスジネスジネスジネス化化化化、、、、それからそれからそれからそれから産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物協会協会協会協会のののの庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長からはからはからはからはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル環境産業環境産業環境産業環境産業ということでということでということでということで、、、、特特特特にににに木木木木くずくずくずくずやややや廃廃廃廃プラからプラからプラからプラからガガガガスススス化化化化発発発発電電電電をしをしをしをし、、、、炭炭炭炭化化化化物物物物ををををつつつつくるというようなプロジェクトくるというようなプロジェクトくるというようなプロジェクトくるというようなプロジェクト、、、、それからそれからそれからそれから、、、、八戸八戸八戸八戸リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会食食食食文文文文化化化化のののの環境環境環境環境プロジェクトということでプロジェクトということでプロジェクトということでプロジェクトということで、、、、スローフースローフースローフースローフードドドドとかエとかエとかエとかエココココツツツツーーーーリリリリズムともズムともズムともズムとも結結結結びびびびつつつつけたけたけたけた多多多多彩彩彩彩なななな活動活動活動活動をををを中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長からからからからごごごご報告報告報告報告していたしていたしていたしていただだだだいたわけでいたわけでいたわけでいたわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、共共共共通通通通しているしているしているしているキキキキーワーーワーーワーーワードドドドははははややややっっっっぱぱぱぱりバイオマスりバイオマスりバイオマスりバイオマスだだだだなとなとなとなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。もっとももっとももっとももっとも、、、、そういうそういうそういうそういう成成成成功功功功事事事事例例例例というかというかというかというか、、、、非非非非常常常常にににに優等優等優等優等生生生生にににに近近近近いいいい方方方方々々々々をををを集集集集めたからこうなったということもめたからこうなったということもめたからこうなったということもめたからこうなったということも言言言言えるかもしれませんがえるかもしれませんがえるかもしれませんがえるかもしれませんが、、、、どうもバイオマスとエどうもバイオマスとエどうもバイオマスとエどうもバイオマスとエココココツツツツーーーーリリリリズムというようなズムというようなズムというようなズムというような大大大大きなきなきなきなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでくくれるのかなとでくくれるのかなとでくくれるのかなとでくくれるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、成成成成功功功功のののの秘訣秘訣秘訣秘訣とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝のののの例例例例であるようにであるようにであるようにであるように、、、、ややややはりよいシーズはりよいシーズはりよいシーズはりよいシーズ、、、、それとそれとそれとそれとビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルルルルですですですですねねねね。。。。最最最最初初初初、、、、私私私私はははは、、、、鹿鹿鹿鹿角角角角霊芝霊芝霊芝霊芝ををををつつつつくってくってくってくって、、、、それをそれをそれをそれを粉砕粉砕粉砕粉砕してしてしてして原原原原料料料料ととととしてしてしてして売売売売るのかなとるのかなとるのかなとるのかなと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、薬薬薬薬膳膳膳膳料料料料理理理理ままままでででで、、、、レレレレストランをストランをストランをストランをつつつつくってくってくってくって、、、、それでそれでそれでそれで最最最最終製終製終製終製品品品品までそれをまでそれをまでそれをまでそれを取取取取りりりり込込込込んんんんだだだだビビビビジネスモジネスモジネスモジネスモデデデデルにしたいといルにしたいといルにしたいといルにしたいというううう構想構想構想構想、、、、それでそれでそれでそれで 1,000 億億億億円円円円とととと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、さすがさすがさすがさすがココココンサルタントがンサルタントがンサルタントがンサルタントがつつつついているところはいているところはいているところはいているところは違違違違うなとうなとうなとうなと、、、、こうこうこうこう思思思思ったったったった次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。 

   そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、庄司副庄司副庄司副庄司副会会会会長長長長からはからはからはからは、、、、法法法法的的的的なななな壁壁壁壁がいろいろあるしがいろいろあるしがいろいろあるしがいろいろあるし、、、、季節季節季節季節的的的的なななな問問問問題題題題もありもありもありもあり、、、、非非非非常常常常ににににごごごご苦苦苦苦労労労労なさっていることがおなさっていることがおなさっていることがおなさっていることがお言言言言葉葉葉葉からにからにからにからにじじじじみみみみ出出出出ておりましたけれどておりましたけれどておりましたけれどておりましたけれど、、、、しかししかししかししかし、、、、非非非非常常常常にににに質質質質のいいシーズのいいシーズのいいシーズのいいシーズのののの技術技術技術技術がががが花花花花開開開開きそうきそうきそうきそうだだだだということでということでということでということで、、、、大大大大変期待変期待変期待変期待できできできできますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん共共共共通通通通していることはしていることはしていることはしていることは、、、、チチチチャレャレャレャレンジンジンジンジ精神精神精神精神がががが極極極極めてめてめてめて旺盛旺盛旺盛旺盛だだだだということですということですということですということですねねねね。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、ややややはりはりはりはり人人人人をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ仕仕仕仕組組組組みづくりということでみづくりということでみづくりということでみづくりということで、、、、八戸八戸八戸八戸リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル協議会協議会協議会協議会のののの中居中居中居中居事事事事務局長務局長務局長務局長のおのおのおのお話話話話からからからからつつつつくづくくづくくづくくづく感感感感じじじじましてましてましてまして、、、、昨昨昨昨年年年年でででで 10 万万万万人人人人のののの人人人人たたたたちちちちががががリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル資料資料資料資料館館館館をををを訪訪訪訪れたれたれたれた。。。。いいいいやややや、、、、すすすすごごごごいこといこといこといことだだだだなとなとなとなと。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか全全全全国国国国からからからから月月月月 400 名名名名のののの人人人人がががが、、、、3,000 円円円円をををを出出出出してしてしてして中居局長中居局長中居局長中居局長のののの話話話話をををを聞聞聞聞きにきにきにきにくるというくるというくるというくるという、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭私私私私申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、人人人人とモノととモノととモノととモノと金金金金のののの流流流流れをれをれをれをつつつつくるというのはくるというのはくるというのはくるというのは何何何何よよよよりもりもりもりも重要重要重要重要でででで、、、、それがそれがそれがそれが都市社会都市社会都市社会都市社会とととと農農農農山山山山村村村村社会社会社会社会のののの循環循環循環循環系系系系ををををつつつつくるということですのでくるということですのでくるということですのでくるということですので、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく青森青森青森青森のののの中中中中だだだだけでけでけでけで何何何何かをかをかをかを自自自自己完己完己完己完結結結結型型型型ににににややややるというんるというんるというんるというんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ややややはりはりはりはり全全全全国国国国をををを巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんで人人人人をををを集集集集めるめるめるめる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると当然当然当然当然金金金金もももも集集集集まるまるまるまる、、、、というようなことというようなことというようなことというようなことじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思ったったったった次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。 

   そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ややややはりはりはりはり孤孤孤孤立立立立しないでしないでしないでしないで、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく図図図図ってってってって、、、、私私私私、、、、これもこれもこれもこれも冒頭冒頭冒頭冒頭にににに申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる生態系生態系生態系生態系といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系にににに倣倣倣倣ったったったった、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みづくりみづくりみづくりみづくり、、、、ネットワークづくりというのをネットワークづくりというのをネットワークづくりというのをネットワークづくりというのをぜひぜひぜひぜひややややっていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう既既既既にににに、、、、青森県青森県青森県青森県はははは環境先環境先環境先環境先進県進県進県進県にににになっているなとなっているなとなっているなとなっているなと感感感感じじじじましたましたましたました。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市がががが環境首都宣言環境首都宣言環境首都宣言環境首都宣言をしてをしてをしてをしておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、北九州北九州北九州北九州とととと青森県青森県青森県青森県とはとはとはとは、、、、同同同同じじじじ「「「「環境環境環境環境」」」」というというというというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでもでもでもでも全全全全くくくく性性性性質質質質はははは違違違違うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、西西西西のののの環境環境環境環境首都首都首都首都はははは北九州北九州北九州北九州とととと言言言言えるのでしえるのでしえるのでしえるのでしょょょょうがうがうがうが、、、、北北北北はははは青森県青森県青森県青森県というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、青森県青森県青森県青森県だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、北北北北東東東東北北北北 3 県県県県、、、、岩岩岩岩手手手手、、、、青森青森青森青森、、、、秋秋秋秋田田田田、、、、このこのこのこの 3つつつつははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり密接密接密接密接なななな連連連連携携携携でででで、、、、もうもうもうもう既既既既にににに県県県県知知知知事事事事のののの交交交交流流流流もももも随随随随分分分分前前前前からあるようですしからあるようですしからあるようですしからあるようですし、、、、大大大大変変変変いいいいいいいい関係関係関係関係にあるようですがにあるようですがにあるようですがにあるようですが、、、、ぜひぜひぜひぜひ北北北北東東東東北北北北 3 県県県県のバイオマのバイオマのバイオマのバイオマスというものをスというものをスというものをスというものを利用利用利用利用してしてしてして事業化事業化事業化事業化ををををややややられるとられるとられるとられると同時同時同時同時にににに、、、、地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税をををを、、、、このこのこのこの豊豊豊豊かなバイオマスのかなバイオマスのかなバイオマスのかなバイオマスの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割というものをというものをというものをというものを中央中央中央中央にアにアにアにアピピピピールしてールしてールしてールして地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税をををを獲獲獲獲得得得得していたしていたしていたしていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって、、、、知知知知りりりり合合合合いなんかともしいなんかともしいなんかともしいなんかともしょょょょっっっっちちちちゅゅゅゅうそういううそういううそういううそういう話話話話をしてをしてをしてをして、、、、人口人口人口人口とととと面面面面積積積積だだだだけでけでけでけで交付交付交付交付税税税税をををを分分分分けるなんてとんでもないけるなんてとんでもないけるなんてとんでもないけるなんてとんでもない話話話話だだだだというようなことをというようなことをというようなことをというようなことを言言言言っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、私私私私なんかがなんかがなんかがなんかが言言言言ってもしってもしってもしってもし
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ようがないんでようがないんでようがないんでようがないんで、、、、ややややはりはりはりはり県県県県知知知知事事事事さんさんさんさん、、、、地方地方地方地方からからからから中央中央中央中央をををを攻攻攻攻めるというようなこともめるというようなこともめるというようなこともめるというようなこともややややっていたっていたっていたっていただだだだききききたいたいたいたい。。。。ややややはりはりはりはり産産産産官官官官学学学学とととと、、、、それにトップがそれにトップがそれにトップがそれにトップが動動動動くということもくということもくということもくということも、、、、口口口口ははははばばばばったいったいったいったい言言言言いいいい方方方方ですがですがですがですが、、、、大大大大変変変変重重重重要要要要なことなことなことなことじゃじゃじゃじゃないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

   そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、私私私私自身自身自身自身もももも大大大大変勉変勉変勉変勉強強強強になりましたしになりましたしになりましたしになりましたし、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方からからからから会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のおのおのおのお役役役役にににに立立立立つつつつてるてるてるてるようなおようなおようなおようなお話話話話ををををしてしてしてして頂頂頂頂くくくくことことことことができてができてができてができて、、、、大大大大変私変私変私変私はははは幸幸幸幸せにせにせにせに感感感感じじじじるわけでるわけでるわけでるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

   長時長時長時長時間間間間おおおおつつつつきききき合合合合いくいくいくいくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

   ここでここでここでここで、、、、ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様からからからからごごごご質問質問質問質問などなどなどなどごごごござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。もしありましたらもしありましたらもしありましたらもしありましたら、、、、挙挙挙挙手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。時時時時間間間間ももももごごごござざざざいませんのでいませんのでいませんのでいませんので、、、、皆皆皆皆さんにというわけにはいきませんけれどもさんにというわけにはいきませんけれどもさんにというわけにはいきませんけれどもさんにというわけにはいきませんけれども。。。。ごごごご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいませんかいませんかいませんかいませんか。。。。 

   はいはいはいはい、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお一方一方一方一方。。。。マイクをおマイクをおマイクをおマイクをお持持持持ちちちちいたしますいたしますいたしますいたします。。。。スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの方方方方、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 質問質問質問質問 それそれそれそれぞぞぞぞれにみなれにみなれにみなれにみなさんさんさんさん、、、、すすすすばばばばらしいおらしいおらしいおらしいお話話話話でででで、、、、大大大大感感感感激激激激いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。私私私私はははは、、、、今日今日今日今日、、、、前田部長前田部長前田部長前田部長におにおにおにお会会会会いしたくていしたくていしたくていしたくて参参参参りましたりましたりましたりました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、青森県青森県青森県青森県はははは、、、、北九州北九州北九州北九州というというというという先先先先例例例例もありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり青青青青森県森県森県森県はナンバーワンはナンバーワンはナンバーワンはナンバーワンだだだだとととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように自自自自覚覚覚覚してしてしてして、、、、私私私私もももも頑頑頑頑張張張張りたいりたいりたいりたい。。。。 本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。取取取取りとめのないりとめのないりとめのないりとめのない話話話話でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、私私私私、、、、挙挙挙挙手手手手させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききましたましたましたました。。。。 

 司司司司会会会会 

   どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、ほほほほかにかにかにかにごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見意見意見意見などなどなどなどごごごござざざざいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、そしてそしてそしてそしてココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めていためていためていためていただだだだきましたきましたきましたきました谷口様谷口様谷口様谷口様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度皆皆皆皆様様様様のののの盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 本本本本日日日日はははは誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション、、、、終了終了終了終了とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。最後最後最後最後にににに、、、、おおおお客客客客様様様様からもおからもおからもおからもお言言言言葉葉葉葉ありましたとおりありましたとおりありましたとおりありましたとおり、、、、本本本本当当当当にすにすにすにすばばばばらしいパネルらしいパネルらしいパネルらしいパネルディディディディススススカカカカ ッションッションッションッション、、、、とてもとてもとてもとても貴重貴重貴重貴重なななな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだくことができましたくことができましたくことができましたくことができました。。。。 どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、皆皆皆皆様様様様もももも最後最後最後最後までおまでおまでおまでおつつつつきききき合合合合いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・青森青森青森青森」」」」をををを終了終了終了終了とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきたきたきたきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 なおなおなおなお、、、、おおおお帰帰帰帰りりりりのののの際際際際にはにはにはには、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞアンアンアンアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙ににににごごごご記入記入記入記入いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、係係係係のののの者者者者におにおにおにお渡渡渡渡しいたしいたしいたしいただだだだきますようにきますようにきますようにきますように、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

   なおなおなおなお、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、10 月月月月 7日日日日、、、、8日日日日、、、、土土土土曜曜曜曜日日日日・・・・日日日日曜曜曜曜日日日日のののの 2日日日日間間間間、「、「、「、「もっもっもっもったいないをたいないをたいないをたいないを、、、、見見見見直直直直そうそうそうそう」」」」をテーマにをテーマにをテーマにをテーマに、、、、青森市青森市青森市青森市にありますにありますにありますにあります青森県青森県青森県青森県観観観観光光光光物物物物産産産産館館館館「「「「アスパムアスパムアスパムアスパム」」」」及及及及びびびび青青青青いいいい
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海公海公海公海公園園園園をををを会会会会場場場場にににに、「、「、「、「第第第第 1 回回回回あおもりあおもりあおもりあおもり環境環境環境環境フェステフェステフェステフェスティィィィバルバルバルバル＆＆＆＆3R 推進青森大会推進青森大会推進青森大会推進青森大会」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご家家家家族族族族皆皆皆皆様様様様おおおお誘誘誘誘いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの上上上上、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ多多多多数数数数おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきますようにきますようにきますようにきますように、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。 

   それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際はははは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物などなどなどなどごごごござざざざいませんよういませんよういませんよういませんよう、、、、またまたまたまた気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。本本本本日日日日ののののごごごご来来来来場場場場、、、、誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 

――    了了了了    ―― 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島    ～「～「～「～「3R3R3R3Rでででで進進進進めるめるめるめる環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり」～」～」～」～    

    日時日時日時日時    ：：：：    2006200620062006年年年年 9999月月月月 11111111日日日日（（（（月月月月））））13:0013:0013:0013:00－－－－17:0017:0017:0017:00    場所場所場所場所    ：：：：    徳島徳島徳島徳島ププププリリリリンスンスンスンスホホホホテルテルテルテル    1111階階階階    ププププリリリリンスンスンスンスホホホホールールールール    プログラムプログラムプログラムプログラム    開会開会開会開会    主催主催主催主催者挨拶者挨拶者挨拶者挨拶            

                                                        飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門        氏氏氏氏            徳島県徳島県徳島県徳島県知知知知事事事事    

                                                        鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之        氏氏氏氏                    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

    基調基調基調基調講演講演講演講演            「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化のののの動動動動向向向向とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築」」」」    

                                                            鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

    事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介    1    1    1    1            学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISOのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

                                                        坂坂坂坂本本本本拳也拳也拳也拳也さんさんさんさん    

                                                        小小小小山山山山泰葉泰葉泰葉泰葉さんさんさんさん    

                                                        中村中村中村中村一一一一彦彦彦彦さんさんさんさん    

                                                        片片片片岡岡岡岡麗美麗美麗美麗美さんさんさんさん            阿波阿波阿波阿波市立市市立市市立市市立市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（6666年年年年生生生生））））    

    

                                    2    2    2    2    エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームによるームによるームによるームによる「「「「ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

                                                        津川津川津川津川ななななちちちち子子子子    氏氏氏氏                                エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームームームーム    

    パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっと 3R3R3R3R（（（（リデュリデュリデュリデュースースースース･リユ･リユ･リユ･リユースースースース･リ･リ･リ･リサイクルサイクルサイクルサイクル））））」」」」    

        ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター    

                                                        水口裕之水口裕之水口裕之水口裕之        氏氏氏氏            徳島大学大学徳島大学大学徳島大学大学徳島大学大学院教授院教授院教授院教授                                

        パネパネパネパネリリリリストストストスト                    鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表                    庄子庄子庄子庄子真真真真憲憲憲憲    氏氏氏氏            環境環境環境環境省省省省大大大大臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル対策部対策部対策部対策部    

                                                                                                                                                                                        企企企企画課画課画課画課リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐                                                                        

                                                        杉浦杉浦杉浦杉浦        良良良良    氏氏氏氏                NPONPONPONPO法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会代表代表代表代表理理理理事事事事                    三木三木三木三木康康康康弘弘弘弘        氏氏氏氏                三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長    

                                                        松松松松井井井井        勉勉勉勉        氏氏氏氏                                                    徳島県徳島県徳島県徳島県県民環境県民環境県民環境県民環境部部部部環境環境環境環境局局局局環境環境環境環境整備整備整備整備課課課課ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ推進推進推進推進室長室長室長室長    

    

    議事議事議事議事    司司司司会会会会（（（（泉泉泉泉））））    

        皆皆皆皆様様様様はははは、、、、本本本本日日日日、、、、何何何何かとおかとおかとおかとお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、ごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。本本本本日日日日はははは午午午午後後後後 5555 時時時時までのまでのまでのまでの開催開催開催開催とととと、、、、長時長時長時長時間間間間になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、どうかどうかどうかどうか最後最後最後最後までまでまでまでごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきまきまきまきますようすようすようすよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    
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        それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県ならびにとくしまならびにとくしまならびにとくしまならびにとくしま環境科学環境科学環境科学環境科学機機機機構主催構主催構主催構主催のののの「「「「ゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラム・イン・エミッションフォーラム・イン・エミッションフォーラム・イン・エミッションフォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。申申申申しおくれましたがしおくれましたがしおくれましたがしおくれましたが、、、、私私私私、、、、本本本本日日日日進進進進行行行行役役役役をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます泉泉泉泉    美美美美穂穂穂穂とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、これよりはこれよりはこれよりはこれよりは、、、、主催主催主催主催者者者者をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門徳島県徳島県徳島県徳島県知知知知事事事事からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    主催主催主催主催者者者者あいさあいさあいさあいさつつつつ    

    飯泉知飯泉知飯泉知飯泉知事事事事    

        たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介をををを賜賜賜賜りましたりましたりましたりました、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県知知知知事事事事のののの飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門飯泉嘉門ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島、「、「、「、「3R3R3R3R でででで進進進進めるめるめるめる環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり」」」」をををを開催開催開催開催いたしましたとこいたしましたとこいたしましたとこいたしましたところろろろ、、、、このようにこのようにこのようにこのように大大大大勢勢勢勢のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお集集集集まりをいたまりをいたまりをいたまりをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。心心心心からからからから御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、今日今日今日今日はははは、、、、同同同同じじじじ主催主催主催主催者者者者としてとしてとしてとして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のゼロエのゼロエのゼロエのゼロエミッションフォーラムのミッションフォーラムのミッションフォーラムのミッションフォーラムの皆皆皆皆さんをさんをさんをさんを代表代表代表代表されましてされましてされましてされまして、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にはにはにはには基調基調基調基調講演講演講演講演をををを行行行行っていたっていたっていたっていただだだだくことくことくことくこととなっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

        さてさてさてさて、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀はははは環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀とととと言言言言われておるわけでありましてわれておるわけでありましてわれておるわけでありましてわれておるわけでありまして、、、、身近身近身近身近なななな環境環境環境環境問問問問題題題題からからからから地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策とととと、、、、非非非非常常常常にこのにこのにこのにこの環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、幅幅幅幅広広広広くくくく対対対対象象象象としているところでありますとしているところでありますとしているところでありますとしているところであります。。。。またまたまたまた、、、、身近身近身近身近なところとなところとなところとなところといいますといいますといいますといいますと、、、、平平平平成成成成 16161616 年年年年がががが「「「「災災災災いのいのいのいの年年年年」」」」とととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。本県徳島県本県徳島県本県徳島県本県徳島県におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも 5555 つつつつのののの台台台台風風風風がががが上上上上陸陸陸陸をしをしをしをし、、、、そしてそしてそしてそして 8888 つつつつのののの台台台台風風風風のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ、、、、またまたまたまた全全全全国国国国でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの台台台台風風風風被被被被害害害害をををを受受受受けたところでありますけたところでありますけたところでありますけたところであります。。。。こうしたこうしたこうしたこうした原原原原因因因因といったものもといったものもといったものもといったものも、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化がががが影響影響影響影響しているのではないしているのではないしているのではないしているのではないだだだだろうかとろうかとろうかとろうかと、、、、このようにこのようにこのようにこのように言言言言われたところでありますわれたところでありますわれたところでありますわれたところであります。。。。今今今今度度度度はははは、、、、17171717 年年年年 2222 月月月月にににに京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書がががが批准批准批准批准されされされされ、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ日日日日本本本本といたしといたしといたしといたしましてもましてもましてもましても、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスススス 6666％％％％削減削減削減削減、、、、このこのこのこの国際国際国際国際公公公公約約約約がスタートするということでありますががスタートするということでありますががスタートするということでありますががスタートするということでありますが、、、、先進先進先進先進諸諸諸諸国国国国のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一このこのこのこの中中中中にににに入入入入っておりませんでしっておりませんでしっておりませんでしっておりませんでしたアたアたアたアメメメメリカリカリカリカ合合合合衆衆衆衆国国国国におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、平平平平成成成成 17171717 年年年年はははは巨巨巨巨大大大大ハハハハリリリリケケケケーンがーンがーンがーンが襲襲襲襲ってくるってくるってくるってくる。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの巨巨巨巨大大大大ハハハハリリリリケケケケーンーンーンーン発発発発生生生生のののの原原原原因因因因ももももややややはりはりはりはり地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ではないではないではないではないだだだだろうかとろうかとろうかとろうかと、、、、このようにもこのようにもこのようにもこのようにも言言言言われたところでわれたところでわれたところでわれたところでありますありますありますあります。。。。    

        こうしたこうしたこうしたこうした気気気気象象象象条件条件条件条件はもとよりでありますがはもとよりでありますがはもとよりでありますがはもとよりでありますが、、、、ややややはりはりはりはり身近身近身近身近なところからこのなところからこのなところからこのなところからこの環境環境環境環境問問問問題題題題ににににつつつついてしいてしいてしいてしっかりとっかりとっかりとっかりと考考考考えていこうということでえていこうということでえていこうということでえていこうということで、、、、今今今今、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、「、「、「、「環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり」」」」とととというものをいうものをいうものをいうものを県県県県政政政政推進推進推進推進 7777 本本本本柱柱柱柱のののの 1111 つつつつにににに掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、小小小小学学学学生生生生のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから高高高高齢齢齢齢者者者者のののの皆皆皆皆さんまでさんまでさんまでさんまで、、、、身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから、、、、そしてさらにはこのそしてさらにはこのそしてさらにはこのそしてさらにはこの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策までまでまでまで、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと環境環境環境環境問問問問題題題題にににに考考考考ええええ、、、、そしてそしてそしてそして一一一一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出出出出ていたていたていたていただだだだこうということでこうということでこうということでこうということで、、、、「「「「環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまとくしまとくしまとくしま憲憲憲憲章章章章」」」」というものをというものをというものをというものを、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた平平平平成成成成 16161616 年度年度年度年度からスタートさせていたからスタートさせていたからスタートさせていたからスタートさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。こうしたこうしたこうしたこうした活動活動活動活動をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、またまたまたまた事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、さらにはさらにはさらにはさらには県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは環境環境環境環境ににににつつつついてのいてのいてのいての高高高高いいいい行行行行為為為為規規規規範範範範とととと意識意識意識意識をををを持持持持っているんっているんっているんっているんだだだだ。。。。環境環境環境環境といえといえといえといえばばばば、、、、全全全全国国国国からからからから徳島徳島徳島徳島なんなんなんなんだだだだとととと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、こうしたこうしたこうしたこうした環境環境環境環境首首首首都都都都づくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指していこうしていこうしていこうしていこう、、、、このようにしているこのようにしているこのようにしているこのようにしている中中中中、、、、今日今日今日今日のこのゼロエミッションフォーラムのこのゼロエミッションフォーラムのこのゼロエミッションフォーラムのこのゼロエミッションフォーラム。。。。    

        ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉、、、、これはこれはこれはこれは出出出出すものをゼロにしていこうすものをゼロにしていこうすものをゼロにしていこうすものをゼロにしていこう。。。。3R3R3R3R というというというという、、、、最最最最近近近近ではこではこではこではこれがれがれがれが 4444 になったりになったりになったりになったり 5555 になったりしてくるわけですがになったりしてくるわけですがになったりしてくるわけですがになったりしてくるわけですが、、、、ややややはりこうしたはりこうしたはりこうしたはりこうした点点点点ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、日日日日ごごごごろからのろからのろからのろからの高高高高いいいい環境環境環境環境にににに対対対対するするするする意識意識意識意識とととと行行行行為為為為規規規規範範範範をををを持持持持つつつつことがことがことがことが大大大大切切切切であろうとであろうとであろうとであろうと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。    

        特特特特にこのにこのにこのにこの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、「、「、「、「いいいいややややいいいいやややや、、、、このこのこのこの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化というのはなかなかというのはなかなかというのはなかなかというのはなかなか大大大大きなきなきなきな話話話話題題題題ですよですよですよですよ」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれる方方方方がががが多多多多くおられるわけですがくおられるわけですがくおられるわけですがくおられるわけですが、、、、ちちちちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした家家家家庭庭庭庭のののの電電電電源源源源のスイッのスイッのスイッのスイッチチチチをををを切切切切っっっっ
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てみるとかてみるとかてみるとかてみるとか、、、、アイアイアイアイドリドリドリドリングをングをングをングをややややめてみるとかめてみるとかめてみるとかめてみるとか、、、、こうしたこうしたこうしたこうした身近身近身近身近なことからもなことからもなことからもなことからも地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策としてとしてとしてとして多多多多いにいにいにいに効効効効果果果果があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、こうしたこうしたこうしたこうした点点点点ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては一一一一歩歩歩歩全全全全国国国国よよよよりりりり先先先先んんんんじじじじようとようとようとようと。。。。昨昨昨昨年年年年からからからから、、、、環境環境環境環境省省省省におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、クールクールクールクールビビビビズズズズ、、、、またまたまたまたウウウウォームォームォームォームビビビビズといズといズといズというううう対対対対応応応応がなされてきておりますしがなされてきておりますしがなされてきておりますしがなされてきておりますし、、、、またまたまたまた昨昨昨昨年年年年からからからから今今今今年年年年にかけてのにかけてのにかけてのにかけての冬冬冬冬におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、環境環境環境環境省省省省からからからから、、、、例例例例ええええばばばば各各各各家家家家庭庭庭庭のののの暖房暖房暖房暖房のののの温温温温度度度度はははは 20202020 度度度度にしてくにしてくにしてくにしてくだだだださいさいさいさい、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境省省省省はそれをはそれをはそれをはそれを率先率先率先率先垂垂垂垂範範範範ということということということということでででで、、、、一一一一歩歩歩歩先先先先んんんんじじじじるるるる、、、、19191919 度度度度とととと、、、、大大大大変変変変寒寒寒寒かったとかったとかったとかったと。。。。私私私私もももも環境環境環境環境省省省省をををを訪訪訪訪れまれまれまれますとすとすとすと、、、、確確確確かにかにかにかに寒寒寒寒いなといういなといういなといういなという声声声声をををを聞聞聞聞くわけですがくわけですがくわけですがくわけですが、、、、私私私私はははは若干若干若干若干暖暖暖暖かいんかいんかいんかいんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなという気気気気がいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。といいますのもといいますのもといいますのもといいますのも、、、、徳島徳島徳島徳島のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、このクールこのクールこのクールこのクールビビビビズズズズ、、、、ウウウウォームォームォームォームビビビビズのズのズのズの提唱提唱提唱提唱のののの 1111 年年年年前前前前からからからから、、、、特特特特にににに夏夏夏夏ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、「「「「夏夏夏夏のエのエのエのエココココスタイルスタイルスタイルスタイル」」」」ということでということでということでということで、、、、夏夏夏夏をををを涼涼涼涼しくしくしくしく、、、、しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化にはにはにはには率先的率先的率先的率先的にににに貢献貢献貢献貢献をしをしをしをしようということでようということでようということでようということで、、、、夏夏夏夏のエのエのエのエココココスタイルをスタイルをスタイルをスタイルを実実実実践践践践してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、冬冬冬冬ににににつつつついてもいてもいてもいても冬冬冬冬のエのエのエのエココココスタイルということでスタイルということでスタイルということでスタイルということで、、、、このこのこのこの冬冬冬冬ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県はははは 17171717 度度度度ということでということでということでということで、、、、実実実実はははは、、、、労労労労安安安安法法法法のののの関係関係関係関係があってこれがあってこれがあってこれがあってこれ以以以以上上上上下下下下げげげげることはできないわけですがることはできないわけですがることはできないわけですがることはできないわけですが、、、、県県県県庁庁庁庁はははは 17171717 度度度度でででで過過過過ごごごごさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきまきまきまきましたしたしたした。。。。多多多多くのくのくのくの職職職職員員員員のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県庁庁庁庁をををを訪訪訪訪れたれたれたれた皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと寒寒寒寒過過過過ぎぎぎぎるんるんるんるんじゃじゃじゃじゃないないないないかというかというかというかという声声声声もいたもいたもいたもいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、しかししかししかししかし、、、、特特特特にににに若若若若いいいい職職職職員員員員のののの皆皆皆皆さんからのさんからのさんからのさんからのごごごご発想発想発想発想ということでということでということでということで、、、、たたたただだだだ寒寒寒寒いということにいということにいということにいということに対対対対してしてしてして耐耐耐耐えるということではなくえるということではなくえるということではなくえるということではなく、、、、これをおしこれをおしこれをおしこれをおしゃゃゃゃれにれにれにれに過過過過ごごごごしていってはどうしていってはどうしていってはどうしていってはどうだだだだろうかとろうかとろうかとろうかと。。。。アパアパアパアパレレレレルルルル業界業界業界業界のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、またまたまたまたデデデデザザザザイナーのイナーのイナーのイナーの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと率先率先率先率先してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、県県県県庁庁庁庁ののののホホホホールにおいてみずからモールにおいてみずからモールにおいてみずからモールにおいてみずからモデデデデルになっていたルになっていたルになっていたルになっていただだだだきききき、、、、冬冬冬冬をををを暖暖暖暖かくかくかくかく過過過過ごごごごすフすフすフすファァァァッションッションッションッションショーまでショーまでショーまでショーまで開開開開いていたいていたいていたいていただだだだいたところでありますいたところでありますいたところでありますいたところであります。。。。    

        そそそそこでこでこでこで、、、、今今今今年年年年にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、今今今今度度度度はははは夏夏夏夏のエのエのエのエココココスタイルもさらにバージョンアップをさせていたスタイルもさらにバージョンアップをさせていたスタイルもさらにバージョンアップをさせていたスタイルもさらにバージョンアップをさせていただだだだきききき、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく夏夏夏夏のエのエのエのエココココスタイルをスタイルをスタイルをスタイルを PRPRPRPR するということであれするということであれするということであれするということであればばばば、、、、徳島徳島徳島徳島のののの伝統伝統伝統伝統的的的的なななな藍藍藍藍染染染染めめめめ、、、、ししししじじじじらららら織織織織りりりり、、、、こうしたものをさらにこうしたものをさらにこうしたものをさらにこうしたものをさらに PRPRPRPR することはできないすることはできないすることはできないすることはできないだだだだろうかということでろうかということでろうかということでろうかということで、、、、県県県県庁庁庁庁におきましにおきましにおきましにおきましてはてはてはては、、、、正正正正藍藍藍藍ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはしあるいはしあるいはしあるいはしじじじじらららら織織織織りりりり、、、、こうしたものをこうしたものをこうしたものをこうしたものを皆皆皆皆でででで率先率先率先率先してしてしてして着着着着てみようということてみようということてみようということてみようということでででで、、、、さらにさらにさらにさらに地地地地場場場場産業産業産業産業のののの振興振興振興振興というというというという観点観点観点観点にもにもにもにも今取今取今取今取りりりり組組組組んでいるところでありますんでいるところでありますんでいるところでありますんでいるところであります。。。。    こうしたこうしたこうしたこうした徳島徳島徳島徳島でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みというものみというものみというものみというもの、、、、おおおお時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばばままままだだだだままままだだだだおおおお話話話話をしたいところですがをしたいところですがをしたいところですがをしたいところですが、、、、今今今今日日日日はははは主催主催主催主催者者者者ののののあいさあいさあいさあいさつつつつということでということでということでということでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの後後後後はははは鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生ののののごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、またパネルまたパネルまたパネルまたパネルディディディディススススカカカカッションというッションというッションというッションという中中中中でででで、、、、さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの 3R3R3R3R といったといったといったといった点点点点、、、、またまたまたまた地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化といったといったといったといった点点点点ににににつつつつきましてきましてきましてきまして議議議議論論論論をををを深深深深めていためていためていためていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今日今日今日今日ここでのここでのここでのここでの会議会議会議会議でのでのでのでの成成成成果果果果といったもといったもといったもといったものののの、、、、これがこれがこれがこれが県内県内県内県内隅隅隅隅々々々々はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、全全全全国国国国にもにもにもにも大大大大いにいにいにいに情情情情報発報発報発報発信信信信されますことをされますことをされますことをされますことを心心心心からからからからごごごご祈祈祈祈念念念念をををを申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、主催主催主催主催者者者者としてのとしてのとしてのとしてのごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

    司司司司会会会会    

        それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之代表之代表之代表之代表からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        このたびはこのたびはこのたびはこのたびは、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島をををを開催開催開催開催するにするにするにするに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、国際連合国際連合国際連合国際連合大学大学大学大学のゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、一言一言一言一言ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。    

        今回今回今回今回、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが 1994199419941994 年年年年からスタートいたしましたゼロエミッションからスタートいたしましたゼロエミッションからスタートいたしましたゼロエミッションからスタートいたしましたゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想、、、、これはこれはこれはこれは、、、、そそそそのののの後後後後 2000200020002000 年年年年のののの時時時時点点点点でゼロエミッションフォーラムというでゼロエミッションフォーラムというでゼロエミッションフォーラムというでゼロエミッションフォーラムという形形形形にににに展開展開展開展開してまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたが、、、、このゼこのゼこのゼこのゼロエミッションフォーラムがロエミッションフォーラムがロエミッションフォーラムがロエミッションフォーラムが徳島県徳島県徳島県徳島県およびおよびおよびおよび「「「「とくしまとくしまとくしまとくしま環境科学環境科学環境科学環境科学機機機機構構構構」」」」とのとのとのとの共共共共催催催催でででで本本本本日日日日のののの会会会会をををを開催開催開催開催
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するにするにするにするに至至至至りましたことりましたことりましたことりましたこと、、、、まことにうれしくまことにうれしくまことにうれしくまことにうれしく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろごごごご準準準準備備備備いたいたいたいただだだだいたいたいたいた方方方方々々々々にこのにこのにこのにこの場場場場をおをおをおをお借借借借りりりりしてしてしてして御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        このゼロエミッションフォーラムとこのゼロエミッションフォーラムとこのゼロエミッションフォーラムとこのゼロエミッションフォーラムと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、学学学学界界界界、、、、そしてそしてそしてそして地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体、、、、あるいあるいあるいあるいはははは NPONPONPONPO のののの方方方方々々々々、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがそれれがそれれがそれれがそれぞぞぞぞれれれれ主体主体主体主体としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割がががが違違違違っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの方方方方々々々々のののの集集集集まりがまりがまりがまりが全全全全体体体体としてゼロエミッションフォーラムというとしてゼロエミッションフォーラムというとしてゼロエミッションフォーラムというとしてゼロエミッションフォーラムという形形形形でででで、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学にににに集集集集まっていたまっていたまっていたまっていただだだだきききき、、、、将将将将来来来来のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの姿姿姿姿というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを考考考考えていこうえていこうえていこうえていこう、、、、こういうようなことでこういうようなことでこういうようなことでこういうようなことで進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる集集集集まりでまりでまりでまりでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    

        このこのこのこの徳島県徳島県徳島県徳島県におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、2001200120012001 年以降年以降年以降年以降、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県がががが進進進進めておられるめておられるめておられるめておられる循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のののの構想構想構想構想にににに協協協協力力力力をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、本県本県本県本県でもシンでもシンでもシンでもシンポポポポジジジジウウウウムムムムやややや研究会研究会研究会研究会にににに参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、東京東京東京東京のののの国連大学国連大学国連大学国連大学でででで開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします研究会研究会研究会研究会にもにもにもにも、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの計画計画計画計画等等等等もおもおもおもお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいているといているといているといているところでころでころでころでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    

        先先先先ほほほほどどどど飯泉知飯泉知飯泉知飯泉知事事事事のおのおのおのお話話話話がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築をををを一一一一層層層層推進推進推進推進さささされるということでれるということでれるということでれるということで、、、、2004200420042004 年年年年にににに、、、、世世世世界界界界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる環境首都徳島環境首都徳島環境首都徳島環境首都徳島のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、「「「「環境首都環境首都環境首都環境首都とくとくとくとくしましましましま憲憲憲憲章章章章」」」」をををを制定制定制定制定されましされましされましされましたたたた。。。。このこのこのこの中中中中にはにはにはには、、、、自自自自然然然然とととと共共共共生生生生するするするする循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築にににに向向向向けてのけてのけてのけての行行行行動動動動指針指針指針指針、、、、
5555 つつつつのののの合言合言合言合言葉葉葉葉等等等等がうたわれておりましてがうたわれておりましてがうたわれておりましてがうたわれておりまして、、、、またまたまたまた最最最最近近近近、、、、このこのこのこの行行行行動動動動をををを実現化実現化実現化実現化するするするする、、、、そしてそしてそしてそして加加加加速速速速していしていしていしていくためにくためにくためにくために環境首都環境首都環境首都環境首都課課課課、、、、行政行政行政行政のののの中中中中にはにはにはには非非非非常常常常にににに珍珍珍珍しいしいしいしい、、、、こういうこういうこういうこういう課課課課もももも設設設設置置置置されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの徳島県徳島県徳島県徳島県のののの理念理念理念理念およびおよびおよびおよび行行行行動動動動にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても大大大大いにいにいにいに敬敬敬敬意意意意をををを表表表表するものでするものでするものでするものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    

        今今今今、、、、実実実実はははは人類人類人類人類はははは極極極極めてめてめてめて難難難難しいしいしいしい別別別別れれれれ道道道道、、、、ターニングターニングターニングターニングポポポポイントにイントにイントにイントに来来来来ているとているとているとていると私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えておりまえておりまえておりまえておりますすすす。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさにきさにきさにきさに比比比比べべべべてててて人人人人間間間間のののの活動活動活動活動がががが活発活発活発活発になりになりになりになり過過過過ぎぎぎぎてしまったてしまったてしまったてしまった。。。。ちちちちょょょょうどそのうどそのうどそのうどそのしきいしきいしきいしきい値値値値をををを超超超超えてしまってえてしまってえてしまってえてしまって、、、、このままのこのままのこのままのこのままの状況状況状況状況でででで進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと将将将将来来来来一体一体一体一体何何何何がががが起起起起こるのこるのこるのこるのかかかか。。。。次次次次のののの世代世代世代世代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは次次次次のののの次次次次のののの世代世代世代世代にににに果果果果たしてたしてたしてたして健健健健全全全全なななな地球地球地球地球をををを残残残残すことができるのかどうかすことができるのかどうかすことができるのかどうかすことができるのかどうか。。。。ここここれはれはれはれは非非非非常常常常にににに危危危危ないところにないところにないところにないところに来来来来てしまったてしまったてしまったてしまった。。。。これはこれはこれはこれは、、、、昔昔昔昔からそういうことはからそういうことはからそういうことはからそういうことは言言言言われてはおりますがわれてはおりますがわれてはおりますがわれてはおりますが、、、、はっきりとそのはっきりとそのはっきりとそのはっきりとその事実事実事実事実をををを私私私私たたたたちちちちのののの目目目目のののの前前前前にににに突突突突ききききつつつつけられたのはここけられたのはここけられたのはここけられたのはここ 10101010 年年年年、、、、あるいはここあるいはここあるいはここあるいはここ 15151515 年年年年ののののことではないかとことではないかとことではないかとことではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆様様様様方方方方はははは、、、、実実実実はははは地球地球地球地球のののの限限限限界界界界、、、、有有有有限限限限性性性性というものというものというものというものをををを知知知知ってしまったってしまったってしまったってしまった最最最最初初初初のののの世代世代世代世代であるということをであるということをであるということをであるということを申申申申しししし上上上上げげげげなけれなけれなけれなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        そういうことそういうことそういうことそういうことでででで、、、、これからこれからこれからこれから私私私私たたたたちちちちはははは一体一体一体一体何何何何をををを考考考考えてどういうえてどういうえてどういうえてどういう行行行行動動動動をしていくのかというようなをしていくのかというようなをしていくのかというようなをしていくのかというようなことをことをことをことを真真真真剣剣剣剣にににに一一一一人人人人ひひひひとりとりとりとりがががが考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが求求求求められていくわけでありますがめられていくわけでありますがめられていくわけでありますがめられていくわけでありますが、、、、そういうそういうそういうそういう面面面面でもでもでもでも、、、、このこのこのこの環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまづくりというとくしまづくりというとくしまづくりというとくしまづくりという運運運運動動動動といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、県県県県全全全全体体体体としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みというのはみというのはみというのはみというのは、、、、そそそそのののの先導的先導的先導的先導的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていたたしていたたしていたたしていただだだだけるものとけるものとけるものとけるものと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。3R3R3R3R とかとかとかとか、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな言言言言葉葉葉葉ががががごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今日今日今日今日はははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というようなものもというようなものもというようなものもというようなものも 1111 つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外にもいろいろなにもいろいろなにもいろいろなにもいろいろな問問問問題題題題がこのがこのがこのがこの後後後後のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション等等等等々々々々でもでもでもでも議議議議論論論論されることになろうとされることになろうとされることになろうとされることになろうと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、ぜぜぜぜひひひひ地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう取取取取りりりり組組組組みをしていくことがみをしていくことがみをしていくことがみをしていくことが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか、、、、それをそれをそれをそれを皆皆皆皆様様様様一一一一人人人人ひひひひとりおとりおとりおとりお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだいていていていて、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを主体主体主体主体ごごごごとにとにとにとに、、、、市民市民市民市民としてとしてとしてとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業としてとしてとしてとして、、、、あるいあるいあるいあるいはまたはまたはまたはまた行政行政行政行政のののの側側側側としてとしてとしてとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市民市民市民市民のののの集集集集まりのまりのまりのまりの NPONPONPONPO としてとしてとしてとして、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな形形形形でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの方方方方がまたいろいろながまたいろいろながまたいろいろながまたいろいろな側面側面側面側面ををををごごごご自分自分自分自分のののの中中中中にににに持持持持っておられるわけっておられるわけっておられるわけっておられるわけだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものをををを大大大大いにいにいにいに生生生生かしていたかしていたかしていたかしていただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、地域地域地域地域をををを活性化活性化活性化活性化しししし、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつサステサステサステサスティィィィナブルナブルナブルナブルなななな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地地地地域域域域ををををつつつつくっていたくっていたくっていたくっていただだだだくくくく。。。。こういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをこういうようなことを、、、、このフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムを 1111 つつつつのきっかけとしてまたのきっかけとしてまたのきっかけとしてまたのきっかけとしてまたおおおお考考考考えいえいえいえいたたたただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、今日今日今日今日、、、、主催主催主催主催者者者者といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、このフォーラムにいろいろとこのフォーラムにいろいろとこのフォーラムにいろいろとこのフォーラムにいろいろとごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますパネラーのきますパネラーのきますパネラーのきますパネラーの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの準準準準備備備備のためにいろいろとのためにいろいろとのためにいろいろとのためにいろいろとおおおお働働働働きいたきいたきいたきいただだだだきましたきましたきましたきました関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々ののののごごごご協力協力協力協力におにおにおにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、主催主催主催主催者者者者のののの一一一一人人人人でありますでありますでありますであります
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国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

    司司司司会会会会    

        それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速、、、、本本本本日日日日のプログラムをのプログラムをのプログラムをのプログラムを進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、飯泉知飯泉知飯泉知飯泉知事事事事はははは、、、、公公公公務務務務のののの都合都合都合都合によりによりによりにより、、、、ここでここでここでここで退退退退席席席席をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。おおおお許許許許しくしくしくしくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。    （（（（飯泉知飯泉知飯泉知飯泉知事事事事退退退退席席席席））））    
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基調基調基調基調講演講演講演講演    

    司司司司会会会会    

        それではそれではそれではそれでは、、、、これよりこれよりこれよりこれより、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をををを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますます。。。。    

        本本本本日日日日ののののごごごご講演講演講演講演はははは、、、、たたたただだだだいまいまいまいまごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムーラムーラムーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でででで、、、、放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之先先先先生生生生にににに、「、「、「、「レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化のののの動動動動向向向向とゼロとゼロとゼロとゼロエミッションエミッションエミッションエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築」」」」をテーマにおをテーマにおをテーマにおをテーマにお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        おおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだくくくく前前前前にににに、、、、講講講講師師師師のののの鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生をををを簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。皆皆皆皆様様様様おおおお手手手手持持持持ちちちちにににに資料資料資料資料のののの中中中中にもにもにもにもごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますとおりいておりますとおりいておりますとおりいておりますとおり、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生はははは、、、、1968196819681968 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院のののの工工工工学学学学系系系系研究科研究科研究科研究科ををををごごごご卒卒卒卒業業業業されされされされ、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学のののの工工工工学学学学部部部部助助助助手手手手、、、、生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所所所所助助助助教授教授教授教授などをなどをなどをなどを務務務務められためられためられためられた後後後後、、、、1984198419841984 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所教授所教授所教授所教授、、、、またまたまたまた 1995199519951995 年年年年にはにはにはには同生同生同生同生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所所所所所所所所長長長長にににに就就就就任任任任されておりますされておりますされておりますされております。。。。1998199819981998 年年年年にににに国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長にににに就就就就任任任任されされされされ、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション研究研究研究研究のののの第第第第一一一一線線線線でででで、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野のみならずのみならずのみならずのみならず教教教教育育育育、、、、国際国際国際国際交交交交流流流流などさまなどさまなどさまなどさまざざざざまなまなまなまな分野分野分野分野ででででごごごご活活活活躍躍躍躍でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。現現現現在在在在はははは放送放送放送放送大学大学大学大学のののの教授教授教授教授としてとしてとしてとして、、、、環境技術開発環境技術開発環境技術開発環境技術開発やややや環境環境環境環境のモのモのモのモデデデデルルルル化化化化、、、、バイオアッバイオアッバイオアッバイオアッセセセセイなどイなどイなどイなどによるゼロによるゼロによるゼロによるゼロエミッションエミッションエミッションエミッション実現実現実現実現にににに尽尽尽尽力力力力されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化のののの動動動動向向向向とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築」」」」とととと題題題題してしてしてして鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生ににににごごごご講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました鈴木鈴木鈴木鈴木ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。後後後後ほほほほどいろいろとどいろいろとどいろいろとどいろいろと具具具具体的体的体的体的なななな問問問問題題題題ににににつつつつきましきましきましきましてはパネルてはパネルてはパネルてはパネルディディディディススススカカカカッションもッションもッションもッションも準準準準備備備備されておりますされておりますされておりますされております。。。。またまたまたまた、、、、事事事事例例例例ののののごごごご報告報告報告報告もいたもいたもいたもいただだだだくことになっくことになっくことになっくことになっておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、私私私私ののののほほほほうはうはうはうは、、、、いわいわいわいわばばばばそのイントロダクションということでそのイントロダクションということでそのイントロダクションということでそのイントロダクションということで、、、、特特特特にににに申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいことはことはことはことは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっと触触触触れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、ややややはりはりはりはり有有有有限限限限なななな社会社会社会社会のののの中中中中でどういうでどういうでどういうでどういうふふふふうにうにうにうに考考考考ええええ方方方方をををを変変変変ええええていかなくてはいけないのかていかなくてはいけないのかていかなくてはいけないのかていかなくてはいけないのか、、、、パラダイムシフトというようなことにパラダイムシフトというようなことにパラダイムシフトというようなことにパラダイムシフトというようなことにつつつついていていていて少少少少しおしおしおしお時時時時間間間間をいたをいたをいたをいただだだだいておいておいておいてお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだこうかとこうかとこうかとこうかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        地球地球地球地球上上上上にはにはにはには今今今今、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな問問問問題題題題がががが起起起起こっておりますこっておりますこっておりますこっております。。。。ももももちちちちろんろんろんろん貧貧貧貧困困困困、、、、私私私私たたたたちちちちはあまりはあまりはあまりはあまり身近身近身近身近なもなもなもなものとのとのとのと思思思思っていないかもしれませんがっていないかもしれませんがっていないかもしれませんがっていないかもしれませんが、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカ、、、、あるいはアジアのあるいはアジアのあるいはアジアのあるいはアジアの地域地域地域地域、、、、非非非非常常常常にににに豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人がいるがいるがいるがいる一方一方一方一方、、、、非非非非常常常常にににに貧貧貧貧しいしいしいしい人人人人たたたたちちちちもいるもいるもいるもいる。。。。そのそのそのその経済的経済的経済的経済的なななな格差格差格差格差というものはというものはというものはというものは非非非非常常常常にににに大大大大きなものとなっていきなものとなっていきなものとなっていきなものとなっているわけでありまするわけでありまするわけでありまするわけであります。。。。先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事もももも触触触触れられましたれられましたれられましたれられました地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、これもこれもこれもこれも着着着着々々々々とととと進進進進んでおりましてんでおりましてんでおりましてんでおりまして、、、、今今今今、、、、特特特特ににににヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ諸諸諸諸国国国国ではではではでは、、、、これからこれからこれからこれから 2050205020502050 年年年年にににに向向向向けてけてけてけて、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出をどこまでをどこまでをどこまでをどこまで減減減減らすらすらすらすかというようなことがかというようなことがかというようなことがかというようなことが真真真真剣剣剣剣にににに議議議議論論論論されておりますされておりますされておりますされております。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには 2050205020502050 年年年年までにまでにまでにまでに 50505050％％％％減減減減らすらすらすらす、、、、ああああるいはるいはるいはるいは 80808080％％％％減減減減らすらすらすらす。。。。イイイイギリギリギリギリスでさえスでさえスでさえスでさえ 60606060％％％％というようなというようなというようなというような数数数数字字字字をををを挙挙挙挙げげげげていますていますていますています。。。。一方一方一方一方、、、、我我我我々々々々はははは、、、、京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書のののの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためにするためにするためにするために 2010201020102010 年年年年までにまでにまでにまでに 6666％％％％減減減減らすということがらすということがらすということがらすということが達達達達成成成成できるのかどうかできるのかどうかできるのかどうかできるのかどうか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺できできできできゅゅゅゅうきうきうきうきゅゅゅゅうとしているわけでありますがうとしているわけでありますがうとしているわけでありますがうとしているわけでありますが、、、、2050205020502050 年年年年というようなところまでにというようなところまでにというようなところまでにというようなところまでに、、、、我我我我がががが国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても 60606060％％％％からからからから 80808080％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい減減減減らさなけれらさなけれらさなけれらさなければばばば、、、、地球地球地球地球上上上上のののの生態系生態系生態系生態系、、、、地球地球地球地球上上上上のいろいろなシスのいろいろなシスのいろいろなシスのいろいろなシステムがテムがテムがテムが壊滅壊滅壊滅壊滅的的的的になっていくになっていくになっていくになっていくだだだだろうというようなことがろうというようなことがろうというようなことがろうというようなことが心心心心配配配配されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

        エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量をををを半半半半分分分分にににに減減減減らすというのはどういうらすというのはどういうらすというのはどういうらすというのはどういう暮暮暮暮らしになるのからしになるのからしになるのからしになるのか、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう考考考考えたえたえたえただだだだけでけでけでけで多多多多分想分想分想分想像像像像ががががつつつつかないかないかないかない。。。。2222 つつつつつつつついているいているいているいている電気電気電気電気をををを 1111 つつつつ減減減減らせらせらせらせばばばばいいいいいいいい、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話ではないんでではないんでではないんでではないんですすすすねねねね。。。。もうもうもうもう根根根根本的本的本的本的にににに社会社会社会社会のののの構構構構造造造造そのものをそのものをそのものをそのものを変変変変えていかなくてはいけないかもしれないえていかなくてはいけないかもしれないえていかなくてはいけないかもしれないえていかなくてはいけないかもしれない。。。。またまたまたまた、、、、地地地地球球球球上上上上ではではではでは感感感感染染染染症症症症のののの拡大拡大拡大拡大、、、、マラマラマラマラリリリリアがこれからアがこれからアがこれからアがこれから増増増増えていくというようなこともえていくというようなこともえていくというようなこともえていくというようなことも心心心心配配配配されていますしされていますしされていますしされていますし、、、、
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SARSSARSSARSSARS であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、国境国境国境国境をををを越越越越えたえたえたえた感感感感染染染染症症症症のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが今後今後今後今後もいろいろともいろいろともいろいろともいろいろと起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる可能性可能性可能性可能性ががががあるあるあるある。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、資源資源資源資源がががが枯渇枯渇枯渇枯渇していくでししていくでししていくでししていくでしょょょょうううう。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは山山山山のよのよのよのようにたまっていくうにたまっていくうにたまっていくうにたまっていく。。。。紛紛紛紛争争争争、、、、衝衝衝衝突突突突というものもというものもというものもというものも、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま今日今日今日今日はははは 9999 月月月月 11111111 日日日日、、、、5555 年年年年前前前前にはにはにはには、、、、ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークのークのークのークの貿易貿易貿易貿易セセセセンターンターンターンタービビビビルにルにルにルに飛飛飛飛行機行機行機行機がががが突突突突っっっっ込込込込んんんんだだだだわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。私私私私はははは、、、、ちちちちょょょょうどそのときにうどそのときにうどそのときにうどそのときに、、、、北北北北京京京京におりましてにおりましてにおりましてにおりまして、、、、テテテテレレレレビビビビををををつつつつけたらけたらけたらけたら、、、、リリリリアルタイムでニアルタイムでニアルタイムでニアルタイムでニュュュューーーーヨヨヨヨークのークのークのークの状況状況状況状況がわかるがわかるがわかるがわかる。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、情情情情報的報的報的報的なななな距離距離距離距離もももも短短短短くなるくなるくなるくなる一方一方一方一方でででで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな文文文文化化化化のののの違違違違うううう集集集集団団団団とのとのとのとの間間間間もももも距離距離距離距離がががが近近近近くなってくなってくなってくなっていいいいくことによってくことによってくことによってくことによって、、、、紛紛紛紛争争争争、、、、衝衝衝衝突突突突がががが起起起起こるこるこるこる。。。。    

        一体一体一体一体これをどういうこれをどういうこれをどういうこれをどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、どういうどういうどういうどういう考考考考ええええ方方方方でそれをでそれをでそれをでそれを整整整整理理理理してしてしてして解解解解決決決決していくのしていくのしていくのしていくのかかかか。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな側面側面側面側面がありますがありますがありますがあります。。。。人人人人間間間間的的的的なななな側面側面側面側面、、、、そしてそしてそしてそして地球地球地球地球としてのとしてのとしてのとしてのキキキキャャャャパシテパシテパシテパシティィィィーのーのーのーの問問問問題題題題、、、、社社社社会会会会のののの問問問問題題題題、、、、非非非非常常常常にににに複複複複雑雑雑雑なななな問問問問題題題題がみんなそこがみんなそこがみんなそこがみんなそこへへへへ絡絡絡絡みみみみ合合合合っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、貧貧貧貧困困困困のののの問問問問題題題題ならならならなら、、、、それそれそれそれだだだだけをけをけをけを単独単独単独単独にににに解解解解決決決決することにならないすることにならないすることにならないすることにならない。。。。それをそれをそれをそれを解解解解決決決決するためにはいろいろなするためにはいろいろなするためにはいろいろなするためにはいろいろな問問問問題題題題をををを同同同同時時時時にににに解解解解決決決決していかなくてはいけないしていかなくてはいけないしていかなくてはいけないしていかなくてはいけない。。。。人人人人間間間間とととと社会社会社会社会のののの間間間間のののの問問問問題題題題だだだだけをけをけをけを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、例例例例ええええばばばば、、、、脱脱脱脱温暖温暖温暖温暖化化化化社会社会社会社会というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういう社会社会社会社会なのかなのかなのかなのか。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたたたた、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量をををを 50505050％％％％減減減減らしてらしてらしてらしていくいくいくいく、、、、それをどういうそれをどういうそれをどういうそれをどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、新新新新しいしいしいしい資源資源資源資源をををを使使使使わないでわないでわないでわないで、、、、地地地地上上上上にあにあにあにあるるるる資源資源資源資源をどうをどうをどうをどうややややってってってって有効有効有効有効にににに利用利用利用利用していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。それによってそれによってそれによってそれによって地球地球地球地球とととと社会社会社会社会のののの間間間間にどういうにどういうにどういうにどういう折折折折りりりり合合合合いいいいををををつつつつけていくのかけていくのかけていくのかけていくのか。。。。非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ばばばばかりなんですかりなんですかりなんですかりなんですねねねね。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような問問問問題題題題がががが起起起起こってきてしこってきてしこってきてしこってきてしまったのはまったのはまったのはまったのは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、もうともかくもうともかくもうともかくもうともかく逃逃逃逃げげげげようがないようがないようがないようがない今今今今のののの地球地球地球地球上上上上のののの私私私私たたたたちちちちのののの周周周周辺辺辺辺、、、、一一一一人人人人だだだだけどけどけどけどこかにこかにこかにこかに身身身身をををを隠隠隠隠してこういうしてこういうしてこういうしてこういう問問問問題題題題ををををややややりりりり過過過過ごごごごすというわけにもいかないんですすというわけにもいかないんですすというわけにもいかないんですすというわけにもいかないんですねねねね。。。。非非非非常常常常にににに大大大大変変変変なななな時時時時期期期期にににに私私私私たたたたちちちちはははは当面当面当面当面してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。    

        そそそそこでこでこでこで、、、、ややややはりはりはりはり根根根根本的本的本的本的なのはなのはなのはなのは、、、、パラダイムをパラダイムをパラダイムをパラダイムを変変変変えていくえていくえていくえていく。。。。パラダイムというのはパラダイムというのはパラダイムというのはパラダイムというのは、、、、基本的基本的基本的基本的なななな物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えていくえていくえていくえていく。。。。私私私私たたたたちちちちがががが今今今今までまでまでまで拡大拡大拡大拡大にににに拡大拡大拡大拡大をををを重重重重ねねねねてきたてきたてきたてきた人人人人間間間間活動活動活動活動のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがややややはりはりはりはり間違間違間違間違えていたのではないかというようなことをしっかりとえていたのではないかというようなことをしっかりとえていたのではないかというようなことをしっかりとえていたのではないかというようなことをしっかりと考考考考えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要になってくるになってくるになってくるになってくるだだだだろうろうろうろう。。。。たたたたまたままたままたままたま今今今今年年年年はははは、、、、中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、第第第第 3333 次環境基本次環境基本次環境基本次環境基本計画計画計画計画をまとめさせていたをまとめさせていたをまとめさせていたをまとめさせていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。これはこれはこれはこれは、、、、五五五五、、、、六六六六年年年年にににに 1111 回回回回、、、、基本基本基本基本計画計画計画計画をををを見見見見直直直直していくわけですがしていくわけですがしていくわけですがしていくわけですが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま今今今今年年年年のののの 4444 月月月月までまでまでまでにこのにこのにこのにこの計画計画計画計画がまとまりがまとまりがまとまりがまとまり、、、、閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定にににに至至至至りましたりましたりましたりました。。。。    同同同同じじじじようにようにようにように、、、、科学技術基本科学技術基本科学技術基本科学技術基本計画計画計画計画というのもというのもというのもというのも今今今今年年年年のののの 3333 月月月月にににに閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定をををを通通通通っておりますっておりますっておりますっております。。。。タイミングよくタイミングよくタイミングよくタイミングよく、、、、今今今今年年年年のののの 3333 月月月月、、、、4444 月月月月というのはいろいろというのはいろいろというのはいろいろというのはいろいろなななな意意意意味味味味でででで新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方をををを反反反反省省省省のののの上上上上ににににつつつつくりくりくりくり出出出出していくしていくしていくしていく、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時期期期期であったわけでありますであったわけでありますであったわけでありますであったわけであります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ですからですからですからですから、、、、1111 つつつつのののの例例例例ということなんですがということなんですがということなんですがということなんですが、、、、そのそのそのその環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの副副副副題題題題はははは、「、「、「、「環境環境環境環境がががが拓拓拓拓くくくく新新新新たなゆたかさたなゆたかさたなゆたかさたなゆたかさへへへへのののの道道道道」。」。」。」。もうもうもうもう既既既既にににに日日日日本本本本のののの国国国国というのはというのはというのはというのは十十十十分分分分豊豊豊豊かなんですかなんですかなんですかなんですねねねね。。。。ななななぜぜぜぜまたまたまたまた豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを追追追追求求求求するのかというところでするのかというところでするのかというところでするのかというところで、、、、このこのこのこの「「「「ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」というというというという字字字字がががが平平平平仮仮仮仮名名名名でででで書書書書いてあることにいてあることにいてあることにいてあることに注注注注目目目目してしてしてしていたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今までのまでのまでのまでの経済的経済的経済的経済的なななな豊豊豊豊かさではないかさではないかさではないかさではない、、、、違違違違うううう「「「「ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」ををををややややはりこれかはりこれかはりこれかはりこれからららら求求求求めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、そういうそういうそういうそういう一一一一種種種種のののの決決決決意意意意のあらわれということでありますのあらわれということでありますのあらわれということでありますのあらわれということであります。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、そのそのそのその平平平平仮仮仮仮名名名名でででで言言言言うううう「「「「ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」とはとはとはとは一体一体一体一体何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが、、、、人人人人間間間間のののの価値価値価値価値観観観観がそこにがそこにがそこにがそこに問問問問われてくるこわれてくるこわれてくるこわれてくることになりますとになりますとになりますとになります。。。。    環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの表表表表紙紙紙紙はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような、、、、今今今今のののの小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣がいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ推進推進推進推進しておられるしておられるしておられるしておられるふふふふろしきでろしきでろしきでろしきで地球地球地球地球をををを優優優優しくしくしくしく包包包包んんんんだだだだようなようなようなような絵絵絵絵になっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、こういうこういうこういうこういう第第第第 3333 次環境基本次環境基本次環境基本次環境基本計画計画計画計画、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう本本本本屋屋屋屋さんにさんにさんにさんに並並並並んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、2,4002,4002,4002,400 円円円円ぐぐぐぐらいかならいかならいかならいかな。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、少少少少しししし高高高高いようにいようにいようにいように見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、中中中中身身身身はそれのはそれのはそれのはそれの 3333 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの価値価値価値価値がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆様様様様もももも機機機機会会会会がありがありがありがありましたらましたらましたらましたら。。。。大体大体大体大体、、、、中中中中身身身身がいいものというのはがいいものというのはがいいものというのはがいいものというのは読読読読まれないんまれないんまれないんまれないんだだだだそうでありますがそうでありますがそうでありますがそうでありますが、、、、これはこれはこれはこれはぜひぜひぜひぜひおおおお読読読読みいたみいたみいたみいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいいますますますます。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、地地地地元元元元のここののここののここののここの徳島県徳島県徳島県徳島県におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、徳島県環境基本徳島県環境基本徳島県環境基本徳島県環境基本計画計画計画計画というのはきというのはきというのはきというのはきちちちちんとんとんとんとできているんですできているんですできているんですできているんですねねねね。。。。こういうものもこういうものもこういうものもこういうものもぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆様参様参様参様参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだくとよろしいとくとよろしいとくとよろしいとくとよろしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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        そのそのそのその新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値観観観観のののの変変変変化化化化、、、、そこのそこのそこのそこのベベベベースというのはースというのはースというのはースというのは、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんさんさんさん聞聞聞聞きききき古古古古したしたしたした言言言言葉葉葉葉とおとおとおとお考考考考えかもしれませんがえかもしれませんがえかもしれませんがえかもしれませんが、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性、、、、サステサステサステサスティィィィナナナナビビビビリリリリテテテティィィィーということなんですーということなんですーということなんですーということなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、ここここのままのままのままのまま進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと人類人類人類人類もももも生生生生きききき残残残残れないかもしれないれないかもしれないれないかもしれないれないかもしれない。。。。次次次次のののの世代世代世代世代、、、、次次次次のののの次次次次のののの世代世代世代世代はははは大大大大変変変変なことになことになことになことになるなるなるなる。。。。こういうことからこういうことからこういうことからこういうことから、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性ということをということをということをということをややややはりはりはりはり今今今今のののの時時時時点点点点でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。それにそれにそれにそれに向向向向けてけてけてけて社会産業構社会産業構社会産業構社会産業構造造造造、、、、我我我我々々々々のライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイル、、、、すすすすべべべべてのてのてのての面面面面でででで変変変変更更更更をををを求求求求められるめられるめられるめられるだだだだろうということでありますろうということでありますろうということでありますろうということであります。。。。そのためにパラダイムシフトそのためにパラダイムシフトそのためにパラダイムシフトそのためにパラダイムシフト、、、、考考考考ええええ方方方方をどうをどうをどうをどう変変変変えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。有有有有限限限限時代時代時代時代のののの人人人人間間間間活動活動活動活動、、、、有有有有限限限限というというというという、、、、非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なパラダイムのなパラダイムのなパラダイムのなパラダイムの考考考考ええええ方方方方をををを導導導導入入入入していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないけないけないけないということでありますいということでありますいということでありますいということであります。。。。有有有有限限限限時代時代時代時代のののの物物物物質質質質循環循環循環循環というのはというのはというのはというのは一体一体一体一体どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。これこれこれこれがががが重要重要重要重要なななな、、、、一一一一番番番番のののの根根根根本本本本ですですですです。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、有有有有限限限限というのはというのはというのはというのは本本本本当当当当にににに何何何何なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうううう。。。。まあまあまあまあ、、、、有有有有限限限限、、、、限限限限りがあるということですりがあるということですりがあるということですりがあるということですねねねね。。。。こんなこんなこんなこんな、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前のことなんですがのことなんですがのことなんですがのことなんですが、、、、我我我我々々々々がこのがこのがこのがこの有有有有限限限限ということをということをということをということを非非非非常常常常にににに強強強強くくくく意識意識意識意識するようになするようになするようになするようになりましたのはりましたのはりましたのはりましたのは、、、、ここここここここ 10101010 年年年年、、、、15151515 年年年年なんですなんですなんですなんです。。。。90909090 年年年年代代代代にににに何何何何がががが起起起起こったかこったかこったかこったか。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、89898989 年年年年からからからから 91919191 年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、東東東東西西西西のののの壁壁壁壁がががが崩壊崩壊崩壊崩壊しましたしましたしましたしました。。。。世世世世界界界界がががが今今今今までまでまでまで 2222 つつつつにににに別別別別れていたものがれていたものがれていたものがれていたものが一本一本一本一本になになになになってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。それをそれをそれをそれを支支支支えたのはえたのはえたのはえたのは、、、、ややややはりはりはりはり 80808080 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からからからから非非非非常常常常にににに活発活発活発活発になってきたになってきたになってきたになってきた ITITITIT 技術技術技術技術なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。今今今今、、、、ワールワールワールワールドドドドワイワイワイワイドドドドウウウウェブェブェブェブ（（（（wwwwwwwwwwww））））とかインターネットはもうとかインターネットはもうとかインターネットはもうとかインターネットはもう皆皆皆皆さんさんさんさん当当当当たりたりたりたり前前前前ののののようにようにようにように使使使使っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。これのこれのこれのこれの起起起起こりがこりがこりがこりが、、、、86868686 年年年年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに米米米米軍軍軍軍のののの国国国国防省防省防省防省ののののほほほほうからうからうからうから、、、、ああいうネああいうネああいうネああいうネットでットでットでットで情情情情報報報報をををを交交交交換換換換するするするするアルパアルパアルパアルパ（（（（ARPAARPAARPAARPA））））というというというという仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた。。。。それがそれがそれがそれがだだだだんんんんだだだだんとネットんとネットんとネットんとネットススススケケケケープであるとかープであるとかープであるとかープであるとか、、、、90909090 年年年年代代代代になってになってになってになって大大大大幅幅幅幅にににに拡大拡大拡大拡大していってしていってしていってしていって、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう瞬瞬瞬瞬間間間間的的的的にここからモにここからモにここからモにここからモザザザザンンンンビビビビークであったりークであったりークであったりークであったり、、、、チュチュチュチュニジアであったりニジアであったりニジアであったりニジアであったり、、、、いろんなところにいろんなところにいろんなところにいろんなところに情情情情報報報報がががが伝伝伝伝わるようになりましたわるようになりましたわるようになりましたわるようになりましたねねねね。。。。まさにモまさにモまさにモまさにモザザザザンンンンビビビビークでークでークでークで、、、、例例例例ええええばばばば洪洪洪洪水水水水があるがあるがあるがある。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、BBCBBCBBCBBC のテのテのテのテレレレレビビビビででででリリリリアルタイムでアルタイムでアルタイムでアルタイムでそれをそれをそれをそれを流流流流すようになってくるすようになってくるすようになってくるすようになってくる。。。。これでこれでこれでこれで情情情情報的報的報的報的なななな地球地球地球地球のののの大大大大きさというのはきさというのはきさというのはきさというのは非非非非常常常常にににに小小小小さくなったさくなったさくなったさくなった。。。。昔昔昔昔はははは、、、、ああいうああいうああいうああいう遠遠遠遠くのところでくのところでくのところでくのところで起起起起こっているとこっているとこっているとこっていると、、、、次次次次のののの日日日日のののの新聞新聞新聞新聞にににに取取取取りりりり上上上上げげげげてくれれてくれれてくれれてくれればばばばいいいいいいいい。。。。しかもしかもしかもしかも新聞新聞新聞新聞はははは非非非非常常常常にににに選選選選択択択択的的的的ですからですからですからですから、、、、日日日日本本本本のののの新聞新聞新聞新聞なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカでででで何何何何がががが起起起起こっているなんてこっているなんてこっているなんてこっているなんて全全全全くくくく興興興興味味味味がないがないがないがない時代時代時代時代、、、、まあまあまあまあ、、、、今今今今もそうですもそうですもそうですもそうですねねねね。。。。ですがですがですがですが、、、、我我我我々々々々はははは、、、、本本本本当当当当にネットににネットににネットににネットに向向向向かえかえかえかえばばばば、、、、瞬瞬瞬瞬間間間間的的的的にににに世世世世界界界界のののの反反反反対対対対側側側側でででで何何何何がががが起起起起こっているかというのがわかっこっているかというのがわかっこっているかというのがわかっこっているかというのがわかっちちちちゃゃゃゃうううう時代時代時代時代になっているになっているになっているになっている。。。。そういうこそういうこそういうこそういうことがとがとがとが、、、、いろんなネットにいろんなネットにいろんなネットにいろんなネットに対対対対するするするする防防防防御御御御もしてきたもしてきたもしてきたもしてきた共共共共産産産産圏圏圏圏、、、、社会主社会主社会主社会主義義義義圏圏圏圏なんかでもなんかでもなんかでもなんかでも、、、、情情情情報報報報のののの流通流通流通流通がががが非非非非常常常常にににに進進進進んんんんだだだだことによってことによってことによってことによって二二二二極極極極支支支支配配配配体体体体制制制制がががが崩崩崩崩れていったわけですれていったわけですれていったわけですれていったわけです。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってって経済経済経済経済がががが一一一一元元元元化化化化してしてしてしていったいったいったいった。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ経済経済経済経済がががが支支支支配配配配してしまったしてしまったしてしまったしてしまった。。。。民主主民主主民主主民主主義義義義であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、ももももちちちちろんろんろんろんそれはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで結結結結構構構構なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな規規規規模模模模でのでのでのでの市市市市場場場場経済経済経済経済というというというという仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが地球地球地球地球全全全全体体体体をををを覆覆覆覆ってってってってしまったしまったしまったしまった、、、、これがこれがこれがこれが非非非非常常常常にににに、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは危危危危ないことをないことをないことをないことを呼呼呼呼んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思いますいますいますいます。。。。    

        もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、90909090 年年年年代代代代にににに起起起起こったことのこったことのこったことのこったことの非非非非常常常常にににに大大大大きなことはきなことはきなことはきなことは、、、、まさにまさにまさにまさに温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの問問問問題題題題でありでありでありであり、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今まではまではまではまでは地球地球地球地球というものがどういうというものがどういうというものがどういうというものがどういう仕仕仕仕組組組組みでみでみでみで気候気候気候気候がががが決決決決まったりまったりまったりまったり、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ったりというようなことがよくわからなかったったりというようなことがよくわからなかったったりというようなことがよくわからなかったったりというようなことがよくわからなかった。。。。わからないならわからないなりにそれにわからないならわからないなりにそれにわからないならわからないなりにそれにわからないならわからないなりにそれに耐耐耐耐えていくというえていくというえていくというえていくという、、、、そういうそういうそういうそういう暮暮暮暮らしをしていたわけですがらしをしていたわけですがらしをしていたわけですがらしをしていたわけですが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意味味味味でででで温暖温暖温暖温暖化化化化というようなというようなというようなというようなことがことがことがことが 1111 つつつつのきっかけとなってのきっかけとなってのきっかけとなってのきっかけとなって、、、、地球地球地球地球上上上上におけるにおけるにおけるにおける気候気候気候気候システムのシステムのシステムのシステムの全全全全体体体体像像像像がががが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度ではありではありではありではありますがますがますがますが、、、、見見見見えるようになってしまったんですえるようになってしまったんですえるようになってしまったんですえるようになってしまったんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、いかにそれがもろいものであるかといかにそれがもろいものであるかといかにそれがもろいものであるかといかにそれがもろいものであるかということもいうこともいうこともいうことも理理理理解解解解するようになったするようになったするようになったするようになった。。。。零零零零点点点点何何何何度度度度気気気気温温温温がががが上上上上がるがるがるがる、、、、平平平平均均均均気気気気温温温温がががが 0.50.50.50.5 度度度度、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 1111 度度度度上上上上がるがるがるがる、、、、それそれそれそれだだだだけでけでけでけで全全全全体体体体がががが温温温温まれまれまれまればばばば、、、、それはそれでいいそれはそれでいいそれはそれでいいそれはそれでいいじゃじゃじゃじゃないかというようなないかというようなないかというようなないかというような議議議議論論論論もももも昔昔昔昔はというはというはというはというかかかか、、、、今今今今ももももももももちちちちろんそういうろんそういうろんそういうろんそういう話話話話がないわけではないんですががないわけではないんですががないわけではないんですががないわけではないんですが、、、、しかししかししかししかし、、、、それによってそれによってそれによってそれによって異異異異常常常常気気気気象象象象、、、、洪洪洪洪水水水水、、、、あるいあるいあるいあるいはははは砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが非非非非常常常常にににに振振振振幅幅幅幅がががが大大大大きくきくきくきく起起起起こるようになったこるようになったこるようになったこるようになった。。。。台台台台風風風風のののの頻頻頻頻度度度度もももも増増増増えたというようなことがえたというようなことがえたというようなことがえたというようなことが起起起起こっていってこっていってこっていってこっていって、、、、それはまさにそれはまさにそれはまさにそれはまさに人人人人間間間間活動活動活動活動にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるといえるといえるといえるとい
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うことになっていくわけですうことになっていくわけですうことになっていくわけですうことになっていくわけです。。。。そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが見見見見えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。見見見見えたということはえたということはえたということはえたということは、、、、逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、地球地球地球地球がががが今今今今までいろいろまでいろいろまでいろいろまでいろいろ我我我我々々々々がががが知知知知らないらないらないらない部部部部分分分分をををを持持持持っていたはずなのにっていたはずなのにっていたはずなのにっていたはずなのに、、、、それがそれがそれがそれが全部全部全部全部光光光光のもとのもとのもとのもとにさらされてしまってにさらされてしまってにさらされてしまってにさらされてしまって、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、私私私私たたたたちちちちとしてはとしてはとしてはとしては、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさがいかにきさがいかにきさがいかにきさがいかに小小小小さいものであるさいものであるさいものであるさいものであるかということをかということをかということをかということを知知知知ららららざざざざるをるをるをるを得得得得なくなったなくなったなくなったなくなった、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことですねねねね。。。。    

        有有有有限限限限であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、もはもはもはもはやややや逃逃逃逃げげげげ場場場場がないということですがないということですがないということですがないということです。。。。全全全全体体体体像像像像がわからないがわからないがわからないがわからない時代時代時代時代はははは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ニニニニュュュューオーーオーーオーーオーリリリリンズのあたりがンズのあたりがンズのあたりがンズのあたりが大大大大変変変変だだだだということになれということになれということになれということになればばばば、、、、幌馬幌馬幌馬幌馬車車車車をををを駆駆駆駆ってってってって西西西西へへへへ西西西西へへへへとととと走走走走っていってっていってっていってっていって、、、、シエラネシエラネシエラネシエラネヴヴヴヴァァァァダダダダ山山山山脈脈脈脈をををを越越越越えれえれえれえればばばば、、、、あそこにあそこにあそこにあそこに新天新天新天新天地地地地がががが、、、、カリカリカリカリフォルニアがあったフォルニアがあったフォルニアがあったフォルニアがあった、、、、そそそそういうようなういうようなういうようなういうような、、、、国国国国がおかしくなれがおかしくなれがおかしくなれがおかしくなればばばば、、、、船船船船にににに乗乗乗乗ってどこかにってどこかにってどこかにってどこかに逃逃逃逃げげげげていくていくていくていく、、、、大大大大航航航航海海海海時代時代時代時代なんかはそうなんかはそうなんかはそうなんかはそういういういういう時代時代時代時代であったわけですがであったわけですがであったわけですがであったわけですが、、、、そういうことがありそういうことがありそういうことがありそういうことがあり得得得得たたたた。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう有有有有限限限限。。。。そうそうそうそうややややってってってって新新新新しくしくしくしく開発開発開発開発するするするする場所場所場所場所がないわけですがないわけですがないわけですがないわけです。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、使使使使えるえるえるえる資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源資源資源資源、、、、このこのこのこの量量量量はははは大体大体大体大体わかってしまっているわけでわかってしまっているわけでわかってしまっているわけでわかってしまっているわけですすすす。。。。食食食食料料料料もももも、、、、地球地球地球地球上上上上でででで一体一体一体一体どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい食食食食料料料料をををを生生生生産産産産できるかできるかできるかできるか。。。。昔昔昔昔はははは、、、、人口人口人口人口がががが増増増増えてえてえてえて食食食食料料料料がががが足足足足りないりないりないりない。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、空空空空気気気気中中中中のののの窒窒窒窒素素素素をををを固固固固定定定定してしてしてして肥肥肥肥料料料料ををををつつつつくるくるくるくる。。。。それによってそれによってそれによってそれによって爆爆爆爆発発発発的的的的にににに農農農農業業業業生生生生産産産産をををを上上上上げげげげるるるる、、、、そしてそしてそしてそして人口人口人口人口問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するというようなことができたわけですがするというようなことができたわけですがするというようなことができたわけですがするというようなことができたわけですが、、、、もうもうもうもう、、、、要要要要するにいくらするにいくらするにいくらするにいくら肥肥肥肥料料料料をををを投入投入投入投入してもしてもしてもしても、、、、面面面面積積積積当当当当たりにたりにたりにたりに生生生生産産産産できるできるできるできる農農農農業業業業生生生生産産産産物物物物というのはというのはというのはというのは限限限限られていまられていまられていまられていますしすしすしすし、、、、それをそれをそれをそれをつつつつくるためにくるためにくるためにくるために必要必要必要必要なななな水水水水がががが限限限限られているられているられているられている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、食食食食料料料料のののの生生生生産産産産というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもうはっきりはっきりはっきりはっきり頭頭頭頭打打打打ちちちちなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも窒窒窒窒素素素素肥肥肥肥料料料料をををを過過過過剰剰剰剰にににに加加加加えるものですからえるものですからえるものですからえるものですから、、、、それがそれがそれがそれが環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊ににににつつつつながってながってながってながっているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。日日日日本本本本のののの土壌土壌土壌土壌なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、富富富富栄栄栄栄養養養養化化化化のののの最最最最たるものでたるものでたるものでたるもので、、、、ももももちちちちろんろんろんろん化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、外外外外からからからから食食食食料料料料をををを輸輸輸輸入入入入するするするする、、、、そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが堆肥堆肥堆肥堆肥になってになってになってになって土壌土壌土壌土壌にににに戻戻戻戻さささされるれるれるれる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家畜家畜家畜家畜のののの糞尿糞尿糞尿糞尿がががが土壌土壌土壌土壌にににに戻戻戻戻っていくっていくっていくっていく。。。。もうもうもうもう窒窒窒窒素素素素まみれになっているわけですまみれになっているわけですまみれになっているわけですまみれになっているわけです。。。。そういそういそういそういうううう土壌土壌土壌土壌をををを一体一体一体一体どうどうどうどうややややってこれからってこれからってこれからってこれからサステサステサステサスティィィィナブルナブルナブルナブルなななな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな国国国国土土土土にににに戻戻戻戻していくかというようしていくかというようしていくかというようしていくかというようなこともなこともなこともなことも実実実実はははは今後今後今後今後のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。それでありながらそれでありながらそれでありながらそれでありながら、、、、国内国内国内国内のののの食食食食料料料料はははは食食食食べべべべないでないでないでないで、、、、食食食食料料料料をををを輸輸輸輸入入入入しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。60606060％％％％のののの食食食食料料料料はははは外外外外からからからから輸輸輸輸入入入入するするするする。。。。こんなこんなこんなこんな生生生生きききき方方方方がががが正正正正しいのかどしいのかどしいのかどしいのかどうかというようなことをうかというようなことをうかというようなことをうかというようなことを考考考考えていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけです。。。。ともかくともかくともかくともかく限限限限らららられたところにれたところにれたところにれたところに、、、、50505050 年年年年前前前前にはにはにはには地球地球地球地球上上上上にににに 30303030 億億億億のののの人人人人間間間間がいましたがいましたがいましたがいました。。。。現現現現在在在在はははは 65656565 億億億億、、、、倍倍倍倍以以以以上上上上になっていになっていになっていになっていますますますます。。。。これからこれからこれからこれから 50505050 年年年年後後後後にににに 90909090 億億億億になるになるになるになる、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに予予予予想想想想されていますされていますされていますされています。。。。今今今今のののの人口人口人口人口にまたさにまたさにまたさにまたさらにらにらにらに 30303030 億億億億のののの人人人人間間間間ががががつつつつけけけけ加加加加わるのがこれからのわるのがこれからのわるのがこれからのわるのがこれからの 50505050 年年年年。。。。日日日日本本本本はははは人口人口人口人口減少減少減少減少しているしているしているしている、、、、といってもわといってもわといってもわといってもわずかなものですがずかなものですがずかなものですがずかなものですが、、、、世世世世界界界界中中中中ではではではでは、、、、特特特特にににに途途途途上上上上国国国国においてにおいてにおいてにおいて人口人口人口人口爆爆爆爆発発発発がががが起起起起こっているわけですこっているわけですこっているわけですこっているわけです。。。。そのそのそのその影影影影響響響響がががが日日日日本本本本にににに及及及及ばばばばないわけがないないわけがないないわけがないないわけがない。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意味味味味でででで大大大大変変変変なことがこれからなことがこれからなことがこれからなことがこれから起起起起ころうとしているわころうとしているわころうとしているわころうとしているわけですけですけですけです。。。。狭狭狭狭いいいい面面面面積積積積にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんの人人人人間間間間がいれがいれがいれがいればばばば、、、、そこでそこでそこでそこで必必必必ずずずず衝衝衝衝突突突突がががが起起起起こっていくこっていくこっていくこっていく。。。。文文文文明明明明のののの衝衝衝衝突突突突、、、、宗宗宗宗教教教教のののの衝衝衝衝突突突突、、、、価値価値価値価値観観観観のののの衝衝衝衝突突突突。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを一体一体一体一体どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。先先先先がががが本本本本当当当当にににに恐恐恐恐ろろろろしいようなことがしいようなことがしいようなことがしいようなことが起起起起こりますこりますこりますこります。。。。    

        我我我我々々々々自身自身自身自身もももも、、、、いけいけいけいけいけいけいけいけ、、、、どんどんでどんどんでどんどんでどんどんで、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長していてしていてしていてしていて、、、、先先先先がががが、、、、何何何何かかかか明明明明るいるいるいるい未来未来未来未来がががが待待待待っているっているっているっているというというというという、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代をををを終終終終えたということをえたということをえたということをえたということを、、、、何何何何となくそれとなくそれとなくそれとなくそれぞぞぞぞれれれれ個個個個々々々々人人人人がががが理理理理解解解解していますからしていますからしていますからしていますから、、、、感感感感じじじじていますのでていますのでていますのでていますので、、、、それからそれからそれからそれから生生生生じじじじるるるる閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが、、、、特特特特にににに子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちであったりであったりであったりであったり、、、、いいいいろいろなところにろいろなところにろいろなところにろいろなところに影響影響影響影響してしてしてして、、、、とてとてとてとてつつつつもないもないもないもない異異異異常行常行常行常行動動動動がががが最最最最近近近近はははは頻頻頻頻発発発発ししししていますていますていますていますねねねね。。。。私私私私はははは、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり根根根根本本本本にはそういうにはそういうにはそういうにはそういう閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感、、、、それはそれはそれはそれは有有有有限限限限というものをというものをというものをというものを感感感感じじじじていることからていることからていることからていることから生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる流流流流れがれがれがれがあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと心心心心配配配配しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

        先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが 90909090 年年年年代代代代からからからから今今今今にににに至至至至ってってってってだだだだんんんんだだだだんとんとんとんと明確明確明確明確になってになってになってになってきたきたきたきた。。。。それをそれをそれをそれを実実実実はははは本本本本当当当当にににに真真真真にににに理理理理解解解解してしまったのはしてしまったのはしてしまったのはしてしまったのは、、、、ここにここにここにここに今生今生今生今生きているきているきているきている世代世代世代世代のののの方方方方々々々々なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。多多多多分分分分、、、、30303030 年年年年前前前前のののの、、、、そのそのそのその前前前前のののの世代世代世代世代、、、、そのそのそのその前前前前のののの、、、、私私私私にとってはにとってはにとってはにとっては親親親親のののの世代世代世代世代、、、、そのそのそのその時代時代時代時代にはにはにはには多多多多分分分分こんなこんなこんなこんなことはことはことはことは全全全全くくくく理理理理解解解解しなくてよかったとしなくてよかったとしなくてよかったとしなくてよかったと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。ところがところがところがところが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら今今今今、、、、私私私私たたたたちちちちはこういうこはこういうこはこういうこはこういうこ
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とをとをとをとを理理理理解解解解してししてししてししてしまったまったまったまった。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、これをこれをこれをこれを一体一体一体一体どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくのかというようなえていくのかというようなえていくのかというようなえていくのかというような深深深深刻刻刻刻なななな問問問問題題題題になってくるわけでありますになってくるわけでありますになってくるわけでありますになってくるわけであります。。。。    

        第第第第 2222 次大戦次大戦次大戦次大戦がががが 1945194519451945 年年年年にににに終終終終わりましたがわりましたがわりましたがわりましたが、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、我我我我がががが国国国国はどういうはどういうはどういうはどういう経済発展経済発展経済発展経済発展をををを遂遂遂遂げげげげてきたてきたてきたてきたのかのかのかのか、、、、どういうどういうどういうどういう生生生生活活活活をしてきたのかというのををしてきたのかというのををしてきたのかというのををしてきたのかというのを大大大大ざざざざっっっっぱぱぱぱにここににここににここににここに挙挙挙挙げげげげてありますてありますてありますてあります。。。。1111 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりのエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの消費消費消費消費量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、1950195019501950 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから 1970197019701970 年年年年ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで、、、、大大大大幅幅幅幅にににに増増増増大大大大してしてしてして、、、、現現現現在在在在はははは 1950195019501950 年年年年、、、、戦戦戦戦後後後後すすすすぐぐぐぐくくくくらいのエネルらいのエネルらいのエネルらいのエネルギギギギーーーー消費消費消費消費量量量量にににに比比比比べべべべてててて約約約約 10101010 倍倍倍倍のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っているっているっているっているんですんですんですんですねねねね。。。。戦戦戦戦後後後後はもはもはもはもちちちちろんエネルろんエネルろんエネルろんエネルギギギギーがーがーがーが不不不不足足足足していましていましていましていましたしたしたした。。。。それがそれがそれがそれが、、、、1960196019601960 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、石石石石油油油油ががががだだだだぶぶぶぶだだだだぶぶぶぶとととと入入入入ってくるようになってってくるようになってってくるようになってってくるようになって、、、、石石石石油油油油ベベベベースのースのースのースの――――――――このこのこのこの赤赤赤赤いのがエネルいのがエネルいのがエネルいのがエネルギギギギーーーー消費消費消費消費ですがですがですがですが――――――――消費消費消費消費がががが極極極極端端端端にににに増増増増ええええ、、、、70707070 年年年年にはにはにはには石石石石油油油油危危危危機機機機をををを迎迎迎迎えたりということでえたりということでえたりということでえたりということで、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー使使使使用合用合用合用合理理理理化化化化というというというというようなことがようなことがようなことがようなことが進進進進みましたがみましたがみましたがみましたが、、、、現現現現在在在在はこういうはこういうはこういうはこういう状状状状態態態態になっているになっているになっているになっている。。。。青青青青いいいい色色色色でででで示示示示してあるのはしてあるのはしてあるのはしてあるのは 1111 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GNPGNPGNPGNP ですですですです。。。。左左左左のののの数数数数字字字字でででで、、、、1111つつつつのののの単単単単位位位位がががが 100100100100万万万万円円円円。。。。年年年年間間間間にににに 1111人人人人当当当当たりどれくらいになったりどれくらいになったりどれくらいになったりどれくらいになっているかというようなことがわかりますているかというようなことがわかりますているかというようなことがわかりますているかというようなことがわかります。。。。これもこれもこれもこれも 1970197019701970 年年年年ぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまでは年率年率年率年率 8888％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの高高高高度経度経度経度経済成済成済成済成長長長長というというというという形形形形でででで成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげていったわけていったわけていったわけていったわけですがですがですがですが、、、、そのそのそのその後後後後はははは、、、、公公公公害害害害対策対策対策対策等等等等々々々々もももも、、、、社会社会社会社会のののの調調調調整整整整のののの時時時時期期期期にににに入入入入ってってってって、、、、成成成成長長長長速速速速度度度度はははは 3333％％％％台台台台にににに落落落落ちちちちたたたた。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、80808080 年年年年代代代代のののの後後後後半半半半からバブルからバブルからバブルからバブル経済経済経済経済にににに入入入入っっっっていったわけですていったわけですていったわけですていったわけですねねねね。。。。90909090年年年年にバブルにバブルにバブルにバブル崩壊崩壊崩壊崩壊がががが起起起起こるこるこるこる。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形。。。。    

        そのそのそのその間間間間、、、、ももももちちちちろんろんろんろん環境環境環境環境のののの問問問問題題題題にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、62626262 年年年年、、、、『『『『沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春』』』』というというというという有有有有名名名名ななななレレレレイイイイチチチチェル・ェル・ェル・ェル・カカカカーーーールルルルソソソソンのンのンのンの本本本本がががが上上上上梓梓梓梓されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、72727272 年年年年のストックのストックのストックのストックホホホホルムルムルムルム会議会議会議会議からからからから 92929292 年年年年ののののリリリリオのオのオのオの会議会議会議会議、、、、そしそしそしそしてててて 97979797 年年年年、、、、京京京京都都都都におけるにおけるにおけるにおける温暖温暖温暖温暖化化化化にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる国連国連国連国連のののの枠枠枠枠組組組組みみみみ条条条条約約約約、、、、それのそれのそれのそれのメメメメンバーのンバーのンバーのンバーの会議会議会議会議がががが開開開開かれてかれてかれてかれて、、、、ここでここでここでここで二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素削減削減削減削減にににに関関関関するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな議議議議論論論論ががががなされなされなされなされ、、、、京京京京都都都都メメメメカカカカニズムというようなものもニズムというようなものもニズムというようなものもニズムというようなものも提提提提案案案案されていくわけですされていくわけですされていくわけですされていくわけです。。。。2002200220022002 年年年年にににに、、、、ままままだだだだ覚覚覚覚えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ヨヨヨヨハハハハネスブルグサネスブルグサネスブルグサネスブルグサミットがミットがミットがミットが開開開開かれかれかれかれ、、、、92929292 年年年年ののののリリリリオのオのオのオの会議会議会議会議のころにのころにのころにのころに合合合合意意意意したアジェンダしたアジェンダしたアジェンダしたアジェンダ 21212121、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀にににに向向向向けたけたけたけた、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが全全全全くくくく効効効効果果果果をををを生生生生んでいないというんでいないというんでいないというんでいないという反反反反省省省省にににに立立立立ってってってって、、、、それをどそれをどそれをどそれをどううううややややってってってって実実実実行行行行するかというするかというするかというするかという実施実施実施実施計画計画計画計画のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが 2002200220022002 年年年年にににに議議議議論論論論されたわけでありますされたわけでありますされたわけでありますされたわけであります。。。。しかしかしかしかしながらしながらしながらしながら、、、、それがどうそれがどうそれがどうそれがどう成成成成果果果果をををを生生生生むむむむかというようなことにかというようなことにかというようなことにかというようなことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、甚甚甚甚だだだだ悲悲悲悲観観観観的的的的なななな面面面面もありますもありますもありますもあります。。。。    

        要要要要するにするにするにするに、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん問問問問題題題題だだだだというというというということはことはことはことは感感感感じじじじながらながらながらながら動動動動いてくるんいてくるんいてくるんいてくるんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、本本本本当当当当にににに思思思思いいいい切切切切ったったったったパラダイムシフトをしないとこれからはパラダイムシフトをしないとこれからはパラダイムシフトをしないとこれからはパラダイムシフトをしないとこれからは多多多多分動分動分動分動いていかないんいていかないんいていかないんいていかないんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれそれはそれそれはそれそれはそれといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、国内国内国内国内でもでもでもでも環境環境環境環境にににに関関関関するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな動動動動きはきはきはきは 67676767 年年年年、、、、公公公公害害害害対策対策対策対策基本基本基本基本法法法法、、、、それからそれからそれからそれから環環環環境基本境基本境基本境基本法法法法というのがというのがというのがというのが 1993199319931993 年年年年、、、、そしてそれにかかわるいろいろなそしてそれにかかわるいろいろなそしてそれにかかわるいろいろなそしてそれにかかわるいろいろな法法法法律律律律がががが施施施施行行行行されてされてされてされて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに関関関関してはしてはしてはしては 1970197019701970 年年年年のののの廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法がががが 1997199719971997 年年年年にににに改改改改正正正正されているされているされているされている。。。。こんなようなこんなようなこんなようなこんなような、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法とととというようなものもいうようなものもいうようなものもいうようなものも 1995199519951995 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから。。。。こういうこういうこういうこういうリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、幾幾幾幾つつつつかのものをかのものをかのものをかのものを全全全全体体体体をまとめるをまとめるをまとめるをまとめるというというというという形形形形でこのでこのでこのでこの循環循環循環循環型社会形成推進基本型社会形成推進基本型社会形成推進基本型社会形成推進基本法法法法というようなものもというようなものもというようなものもというようなものも生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、そのそのそのその 2222 年年年年後後後後ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでしたでししたでししたでししたでしょょょょうかうかうかうか、、、、基本基本基本基本計画計画計画計画ももももつつつつくられているくられているくられているくられている。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような全全全全体体体体としてのとしてのとしてのとしての流流流流れなんですれなんですれなんですれなんですねねねね。。。。ししししかしながらかしながらかしながらかしながら、、、、長長長長期期期期的的的的ににににごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいたのはいたのはいたのはいたのは、、、、これはこれはこれはこれは一体一体一体一体将将将将来来来来どうなっていくのかというようなこどうなっていくのかというようなこどうなっていくのかというようなこどうなっていくのかというようなことをとをとをとをちちちちょょょょっとっとっとっと想想想想像像像像していたしていたしていたしていただだだだこうとこうとこうとこうと、、、、こういうこういうこういうこういう趣旨趣旨趣旨趣旨でありますでありますでありますであります。。。。    

        1960196019601960 年年年年からからからから 70707070 年年年年代代代代、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、このころはこのころはこのころはこのころは局所局所局所局所的的的的なななな環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染、、、、公公公公害害害害とととと言言言言われるようなものがわれるようなものがわれるようなものがわれるようなものが多多多多発発発発してしてしてして、、、、EndEndEndEnd----ofofofof----pipepipepipepipe といいますがといいますがといいますがといいますが、、、、排排排排水水水水、、、、排排排排ガガガガスススス、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、そのそのそのその出口出口出口出口においていろいろなにおいていろいろなにおいていろいろなにおいていろいろな設設設設備備備備機機機機器器器器のののの開発開発開発開発によってによってによってによって、、、、産業産業産業産業からのからのからのからの環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響等等等等にににに対対対対応応応応していくしていくしていくしていく。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、このこのこのこの高高高高度成度成度成度成長長長長のののの時時時時期期期期というのはというのはというのはというのは、、、、ややややはりはりはりはり水水水水道道道道なんかもなんかもなんかもなんかも 60606060 年年年年代代代代、、、、75757575 年年年年ぐぐぐぐらいにかけてらいにかけてらいにかけてらいにかけて大大大大いにいにいにいに普及普及普及普及していったしていったしていったしていったわけでありますのでわけでありますのでわけでありますのでわけでありますので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは社会社会社会社会全全全全体体体体がががが変変変変わっていってわっていってわっていってわっていって、、、、これはこれはこれはこれは、、、、例例例例ええええばばばば感感感感染染染染症症症症なんなんなんなんかにはかにはかにはかには非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな効効効効果果果果をををを生生生生んでいったわけですんでいったわけですんでいったわけですんでいったわけです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが大大大大いにいにいにいに水水水水をををを使使使使えるよえるよえるよえるようになっていったことがうになっていったことがうになっていったことがうになっていったことが、、、、逆逆逆逆にににに環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊にまたにまたにまたにまたつつつつながっていくというながっていくというながっていくというながっていくという、、、、それがそれがそれがそれが 1980198019801980 年年年年代代代代にににに、、、、家家家家
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庭庭庭庭でででで使使使使ったったったった水水水水がががが水水水水環境環境環境環境をどうをどうをどうをどうややややってってってって汚染汚染汚染汚染することになったのかというようなことにすることになったのかというようなことにすることになったのかというようなことにすることになったのかというようなことにつつつつながっていながっていながっていながっていくわけですくわけですくわけですくわけです。。。。水水水水道道道道のののの普及率普及率普及率普及率はははは 90909090％％％％にににに到達到達到達到達してもしてもしてもしても、、、、下下下下水水水水のののの普及率普及率普及率普及率はははは 30303030％％％％、、、、40404040％％％％、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代ががががこのこのこのこの時代時代時代時代でありますでありますでありますであります。。。。ともかくともかくともかくともかく全全全全体体体体のグランのグランのグランのグランドデドデドデドデザザザザインよりインよりインよりインより先先先先にににに必要必要必要必要なことをどんどんとなことをどんどんとなことをどんどんとなことをどんどんと進進進進めてめてめてめていくというようないくというようないくというようないくというようなややややりりりり方方方方でででで、、、、そのそのそのそのギャギャギャギャップがいろんなところップがいろんなところップがいろんなところップがいろんなところへへへへ生生生生まれていくわけですまれていくわけですまれていくわけですまれていくわけです。。。。それはもそれはもそれはもそれはもうううう結結結結果果果果論論論論でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、90909090 年年年年代代代代になってになってになってになって、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境のののの問問問問題題題題からからからから一一一一挙挙挙挙にににに地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが起起起起こってこってこってこってきますきますきますきます。。。。オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの問問問問題題題題、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素、、、、砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化、、、、生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが次次次次からからからから次次次次へへへへとととと言言言言われるようになってくるわけですわれるようになってくるわけですわれるようになってくるわけですわれるようになってくるわけです。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの有有有有限限限限性性性性をををを理理理理解解解解するするするする、、、、そのそのそのその背背背背景景景景にこういうものがにこういうものがにこういうものがにこういうものが生生生生ままままれてくるれてくるれてくるれてくる。。。。    

        2000200020002000 年年年年代代代代、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、これからどうなっていくのかということになるとこれからどうなっていくのかということになるとこれからどうなっていくのかということになるとこれからどうなっていくのかということになると、、、、ややややはりそういうものをはりそういうものをはりそういうものをはりそういうものを総総総総合合合合してしてしてしてサステサステサステサスティィィィナブルナブルナブルナブルなななな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな人人人人間間間間活動活動活動活動とはどういうものかということをきとはどういうものかということをきとはどういうものかということをきとはどういうものかということをきちちちちんとんとんとんと考考考考えてえてえてえていかなくてはいけないいかなくてはいけないいかなくてはいけないいかなくてはいけない時代時代時代時代にににに入入入入っていくということをっていくということをっていくということをっていくということをごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばよろしいかとよろしいかとよろしいかとよろしいかと思思思思いますいますいますいます。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、有有有有限限限限なななな条件条件条件条件下下下下でででで、、、、拡大拡大拡大拡大しししし過過過過ぎぎぎぎたたたた人人人人間間間間活動活動活動活動というものがというものがというものがというものが、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう崩壊崩壊崩壊崩壊せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なななないいいい。。。。それをそれをそれをそれを、、、、破壊破壊破壊破壊するのをするのをするのをするのを待待待待っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは新新新新たなパラダイムをそこにたなパラダイムをそこにたなパラダイムをそこにたなパラダイムをそこにちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと設設設設定定定定ををををしてしてしてして、、、、一体一体一体一体私私私私たたたたちちちちがどうするかということがどうするかということがどうするかということがどうするかということ、、、、今後今後今後今後どうすどうすどうすどうすべべべべきかということをどうきかということをどうきかということをどうきかということをどういういういういうふふふふうにうにうにうに設設設設計計計計していくのかということですしていくのかということですしていくのかということですしていくのかということですねねねね。。。。    

        先先先先ほほほほどどどどごごごご覧覧覧覧にににに入入入入れましたれましたれましたれました高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、今今今今もそうでありますがもそうでありますがもそうでありますがもそうでありますが、、、、ともかくともかくともかくともかく経済成経済成経済成経済成長長長長なんかになんかになんかになんかに関関関関してしてしてしてはははは、、、、成成成成長長長長率率率率がマイナスになるということはがマイナスになるということはがマイナスになるということはがマイナスになるということは、、、、もうもうもうもう何何何何かとてかとてかとてかとてつつつつもないもないもないもない悪悪悪悪であるというようなであるというようなであるというようなであるというような発想発想発想発想をををを私私私私たたたたちちちちはははは植植植植ええええ込込込込まれていますまれていますまれていますまれています。。。。本本本本当当当当にそうなのかということなんですにそうなのかということなんですにそうなのかということなんですにそうなのかということなんですねねねね。。。。いいいいつつつつもももも、、、、いいいいつつつつもプラスもプラスもプラスもプラスにににに成成成成長長長長していなけれしていなけれしていなけれしていなければばばばいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか。。。。サステサステサステサスティィィィナナナナビビビビリリリリテテテティィィィーというーというーというーという言言言言葉葉葉葉もももも、、、、当初当初当初当初ははははサステサステサステサスティィィィナブナブナブナブルルルル・・・・ディベディベディベディベロプロプロプロプメメメメントントントント、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな成成成成長長長長、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展というようなというようなというようなというような言言言言葉葉葉葉がががが使使使使われておりましわれておりましわれておりましわれておりましたたたた。。。。これはこれはこれはこれは 1987198719871987 年年年年にブルントランにブルントランにブルントランにブルントランドドドド報告書報告書報告書報告書というものがというものがというものがというものが世世世世界環境開発界環境開発界環境開発界環境開発委員委員委員委員会会会会というところからというところからというところからというところから出出出出されたときにされたときにされたときにされたときに、、、、妥妥妥妥協協協協のののの産産産産物物物物としてそういうとしてそういうとしてそういうとしてそういう言言言言葉葉葉葉がががが生生生生まれてきたわけですがまれてきたわけですがまれてきたわけですがまれてきたわけですが、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう、、、、こういこういこういこういうううう成成成成長長長長ががががサステサステサステサスティィィィナブルナブルナブルナブルであるなんていうことはであるなんていうことはであるなんていうことはであるなんていうことは望望望望むむむむべべべべくもないくもないくもないくもないだだだだろうというのがろうというのがろうというのがろうというのが私私私私たたたたちちちちがががが考考考考ええええていることですていることですていることですていることです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、年率年率年率年率 1111％％％％であれであれであれであれ、、、、3333％％％％であれであれであれであれ、、、、成成成成長長長長をををを続続続続けるということはけるということはけるということはけるということは、、、、いずれいずれいずれいずれはははは無限無限無限無限大大大大にいくということなんですにいくということなんですにいくということなんですにいくということなんですねねねね。。。。    

        先先先先ほほほほどどどど来来来来申申申申しししし上上上上げげげげていますようにていますようにていますようにていますように、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさというのはきさというのはきさというのはきさというのは有有有有限限限限ですからですからですからですから、、、、無限無限無限無限にににに発展発展発展発展するとするとするとするということはありいうことはありいうことはありいうことはあり得得得得ないないないない。。。。するとするとするとすると、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに平平平平衡衡衡衡安定点安定点安定点安定点というものがなくてはいけなというものがなくてはいけなというものがなくてはいけなというものがなくてはいけないんですいんですいんですいんですねねねね。。。。有有有有限限限限のののの大大大大きさのきさのきさのきさの中中中中でででで安定安定安定安定にににに維維維維持持持持できるものはできるものはできるものはできるものは、、、、ともかくあるともかくあるともかくあるともかくある値値値値のところしかありのところしかありのところしかありのところしかあり得得得得ないないないない。。。。もしこもしこもしこもしこれがわかっていれれがわかっていれれがわかっていれれがわかっていればばばば、、、、賢賢賢賢いいいい人人人人はははは、、、、こういうこういうこういうこういう空色空色空色空色のののの線線線線でででで、、、、そこそこそこそこへへへへ近近近近づいていくづいていくづいていくづいていく。。。。実際実際実際実際にににに微微微微生物生物生物生物をををを一一一一定定定定容容容容器器器器のののの入入入入れれれれ物物物物のののの中中中中でででで増殖増殖増殖増殖させたりするとさせたりするとさせたりするとさせたりすると、、、、増殖増殖増殖増殖がががが頭頭頭頭打打打打ちちちちになりますになりますになりますになりますねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、非非非非常常常常にににに単純単純単純単純なななな系系系系だだだだとそういうことになるとそういうことになるとそういうことになるとそういうことになる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、問問問問題題題題はははは、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会のようにのようにのようにのように複複複複雑雑雑雑なななな仕仕仕仕組組組組みですとみですとみですとみですと、、、、自分自分自分自分のののの能力能力能力能力をををを超超超超えてえてえてえて成成成成長長長長しししし過過過過ぎぎぎぎてしまうてしまうてしまうてしまう。。。。多多多多くのものをくのものをくのものをくのものを望望望望みみみみ過過過過ぎぎぎぎてしまうてしまうてしまうてしまう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そこにたどりそこにたどりそこにたどりそこにたどり着着着着いていていていて初初初初めてめてめてめて周周周周辺辺辺辺にににに資源資源資源資源がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった、、、、水水水水がないがないがないがない、、、、食食食食料料料料がないがないがないがない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人口人口人口人口がががが増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎたたたた、、、、要要要要すすすするにいろいろるにいろいろるにいろいろるにいろいろ能力以能力以能力以能力以上上上上のことをしたためにのことをしたためにのことをしたためにのことをしたために環境環境環境環境がががが破壊破壊破壊破壊されてしまってされてしまってされてしまってされてしまって、、、、生生生生存存存存基盤基盤基盤基盤がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった。。。。いろんなことにいろんなことにいろんなことにいろんなことに立立立立ちちちち至至至至ってってってって、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには破破破破局局局局にににに至至至至るるるる。。。。こういうパターンをとるわけですこういうパターンをとるわけですこういうパターンをとるわけですこういうパターンをとるわけです。。。。要要要要するするするするにににに、、、、1111 つつつつのののの考考考考ええええ方方方方でででで進進進進んでいくとこういうんでいくとこういうんでいくとこういうんでいくとこういうふふふふうになるうになるうになるうになる。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史上上上上、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ローローローローママママ帝帝帝帝国国国国がががが拡大拡大拡大拡大しししし過過過過ぎぎぎぎてててて遂遂遂遂にはにはにはには急速急速急速急速にににに破破破破局局局局にににに至至至至ったったったった例例例例。。。。大大大大英帝英帝英帝英帝国国国国もももも広広広広がりがりがりがり過過過過ぎぎぎぎてててて。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような例例例例はははは、、、、ももももちちちちろんろんろんろん有有有有限限限限性性性性というようなことよりはというようなことよりはというようなことよりはというようなことよりは、、、、むむむむしろしろしろしろ内内内内包包包包するいろいろなするいろいろなするいろいろなするいろいろな問問問問題題題題でででで起起起起こってくるこってくるこってくるこってくるわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、今今今今、、、、多多多多分分分分私私私私たたたたちちちちのののの、、、、日日日日本本本本もそうかもしれませんもそうかもしれませんもそうかもしれませんもそうかもしれません、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの部部部部分分分分のののの高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、戦戦戦戦後後後後のののの高高高高度成度成度成度成長長長長 8888％％％％、、、、それからそれからそれからそれから 3333％％％％成成成成長長長長、、、、バブルバブルバブルバブル成成成成長長長長。。。。バブルバブルバブルバブル成成成成長長長長というのはというのはというのはというのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、中中中中身身身身がががが何何何何もももも変変変変わっていないのにわっていないのにわっていないのにわっていないのに経済経済経済経済だだだだけがけがけがけが発展発展発展発展するするするする。。。。それをそれをそれをそれを終終終終えてえてえてえて、、、、今今今今私私私私たたたたちちちちはこのはこのはこのはこの辺辺辺辺にいるのかもにいるのかもにいるのかもにいるのかも
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しれませんしれませんしれませんしれませんねねねね。。。。このままこのままこのままこのまま同同同同じじじじ考考考考ええええ方方方方をををを持持持持ちちちち続続続続けているとけているとけているとけていると、、、、いずれいずれいずれいずれ破破破破局局局局にににに至至至至るるるるだだだだろうろうろうろう、、、、こういうここういうここういうここういうことですとですとですとです。。。。    

        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たたたたちちちちががががややややるるるるべべべべきことはきことはきことはきことは、、、、与与与与えられたいろいろなえられたいろいろなえられたいろいろなえられたいろいろな条件条件条件条件のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、どこがどこがどこがどこが適適適適正正正正なななな平平平平衡衡衡衡安定点安定点安定点安定点なのかなのかなのかなのか、、、、どこがどこがどこがどこが適適適適正正正正なななな、、、、私私私私はははは着着着着地地地地点点点点とととと呼呼呼呼んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、どこがどこがどこがどこが適適適適正正正正なななな着着着着地地地地点点点点なのかなのかなのかなのか、、、、ここここれをれをれをれをちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと見見見見据据据据えてえてえてえて、、、、そこにそこにそこにそこに向向向向かってかってかってかってソソソソフトランフトランフトランフトランドドドドををををするするするする、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えていかなくてえていかなくてえていかなくてえていかなくてはいけないのではないかはいけないのではないかはいけないのではないかはいけないのではないか。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、成成成成長長長長するときのするときのするときのするときの考考考考ええええ方方方方とととと、、、、これからこれからこれからこれから着着着着地地地地するときのするときのするときのするときの考考考考ええええ方方方方はははは同同同同じじじじではないではないではないではない。。。。パラダイムがパラダイムがパラダイムがパラダイムが違違違違うううう。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えなくてはいけないということでありまえなくてはいけないということでありまえなくてはいけないということでありまえなくてはいけないということでありますすすす。。。。    

        成成成成長長長長しているときしているときしているときしているとき、、、、いわいわいわいわばばばば 20202020 世世世世紀紀紀紀型型型型のパラダイムというのはのパラダイムというのはのパラダイムというのはのパラダイムというのは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの考考考考ええええ方方方方ですですですですねねねね、、、、いいいいけいけけいけけいけけいけ、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん、、、、ともかくともかくともかくともかく成成成成長長長長しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、サステサステサステサスティィィィナナナナビビビビリリリリテテテティィィィーーーーをををを求求求求めめめめていくていくていくていく。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの考考考考ええええ方方方方はははは成成成成長長長長するときのするときのするときのするときの考考考考ええええ方方方方とはとはとはとは違違違違うううう考考考考ええええ方方方方にしなくてはいけないにしなくてはいけないにしなくてはいけないにしなくてはいけない。。。。成成成成長長長長時代時代時代時代にににに考考考考えていたことをえていたことをえていたことをえていたことを裏裏裏裏返返返返してみれしてみれしてみれしてみればばばば、、、、持続性持続性持続性持続性パラダイムのようなものがパラダイムのようなものがパラダイムのようなものがパラダイムのようなものが生生生生まれてくるわけでまれてくるわけでまれてくるわけでまれてくるわけで、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに難難難難しいことではないんですがしいことではないんですがしいことではないんですがしいことではないんですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうことをどうにどういうことをどうにどういうことをどうにどういうことをどう変変変変えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要ががががあるのかあるのかあるのかあるのか。。。。    

        例例例例ええええばばばば、、、、産業界産業界産業界産業界においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、製製製製造造造造業業業業、、、、道路道路道路道路づくりづくりづくりづくり、、、、建建建建設業設業設業設業、、、、ともかくともかくともかくともかく何何何何かかかか物物物物をどんどんをどんどんをどんどんをどんどんつつつつくるくるくるくる、、、、これがもうこれがもうこれがもうこれがもう大大大大義義義義名名名名分分分分であったであったであったであった、、、、こういうこういうこういうこういう成成成成長長長長パラダイムのパラダイムのパラダイムのパラダイムの時代時代時代時代からからからから、、、、これからはこれからはこれからはこれからはややややっっっっぱぱぱぱりサーりサーりサーりサービビビビスススス、、、、保保保保守守守守をどうをどうをどうをどうややややっていくのかっていくのかっていくのかっていくのか。。。。巨巨巨巨大大大大なななな建物建物建物建物ををををつつつつくらなくたっていいんですくらなくたっていいんですくらなくたっていいんですくらなくたっていいんですねねねね。。。。古古古古いいいい建物建物建物建物であっであっであっであってもてもてもても、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどうややややってってってってメメメメンテナンスをしながらンテナンスをしながらンテナンスをしながらンテナンスをしながら快快快快適適適適にににに暮暮暮暮らしていくのからしていくのからしていくのからしていくのか。。。。内内内内部部部部にもっとおにもっとおにもっとおにもっとお金金金金ををををかけるかけるかけるかける。。。。製製製製造造造造業業業業とととといってもいってもいってもいっても、、、、車車車車をををを製製製製造造造造してしてしてして日日日日本本本本のののの経済経済経済経済をををを支支支支えているえているえているえている、、、、例例例例ええええばばばばトトトトヨヨヨヨタタタタ、、、、これがこれがこれがこれが、、、、じじじじゃゃゃゃ、、、、もうもうもうもうややややめてめてめてめて、、、、サーサーサーサービビビビス・ス・ス・ス・保保保保守守守守、、、、だだだだからからからからセセセセブン・イブン・イブン・イブン・イレレレレブンブンブンブン、、、、ローローローローソソソソンにかわれンにかわれンにかわれンにかわればばばばいいいいいいいい、、、、そういそういそういそういうことうことうことうことじゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。車車車車ををををつつつつくるということにくるということにくるということにくるということに関関関関してもしてもしてもしても、、、、ともかくともかくともかくともかくハハハハーーーードドドドウウウウエアとしてのエアとしてのエアとしてのエアとしての車車車車ををををつつつつくってくってくってくって、、、、売売売売ったらったらったらったら終終終終わりわりわりわり、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは、、、、つつつつくったくったくったくった車車車車をををを通通通通しておしておしておしてお客客客客ささささんにどういうサーんにどういうサーんにどういうサーんにどういうサービビビビスをスをスをスを提提提提供供供供するかするかするかするか、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想にににに転転転転換換換換していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、車車車車自身自身自身自身はははは別別別別にににに売売売売らなくたっていいんですらなくたっていいんですらなくたっていいんですらなくたっていいんですねねねね。。。。レレレレンタンタンタンタカカカカーなんかをーなんかをーなんかをーなんかを想想想想像像像像していたしていたしていたしていただだだだけけけけばばばばいいいいいわけですがいわけですがいわけですがいわけですが、、、、車車車車のののの機機機機能能能能ををををちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとお客客客客さんにさんにさんにさんに与与与与えていくえていくえていくえていく、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような考考考考ええええ方方方方がががが製製製製造造造造・・・・建建建建設設設設からからからから、、、、むむむむしろサーしろサーしろサーしろサービビビビス・ス・ス・ス・保保保保守守守守へへへへというパラダイムシフトのもとにあるというパラダイムシフトのもとにあるというパラダイムシフトのもとにあるというパラダイムシフトのもとにある考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。    

        大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、物物物物をともかくたくさんをともかくたくさんをともかくたくさんをともかくたくさん売売売売ることによってることによってることによってることによって成成成成りりりり立立立立たせるたせるたせるたせる経済経済経済経済というものもというものもというものもというものも、、、、もうそろそろもうそろそろもうそろそろもうそろそろややややめましめましめましめましょょょょうううう。。。。適適適適量量量量あれあれあれあればばばばいいいいいいいい。。。。ニーズがあるときにニーズがあるときにニーズがあるときにニーズがあるときに、、、、オンオンオンオンデデデデマンマンマンマンドドドドでででで生生生生産産産産をすれをすれをすれをすればばばばいいいいいいいい。。。。そういうことですそういうことですそういうことですそういうことですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその次次次次にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、労労労労働働働働生生生生産性産性産性産性、、、、ともかくともかくともかくともかく労労労労働働働働のののの価値価値価値価値をををを上上上上げげげげてててて、、、、どうどうどうどうややややってそれをってそれをってそれをってそれを GNPGNPGNPGNP ににににつつつつななななぐぐぐぐかということではなくてかということではなくてかということではなくてかということではなくて、、、、わずかなわずかなわずかなわずかな資源資源資源資源当当当当たりのたりのたりのたりの生生生生産性産性産性産性をををを、、、、価値価値価値価値ををををどうどうどうどう高高高高めるかめるかめるかめるか、、、、こういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをこういうようなことを考考考考えていくえていくえていくえていく時代時代時代時代にににに入入入入っていくっていくっていくっていくだだだだろうろうろうろう。。。。    

        ココココンンンンビビビビニエンスストアにニエンスストアにニエンスストアにニエンスストアに行行行行きますときますときますときますと、、、、食品食品食品食品なんかはなんかはなんかはなんかは特特特特にそのようですがにそのようですがにそのようですがにそのようですが、、、、売売売売れたれたれたれた分分分分だだだだけまたけまたけまたけまた午午午午後後後後のののの便便便便でででで運運運運んでくるんでくるんでくるんでくる。。。。おおおおむむむむすびであるとかすびであるとかすびであるとかすびであるとか、、、、いろんないろんないろんないろんな食品食品食品食品がパッがパッがパッがパッケケケケージになっていてージになっていてージになっていてージになっていて、、、、売売売売れたれたれたれた分分分分ががががちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと電電電電卓卓卓卓でどこかでどこかでどこかでどこかへへへへつつつつながってながってながってながって、、、、そのそのそのその分分分分をををを次次次次にににに運運運運んでくるんでくるんでくるんでくる、、、、こういうようなサーこういうようなサーこういうようなサーこういうようなサービビビビスをしスをしスをしスをしていますていますていますていますねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、私私私私はははは、、、、最最最最初初初初はははは極極極極めてすめてすめてすめてすぐぐぐぐれたオンれたオンれたオンれたオンデデデデマンマンマンマンドドドドかとかとかとかと思思思思っていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、そうそうそうそうではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、工場工場工場工場ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、ややややはりはりはりはり今日今日今日今日はどれくらいはどれくらいはどれくらいはどれくらい売売売売れるれるれるれるだだだだろうというろうというろうというろうという予測予測予測予測生生生生産産産産でででで、、、、大大大大量量量量にににに物物物物ををををつつつつくっくっくっくっているているているている。。。。窓窓窓窓口口口口ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、売売売売れたれたれたれた分分分分がががが減減減減りますからりますからりますからりますから、、、、それをそこからそれをそこからそれをそこからそれをそこから運運運運んでいるんでいるんでいるんでいる、、、、ここここういうことのようなんですういうことのようなんですういうことのようなんですういうことのようなんですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ココココンンンンビビビビニであってもニであってもニであってもニであっても、、、、毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日日日日のののの売売売売れれれれ残残残残りというのりというのりというのりというのはははは大大大大量量量量にににに発発発発生生生生してしてしてして、、、、一一一一説説説説によるとによるとによるとによると、、、、毎毎毎毎日日日日 720720720720 万万万万食食食食売売売売れれれれ残残残残りがりがりがりが出出出出るというようなるというようなるというようなるというような数数数数字字字字があるといがあるといがあるといがあるというううう話話話話をををを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。そんなそんなそんなそんな、、、、要要要要するにするにするにするにむむむむだだだだをををを出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、目目目目のののの前前前前だだだだけではけではけではけでは快快快快適適適適なななな、、、、そういうそういうそういうそういうココココンンンンビビビビニというようなものがニというようなものがニというようなものがニというようなものが、、、、本本本本当当当当にににに社会社会社会社会全全全全体体体体にとってにとってにとってにとってココココンンンンビビビビーニエントなのかどうかーニエントなのかどうかーニエントなのかどうかーニエントなのかどうか、、、、これはこれはこれはこれは
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甚甚甚甚だだだだ疑問疑問疑問疑問ですですですですねねねね。。。。そういうようなところをそういうようなところをそういうようなところをそういうようなところをややややはりはりはりはり徹底徹底徹底徹底的的的的にににに考考考考ええええ直直直直していかなくてはいけないしていかなくてはいけないしていかなくてはいけないしていかなくてはいけない。。。。    

        消消消消費者費者費者費者のののの側側側側にもにもにもにも責任責任責任責任があるわけでありましてがあるわけでありましてがあるわけでありましてがあるわけでありまして、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、フローフローフローフロー中中中中心心心心というのはというのはというのはというのは、、、、買買買買ってきてってきてってきてってきて、、、、ごごごごみがみがみがみが出出出出たらそれをたらそれをたらそれをたらそれを捨捨捨捨てるてるてるてる。。。。ともかくそれをともかくそれをともかくそれをともかくそれを大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費とととと同同同同じじじじでででで、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量購購購購買買買買、、、、買買買買いいいい入入入入れてれてれてれて、、、、大大大大量量量量にににに捨捨捨捨てるてるてるてる。。。。こういうこういうこういうこういう物物物物質質質質のののの流流流流れにれにれにれに基基基基づいたづいたづいたづいた経済経済経済経済からからからから、、、、ストックストックストックストック中中中中心心心心、、、、ややややはりいはりいはりいはりいいものをいものをいものをいものを買買買買ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを持持持持っているっているっているっている、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその物物物物のののの機機機機能能能能、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、車車車車であれであれであれであればばばば、、、、鉄鉄鉄鉄のののの固固固固まりまりまりまりととととガガガガラスとラスとラスとラスとゴゴゴゴムからできたムからできたムからできたムからできた、、、、色色色色がががが塗塗塗塗ってあるってあるってあるってある、、、、あれをあれをあれをあれを自分自分自分自分がががが持持持持っているということはっているということはっているということはっているということは何何何何もももも偉偉偉偉いこいこいこいことでもとでもとでもとでも何何何何でもないでもないでもないでもない。。。。大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、自分自分自分自分がががが車車車車をををを使使使使ってどこってどこってどこってどこへへへへ移移移移動動動動するするするする、、、、何何何何かをするときにかをするときにかをするときにかをするときに思思思思ううううどおどおどおどおりにできるというりにできるというりにできるというりにできるという、、、、そのそのそのその機機機機能能能能がががが何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで果果果果たされれたされれたされれたされればばばばいいわけですいいわけですいいわけですいいわけですねねねね。。。。物物物物をををを持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばば豊豊豊豊かではないというかではないというかではないというかではないという貧貧貧貧しいしいしいしい心心心心のののの持持持持ちちちち方方方方をををを変変変変えようというえようというえようというえようという、、、、そういうそういうそういうそういう発想発想発想発想ですですですです。。。。    

        そういうようなそういうようなそういうようなそういうような観点観点観点観点でででで見見見見ていけていけていけていけばばばば、、、、それにそれにそれにそれに敏敏敏敏感感感感にににに対対対対応応応応するするするする生生生生産産産産者者者者のののの側側側側もももも対対対対応応応応していかれるでししていかれるでししていかれるでししていかれるでしょょょょうううう。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを変変変変えていこうえていこうえていこうえていこう。。。。環境関係環境関係環境関係環境関係もももも、、、、エンエンエンエンドドドドオブパイプオブパイプオブパイプオブパイプ、、、、出口出口出口出口でででで排排排排水水水水、、、、排排排排気気気気ガガガガスをスをスをスをどうどうどうどうややややってきれいにするかってきれいにするかってきれいにするかってきれいにするか、、、、あるいはエネルあるいはエネルあるいはエネルあるいはエネルギギギギーをどうーをどうーをどうーをどう節節節節約約約約するかというようなするかというようなするかというようなするかというような発想発想発想発想からからからから、、、、これこれこれこれはははは上上上上流流流流改改改改編編編編とととと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、もうともかくもうともかくもうともかくもうともかく出口出口出口出口でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを考考考考えるんえるんえるんえるんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、入入入入りりりり口口口口ののののほほほほうでそうでそうでそうでそれがれがれがれが出出出出ないようにないようにないようにないように、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで全全全全体体体体のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを考考考考えていきましえていきましえていきましえていきましょょょょうううう。。。。全全全全体体体体像像像像をををを考考考考えてえてえてえていこうというのがいこうというのがいこうというのがいこうというのが上上上上流流流流改改改改編編編編、、、、そしてゼロエミッションというそしてゼロエミッションというそしてゼロエミッションというそしてゼロエミッションという考考考考ええええ方方方方はははは、、、、ごごごごみゼロというのとはみゼロというのとはみゼロというのとはみゼロというのとは違違違違うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはにはごごごごみゼロになるんみゼロになるんみゼロになるんみゼロになるんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのためそのためそのためそのためにににに、、、、出口出口出口出口側側側側ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、上上上上流流流流側側側側、、、、入入入入りりりり口口口口側側側側でででで物物物物をををを変変変変えていこうというのがゼロエミッションといえていこうというのがゼロエミッションといえていこうというのがゼロエミッションといえていこうというのがゼロエミッションというううう考考考考ええええ方方方方のもとですのもとですのもとですのもとです。。。。    

        そういうことをするためにはそういうことをするためにはそういうことをするためにはそういうことをするためには、、、、日日日日々々々々のののの暮暮暮暮らしでらしでらしでらしで、、、、毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日日日日でででで GNPGNPGNPGNP がプラスになるようにがプラスになるようにがプラスになるようにがプラスになるように、、、、ああああるいはるいはるいはるいは隣隣隣隣のののの持持持持っているっているっているっている車車車車とうとうとうとうちちちちのののの車車車車がどうがどうがどうがどうだだだだとととと比比比比較較較較、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、局所局所局所局所的的的的なななな時時時時間間間間軸軸軸軸でのでのでのでの比比比比較較較較であっであっであっであったりたりたりたり、、、、隣隣隣隣とのとのとのとの比比比比較較較較であったりであったりであったりであったり、、、、そういうそういうそういうそういう発想発想発想発想はもうはもうはもうはもうややややめてめてめてめて、、、、もっともっともっともっと絶絶絶絶対対対対的的的的なななな価値価値価値価値をををを自分自分自分自分たたたたちちちちがががが持持持持てるようにしなくてはいけないてるようにしなくてはいけないてるようにしなくてはいけないてるようにしなくてはいけない。。。。それがそれがそれがそれが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、積分的積分的積分的積分的、、、、総総総総括括括括的的的的ということですということですということですということです。。。。さっきさっきさっきさっき、、、、微微微微分的分的分的分的なななな発想発想発想発想でいくとこれはでいくとこれはでいくとこれはでいくとこれは 20202020 世世世世紀紀紀紀のののの発想発想発想発想ですからですからですからですから、、、、いずれはいずれはいずれはいずれはピピピピークをークをークをークを登登登登りりりり詰詰詰詰めてめてめてめて、、、、すとんとすとんとすとんとすとんと落落落落ちちちちてててて破破破破局局局局にににに至至至至るるるる。。。。積分的積分的積分的積分的というのはというのはというのはというのは、、、、一体一体一体一体私私私私たたたたちちちちはどこまではどこまではどこまではどこまで許許許許されるかというされるかというされるかというされるかという、、、、そのそのそのその着着着着地地地地点点点点ををををききききちちちちんとんとんとんと決決決決めるというようなことによってめるというようなことによってめるというようなことによってめるというようなことによって、、、、そこそこそこそこへへへへ到達到達到達到達するにはどうするかということをするにはどうするかということをするにはどうするかということをするにはどうするかということを考考考考えるえるえるえるというというというという、、、、それがそれがそれがそれが積分的積分的積分的積分的、、、、総総総総括括括括的的的的ということですということですということですということですねねねね。。。。    プロジェクシプロジェクシプロジェクシプロジェクションというのはョンというのはョンというのはョンというのは、、、、今今今今ともかくともかくともかくともかく問問問問題題題題点点点点をををを解解解解決決決決するというようなするというようなするというようなするというような発想発想発想発想でででで、、、、現現現現状状状状からからからから望望望望遠遠遠遠鏡鏡鏡鏡でででで先先先先をををを見見見見るというるというるというるという発想発想発想発想ですがですがですがですが、、、、バックバックバックバックキキキキャャャャステステステスティィィィングというのはングというのはングというのはングというのは、、、、積分的積分的積分的積分的、、、、総総総総括括括括的的的的なななな判判判判断断断断でででで着着着着地地地地点点点点がががが決決決決まるまるまるまる。。。。50505050 年年年年後後後後にはにはにはには徳島徳島徳島徳島はこういうはこういうはこういうはこういう町町町町にしようということになったらにしようということになったらにしようということになったらにしようということになったら、、、、そこそこそこそこへへへへ現現現現状状状状からからからから、、、、今今今今のののの状状状状態態態態からからからから一体一体一体一体どうどうどうどうややややってってってって近近近近づけていくのがいいのかづけていくのがいいのかづけていくのがいいのかづけていくのがいいのか。。。。今今今今のののの問問問問題題題題だだだだけをけをけをけを考考考考えるんえるんえるんえるんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、今今今今のののの問問問問題題題題ですとですとですとですと、、、、あそこのあそこのあそこのあそこの河河河河川川川川はどうなるはどうなるはどうなるはどうなる、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっときれいなっときれいなっときれいなっときれいな県県県県庁庁庁庁ビビビビルをルをルをルをつつつつくろうとかくろうとかくろうとかくろうとか、、、、そそそそういうういうういうういう発想発想発想発想じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、本本本本当当当当にににに必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは何何何何かというようなことをかというようなことをかというようなことをかというようなことを考考考考えてえてえてえて、、、、そこそこそこそこへへへへ向向向向けてけてけてけて県民県民県民県民のののの知知知知恵恵恵恵とととと資産資産資産資産といろいろなといろいろなといろいろなといろいろな行行行行動力動力動力動力ををををつつつつないでいくというないでいくというないでいくというないでいくという、、、、そういうそういうそういうそういう出口出口出口出口側側側側からからからから見見見見たたたた、、、、着着着着地地地地点点点点からからからから見見見見たたたた計画計画計画計画をををを立立立立てるというのがバックてるというのがバックてるというのがバックてるというのがバックキキキキャャャャステステステスティィィィングというングというングというングという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、このこのこのこの左左左左側側側側のののの成成成成長長長長パラダイムからパラダイムからパラダイムからパラダイムから右右右右側側側側のののの持続性持続性持続性持続性パラダイムにパラダイムにパラダイムにパラダイムに変変変変わっていくというようなことによってわっていくというようなことによってわっていくというようなことによってわっていくというようなことによって、、、、そしてそれそしてそれそしてそれそしてそれによってによってによってによって着着着着実実実実なななな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構想構想構想構想するということによってするということによってするということによってするということによって、、、、これからこれからこれからこれから私私私私たたたたちちちちがががが次次次次のののの世代世代世代世代にににに残残残残せるせるせるせる国国国国づくりづくりづくりづくり、、、、社会社会社会社会づくりをしなくてはいけないづくりをしなくてはいけないづくりをしなくてはいけないづくりをしなくてはいけないだだだだろうということでありますろうということでありますろうということでありますろうということであります。。。。    

        これはこれはこれはこれは 1111 つつつつのののの例例例例ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは京京京京都大学都大学都大学都大学のののの先先先先生生生生でおられたでおられたでおられたでおられた高高高高月月月月さんというさんというさんというさんという方方方方がががが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、3R3R3R3R とかいってとかいってとかいってとかいって、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命このこのこのこの出口出口出口出口ででででややややってもってもってもっても、、、、入入入入りりりり口口口口のバルブをのバルブをのバルブをのバルブを締締締締めなきめなきめなきめなきゃゃゃゃ、、、、これはこれはこれはこれは切切切切りがないわけですりがないわけですりがないわけですりがないわけですねねねね。。。。入入入入りりりり口口口口のののの蛇蛇蛇蛇口口口口をををを締締締締めるというのがめるというのがめるというのがめるというのが、、、、いわいわいわいわばばばばゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの発想発想発想発想ですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、出出出出てくるものてくるものてくるものてくるものだだだだけをけをけをけを対対対対応応応応してしてしてして、、、、市民市民市民市民運運運運動動動動でなんてでなんてでなんてでなんて言言言言ったってったってったってったって、、、、そうそうそうそうややややっっっっ
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てあおられるてあおられるてあおられるてあおられる市民市民市民市民のののの方方方方々々々々はおはおはおはお気気気気のののの毒毒毒毒ですよですよですよですよねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり蛇蛇蛇蛇口口口口ののののほほほほうをもっとうをもっとうをもっとうをもっと締締締締めるめるめるめる、、、、これのこれのこれのこれのほほほほううううがががが効効効効果果果果的的的的じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことです。。。。    

        くどいようですがくどいようですがくどいようですがくどいようですが、、、、フォーフォーフォーフォーキキキキャャャャストというのはストというのはストというのはストというのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、現現現現状状状状からからからから将将将将来来来来をををを予測予測予測予測していくといしていくといしていくといしていくというううう、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方なんですなんですなんですなんです。。。。だだだだからからからから、、、、ステップ・バイステップ・バイステップ・バイステップ・バイ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ、、、、1111 年年年年たったらまたたったらまたたったらまたたったらまた次次次次のののの問問問問題題題題点点点点をををを探探探探すすすす。。。。そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを解解解解決決決決していこうしていこうしていこうしていこう、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想。。。。これこれこれこれじゃじゃじゃじゃどこどこどこどこへへへへたどりたどりたどりたどり着着着着くかわからなくかわからなくかわからなくかわからないでしいでしいでしいでしょょょょうううう。。。。ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、バックバックバックバックキキキキャャャャストというのはストというのはストというのはストというのは、、、、ややややはりはりはりはり遠遠遠遠くくくく、、、、行行行行きききき着着着着くくくく先先先先からからからから振振振振りりりり向向向向いていていていて
――――――――これはこれはこれはこれは「「「「見見見見返返返返りりりり美人美人美人美人」」」」ですがですがですがですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと何何何何かこのかこのかこのかこの見見見見返返返返りりりり美人美人美人美人ををををごごごご覧覧覧覧になるとになるとになるとになると、、、、どうもどうもどうもどうも何何何何かかかか違違違違うなあといううなあといううなあといううなあという感感感感じじじじをををを持持持持たれるたれるたれるたれる方方方方はははは、、、、菱菱菱菱川川川川師師師師宣宣宣宣のののの原原原原図図図図ををををごごごご存存存存じじじじのののの方方方方でででで、、、、実実実実はこれはこれはこれはこれ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと左右左右左右左右をををを入入入入れかえてありますがれかえてありますがれかえてありますがれかえてありますが、、、、このこのこのこの左右反左右反左右反左右反対対対対側側側側のものがのものがのものがのものが原原原原図図図図ですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、将将将将来来来来のののの着着着着地地地地点点点点からからからから現現現現状状状状をををを振振振振りりりり向向向向いてみるいてみるいてみるいてみる、、、、そしてそこそしてそこそしてそこそしてそこへへへへたどりたどりたどりたどり着着着着くにはどうくにはどうくにはどうくにはどういういういういう道道道道筋筋筋筋がいいのかということをがいいのかということをがいいのかということをがいいのかということを考考考考えるといえるといえるといえるということですうことですうことですうことですねねねね。。。。こういうこういうこういうこういうややややりりりり方方方方でででで進進進進んでいくことになるとんでいくことになるとんでいくことになるとんでいくことになると思思思思いますいますいますいます。。。。まあまあまあまあ、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、ちちちちょょょょっっっっとくどいようですのでとくどいようですのでとくどいようですのでとくどいようですので……………………。。。。    

        そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、全全全全体体体体像像像像をともかくをともかくをともかくをともかく見見見見ていくというようなことになるとていくというようなことになるとていくというようなことになるとていくというようなことになると、、、、例例例例ええええばばばば、、、、日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおける物物物物質質質質フローフローフローフロー、、、、これをこれをこれをこれを徳島徳島徳島徳島でもでもでもでも考考考考えていたえていたえていたえていただだだだくとくとくとくとぜひぜひぜひぜひいいといいといいといいと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける物物物物質質質質フロフロフロフローとしてはーとしてはーとしてはーとしては一体一体一体一体どういうようなどういうようなどういうようなどういうような全全全全体体体体像像像像になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、どこをどこをどこをどこを解解解解決決決決していくのがいいのかしていくのがいいのかしていくのがいいのかしていくのがいいのか。。。。最最最最終終終終的的的的にはどういうにはどういうにはどういうにはどういう姿姿姿姿にすにすにすにすべべべべきなのかというようなことをきなのかというようなことをきなのかというようなことをきなのかというようなことを、、、、全全全全体体体体像像像像をををを見見見見たたたた上上上上でででで考考考考えていくということがえていくということがえていくということがえていくということが重要重要重要重要だだだだとととと思思思思ううううわけですわけですわけですわけです。。。。    

        あまりあまりあまりあまり細細細細かいところまではかいところまではかいところまではかいところまでは省省省省略略略略させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、さっきさっきさっきさっき申申申申しししし上上上上げげげげていたエンていたエンていたエンていたエンドドドドオブパイプというのはオブパイプというのはオブパイプというのはオブパイプというのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、いろんないろんないろんないろんな生生生生産産産産プロプロプロプロセセセセスからスからスからスから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。それをどうそれをどうそれをどうそれをどうややややってきれいにするかというようなことでってきれいにするかというようなことでってきれいにするかというようなことでってきれいにするかというようなことで処処処処理理理理プロプロプロプロセセセセスをスをスをスをつつつつけるわけですけるわけですけるわけですけるわけです。。。。排排排排水水水水処処処処理理理理なんてなんてなんてなんて、、、、そのそのそのその最最最最たるものでたるものでたるものでたるもので。。。。実実実実はははは、、、、エンエンエンエンドドドドオブパイプというのはオブパイプというのはオブパイプというのはオブパイプというのは、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理をををを例例例例にとりますとにとりますとにとりますとにとりますと、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、有有有有機物機物機物機物をををを除除除除きましきましきましきましょょょょうううう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、そのそのそのその次次次次にはそのにはそのにはそのにはその水水水水のののの中中中中にににに入入入入っているっているっているっている窒窒窒窒素素素素、、、、リリリリンをンをンをンを除除除除きましきましきましきましょょょょうううう。。。。それをまたそれをまたそれをまたそれをまた処処処処理理理理プロプロプロプロセセセセスをスをスをスをつつつつけるけるけるける。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、今今今今度度度度はははは色色色色がががが気気気気になるになるになるになる。。。。色色色色をををを除除除除くくくく。。。。香香香香りりりり、、、、ににににおいをおいをおいをおいを除除除除くくくく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、微微微微量量量量有有有有機物機物機物機物、、、、環境環境環境環境ホホホホルモンがルモンがルモンがルモンが含含含含まれているまれているまれているまれている、、、、それをそれをそれをそれを除除除除くくくく。。。。もうもうもうもう大大大大変変変変なななな処処処処理理理理プロプロプロプロセセセセスがスがスがスが積積積積みみみみ重重重重なるんですなるんですなるんですなるんですねねねね。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことじゃじゃじゃじゃだだだだめめめめだだだだということでということでということでということで、、、、UNEPUNEPUNEPUNEP とかとかとかとか UNIDOUNIDOUNIDOUNIDOというというというという、、、、国連国連国連国連のののの仲仲仲仲間間間間みたいなものなんでみたいなものなんでみたいなものなんでみたいなものなんで言言言言いにくいんですがいにくいんですがいにくいんですがいにくいんですが、、、、そういうところがそういうところがそういうところがそういうところが、、、、ともかくクともかくクともかくクともかくクリリリリーナープロダクションというプロダクションーナープロダクションというプロダクションーナープロダクションというプロダクションーナープロダクションというプロダクション方方方方式式式式をををを考考考考えてえてえてえて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを少少少少なくすれなくすれなくすれなくすればばばばいいいいいいいい。。。。これはこれはこれはこれはもうもうもうもう、、、、実実実実にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいですすいですすいですすいですねねねね。。。。ところがところがところがところが、、、、原原原原料料料料とととと製製製製品品品品というのはというのはというのはというのは必必必必ずずずず違違違違うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。原原原原料料料料にににに付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけてけてけてけて製製製製品品品品にしていくにしていくにしていくにしていく。。。。だだだだからからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出ないわけがないないわけがないないわけがないないわけがないんですんですんですんです。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにすをゼロにすをゼロにすをゼロにするなんていうプロるなんていうプロるなんていうプロるなんていうプロセセセセスはスはスはスは現実的現実的現実的現実的ではないんですではないんですではないんですではないんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ククククリリリリーナープロダクションというよーナープロダクションというよーナープロダクションというよーナープロダクションというようなうなうなうな言言言言葉葉葉葉はははは使使使使われますがわれますがわれますがわれますが、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは言言言言葉葉葉葉遊遊遊遊びになってしまったびになってしまったびになってしまったびになってしまった。。。。    

        じゃじゃじゃじゃ、、、、どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。そこがそこがそこがそこが我我我我々々々々がががが考考考考えているゼロエミッションというのはえているゼロエミッションというのはえているゼロエミッションというのはえているゼロエミッションというのは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としていくらとしていくらとしていくらとしていくら出出出出てきてもいいてきてもいいてきてもいいてきてもいい。。。。それをそれをそれをそれを別別別別のプロのプロのプロのプロセセセセスでスでスでスで、、、、そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを有有有有価価価価物物物物にかえてにかえてにかえてにかえて製製製製品品品品をををを。。。。そそそそこからこからこからこから出出出出てきたてきたてきたてきた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はまたはまたはまたはまたほほほほかでかでかでかで利用利用利用利用するというようなするというようなするというようなするというような、、、、自自自自然然然然界界界界でででで起起起起こっているようなこっているようなこっているようなこっているような物物物物質質質質循循循循環環環環系系系系をうまくをうまくをうまくをうまく組組組組みみみみ立立立立てることによっててることによっててることによっててることによって、、、、出出出出てくるものはてくるものはてくるものはてくるものは全部全部全部全部価値価値価値価値があるものにしていこがあるものにしていこがあるものにしていこがあるものにしていこうううう。。。。これこれこれこれ、、、、簡簡簡簡単単単単ではないんですではないんですではないんですではないんです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、うまいうまいうまいうまい業業業業種種種種のののの組組組組みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせを見見見見つつつつけることにけることにけることにけることによってよってよってよって、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを少少少少なくしていけるわけですなくしていけるわけですなくしていけるわけですなくしていけるわけです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、出口出口出口出口でででで考考考考えるんえるんえるんえるんじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。上上上上流流流流側側側側、、、、入入入入りりりり口口口口側側側側でででで考考考考えていくえていくえていくえていく。。。。これがこれがこれがこれが大事大事大事大事なところですなところですなところですなところです。。。。    

        あとはあとはあとはあとは、、、、法法法法律律律律的的的的にににに、、、、循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法とかとかとかとか、、、、いろいろなものがいろいろなものがいろいろなものがいろいろなものが出出出出てててて、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆様様様様よくよくよくよくごごごご承承承承知知知知のことのことのことのことだだだだとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、関関関関心心心心があれがあれがあれがあればばばば、、、、多多多多分分分分後後後後でででで環境環境環境環境省省省省のののの庄子庄子庄子庄子さんのさんのさんのさんのほほほほうからもおうからもおうからもおうからもお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、あまりあまりあまりあまり時時時時間間間間もももも割割割割けないんですがけないんですがけないんですがけないんですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、ReduceReduceReduceReduce、、、、ReuseReuseReuseReuse、、、、RRRRecycleecycleecycleecycle、、、、
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さっきからさっきからさっきからさっきから出出出出ていますていますていますています 3R3R3R3R、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに ReplaceReplaceReplaceReplace、、、、物物物物をををを置置置置きかえるきかえるきかえるきかえる、、、、それからそれからそれからそれから RefuseRefuseRefuseRefuse、、、、使使使使わないわないわないわない、、、、そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは拒否拒否拒否拒否するするするする、、、、いろんないろんないろんないろんな RRRR ががががつつつついたいたいたいた言言言言葉葉葉葉がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出てくるわけでてくるわけでてくるわけでてくるわけで、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことをををを RemindRemindRemindRemind していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう法法法法律律律律のののの関連関連関連関連法法法法としてとしてとしてとしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がいがいがいがいろいろあってろいろあってろいろあってろいろあって、、、、こういうものをどうこういうものをどうこういうものをどうこういうものをどう動動動動かすかということでかすかということでかすかということでかすかということで、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今日今日今日今日、、、、おおおお見見見見えになえになえになえになっておられますがっておられますがっておられますがっておられますが、、、、庄子庄子庄子庄子さんなんかがさんなんかがさんなんかがさんなんかがごごごご苦苦苦苦労労労労されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率というようなもというようなもというようなもというようなものものものものも、、、、容容容容リリリリ法法法法がががが施施施施行行行行されてからされてからされてからされてから、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックスックスックスックス、、、、PETPETPETPET、、、、ガガガガラスラスラスラス容容容容器器器器なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、なっていきまなっていきまなっていきまなっていきましたしたしたした。。。。というようなというようなというようなというような話話話話がいろいろあるわけですがいろいろあるわけですがいろいろあるわけですがいろいろあるわけです。。。。これもこれもこれもこれもちちちちょょょょっとよくっとよくっとよくっとよくごごごご存存存存じじじじだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        実実実実はははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが 1111 つつつつのののの話話話話題題題題になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、私私私私、、、、実実実実はあまりそはあまりそはあまりそはあまりそちちちちらのらのらのらのほほほほううううのののの専専専専門門門門でもありませんでもありませんでもありませんでもありません。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、よくわかることはよくわかることはよくわかることはよくわかることは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、薄薄薄薄いいいいこういうこういうこういうこういう袋袋袋袋ですからですからですからですから、、、、重重重重量量量量のののの比比比比率率率率にするとわずかなんですがにするとわずかなんですがにするとわずかなんですがにするとわずかなんですが、、、、ここでここでここでここで青青青青いいいい色色色色でででで見見見見ていたていたていたていただだだだけるよけるよけるよけるようにうにうにうに、、、、それがそれがそれがそれが容積容積容積容積としてとしてとしてとして占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合はかなりはかなりはかなりはかなり大大大大きいきいきいきい。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを一体一体一体一体どうするのかというよどうするのかというよどうするのかというよどうするのかというようなことでうなことでうなことでうなことで、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、そもそもプラスそもそもプラスそもそもプラスそもそもプラスチチチチックスみたいなもックスみたいなもックスみたいなもックスみたいなものはこれまでどういうのはこれまでどういうのはこれまでどういうのはこれまでどういうふふふふうにうにうにうに展開展開展開展開してきしてきしてきしてきたのかたのかたのかたのか。。。。さっきのさっきのさっきのさっきの高高高高度成度成度成度成長長長長のグラフをのグラフをのグラフをのグラフをごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだいたといたといたといたと同同同同じじじじようなようなようなようなカカカカーブをたどってーブをたどってーブをたどってーブをたどって、、、、石石石石油消費油消費油消費油消費がががが増増増増えていくにえていくにえていくにえていくに従従従従ってってってって、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの消費消費消費消費量量量量、、、、生生生生産産産産量量量量とととと廃棄廃棄廃棄廃棄量量量量がががが増増増増えていったわけですえていったわけですえていったわけですえていったわけです。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、生生生生産産産産量量量量がががが増増増増えれえれえれえればばばば、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄量量量量もももも増増増増えていくえていくえていくえていく、、、、こういうパターンですこういうパターンですこういうパターンですこういうパターンですねねねね。。。。    

        それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、ななななぜぜぜぜこんなこんなこんなこんなレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの議議議議論論論論をするのかをするのかをするのかをするのか。。。。まあまあまあまあ、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、現現現現代代代代のののの生生生生活活活活パターパターパターパターンのンのンのンの 1111 つつつつのののの象象象象徴徴徴徴なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。どこどこどこどこへへへへ行行行行ってもってもってもっても袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて簡簡簡簡単単単単にくれるにくれるにくれるにくれる、、、、便便便便利利利利だだだだ。。。。過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装、、、、何何何何かかかかちちちちょょょょっとっとっとっと小小小小さなものをさなものをさなものをさなものを買買買買ってもってもってもっても、、、、今今今今えらいえらいえらいえらい立立立立派派派派なななな箱箱箱箱にににに入入入入れたりれたりれたりれたり何何何何かかかかされてされてされてされて渡渡渡渡されますされますされますされますねねねね。。。。そんそんそんそんなものなものなものなもの、、、、ありがたありがたありがたありがた迷惑迷惑迷惑迷惑なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、それをそれをそれをそれを取取取取りりりり締締締締まることもできないでいるまることもできないでいるまることもできないでいるまることもできないでいる、、、、というようなことというようなことというようなことというようなことのののの 1111 つつつつのののの象象象象徴徴徴徴としてとしてとしてとしてレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを 1111 つつつつのいけにえにしているというのいけにえにしているというのいけにえにしているというのいけにえにしているという面面面面もありますもありますもありますもありますねねねね。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋、、、、これはプラスこれはプラスこれはプラスこれはプラスチチチチックスですからックスですからックスですからックスですから、、、、ポリポリポリポリエエエエチレチレチレチレンなんかからできているンなんかからできているンなんかからできているンなんかからできている。。。。石石石石油油油油そのものなんですそのものなんですそのものなんですそのものなんですねねねね。。。。石石石石油消費油消費油消費油消費量量量量がそれによってがそれによってがそれによってがそれによって節節節節減減減減できるできるできるできるだだだだろうというようなろうというようなろうというようなろうというような考考考考ええええ方方方方もありますもありますもありますもあります。。。。過過過過剰剰剰剰なななな資源資源資源資源消費消費消費消費へへへへのののの反反反反省省省省。。。。    

        それからそれからそれからそれから、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というようなものがあるとというようなものがあるとというようなものがあるとというようなものがあると、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの収収収収集集集集・・・・処処処処理理理理・・・・処処処処分分分分、、、、焼焼焼焼却却却却したりするとしたりするとしたりするとしたりするときにきにきにきに問問問問題題題題をををを生生生生むむむむというようなというようなというようなというような議議議議論論論論もありますもありますもありますもあります。。。。ポポポポリリリリエエエエチチチチですとですとですとですと、、、、燃燃燃燃ややややすとすとすとすと、、、、それはそれはそれはそれは実実実実はははは大大大大変変変変熱熱熱熱量量量量としてはとしてはとしてはとしては高高高高いものになるんですがいものになるんですがいものになるんですがいものになるんですが、、、、大大大大量量量量にあるとにあるとにあるとにあると、、、、あまりあまりあまりあまり温温温温度度度度がががが上上上上がりがりがりがり過過過過ぎぎぎぎてててて焼焼焼焼却炉却炉却炉却炉をををを傷傷傷傷めるとめるとめるとめるとかかかか、、、、そんなこともあるでしそんなこともあるでしそんなこともあるでしそんなこともあるでしょょょょううううねねねね。。。。自自自自然然然然、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは野野野野外外外外にににに紛紛紛紛れれれれ出出出出るるるる。。。。これはこれはこれはこれは生態系生態系生態系生態系にににに対対対対するするするする影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる。。。。いろんなことがありますいろんなことがありますいろんなことがありますいろんなことがありますねねねね。。。。野野野野生生生生のののの動動動動物物物物がそれをがそれをがそれをがそれを食食食食べべべべてしまうてしまうてしまうてしまう。。。。カカカカメメメメがそれにがそれにがそれにがそれに対対対対するするするする影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける。。。。景景景景観観観観もよくないもよくないもよくないもよくない。。。。それからそれからそれからそれから、、、、たまたまたまたまたまたまたまたまレレレレジジジジ袋袋袋袋ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、杉杉杉杉並並並並区区区区であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかの先先先先行行行行事事事事例例例例、、、、取取取取りりりり締締締締まりというんでしまりというんでしまりというんでしまりというんでしょょょょうかうかうかうか、、、、制制制制限限限限をををを与与与与えているえているえているえている例例例例があるがあるがあるがある。。。。というようなこというようなこというようなこというようなことがあるわけですとがあるわけですとがあるわけですとがあるわけです。。。。    

        現現現現在在在在のののの生生生生活活活活のパタのパタのパタのパターンでいいますけれどもーンでいいますけれどもーンでいいますけれどもーンでいいますけれども、、、、一体一体一体一体どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい使使使使われているかというとわれているかというとわれているかというとわれているかというと、、、、どうもどうもどうもどうも年年年年間間間間 300300300300 億億億億枚枚枚枚。。。。人口人口人口人口 1111 億億億億ですからですからですからですから、、、、1111 人人人人当当当当たりたりたりたり 300300300300 枚枚枚枚。。。。年年年年間間間間そんなにそんなにそんなにそんなに使使使使っていますかっていますかっていますかっていますかねねねね。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、だだだだからからからから、、、、子子子子どももどももどももどもも含含含含めてめてめてめて 1111 日日日日 10101010 個個個個ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが消費消費消費消費されているされているされているされている。。。。確確確確かにかにかにかに大大大大変変変変なななな量量量量ですですですですねねねね。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、1111 枚枚枚枚 1111 枚枚枚枚はもうはもうはもうはもう薄薄薄薄いいいい、、、、軽軽軽軽いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、石石石石油消費油消費油消費油消費というようなというようなというようなというような面面面面でででで見見見見るとるとるとると、、、、全部全部全部全部トータルしてトータルしてトータルしてトータルして、、、、大体大体大体大体原油原油原油原油のののの輸輸輸輸入入入入量量量量のののの 300300300300 分分分分のののの 1111 日日日日分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量。。。。これでもこれでもこれでもこれでも大大大大きいきいきいきいんですよんですよんですよんですよねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、もしもしもしもし全部全部全部全部レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををややややめることができてめることができてめることができてめることができて、、、、それがそれがそれがそれが石石石石油油油油のののの節節節節減減減減ににににつつつつながったとしながったとしながったとしながったとしたらたらたらたら、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生量量量量でででで 300300300300 分分分分のののの 1111 減減減減るというのはるというのはるというのはるというのは、、、、これはこれはこれはこれは結結結結構大構大構大構大きいでしきいでしきいでしきいでしょょょょうううう。。。。そういそういそういそういうこともありますうこともありますうこともありますうこともあります。。。。    

        レレレレジジジジ袋廃棄物袋廃棄物袋廃棄物袋廃棄物とのとのとのとの関連関連関連関連でででで言言言言うとうとうとうと、、、、きっといろんなきっといろんなきっといろんなきっといろんな議議議議論論論論があるでしがあるでしがあるでしがあるでしょょょょうううう。。。。かえってかえってかえってかえってレレレレジジジジ袋袋袋袋があるがあるがあるがあることによってことによってことによってことによってごごごごみみみみ袋袋袋袋のかわりになるんのかわりになるんのかわりになるんのかわりになるんだだだだからいいからいいからいいからいいじゃじゃじゃじゃないかというようなないかというようなないかというようなないかというような考考考考ええええ方方方方もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうううう
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しししし、、、、一一一一部部部部のののの自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、もうもうもうもうレレレレジジジジ袋袋袋袋はははは不不不不燃燃燃燃物物物物、、、、難難難難燃燃燃燃物物物物ののののほほほほうにうにうにうに入入入入れてくれというところもありまれてくれというところもありまれてくれというところもありまれてくれというところもありますすすす。。。。一一一一部部部部のところはのところはのところはのところは、、、、もうそのままもうそのままもうそのままもうそのまま入入入入れてれてれてれて出出出出してもらえしてもらえしてもらえしてもらえばばばば、、、、そのままそのままそのままそのまま焼焼焼焼却炉却炉却炉却炉にににに使使使使えるというとこえるというとこえるというとこえるというところもあるろもあるろもあるろもある。。。。このこのこのこの辺辺辺辺もももも考考考考ええええ方方方方がよくわかりませんがよくわかりませんがよくわかりませんがよくわかりませんねねねね。。。。    

        問問問問題題題題はははは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、ぺぺぺぺららららぺぺぺぺらのこういうものですかららのこういうものですかららのこういうものですかららのこういうものですから、、、、何何何何かのかのかのかの拍拍拍拍子子子子にににに自自自自然然然然系系系系へへへへそのままそのままそのままそのまま紛紛紛紛れれれれ出出出出るというようなことがるというようなことがるというようなことがるというようなことが非非非非常常常常にににに多多多多いことがいことがいことがいことが心心心心配配配配されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、杉杉杉杉並並並並のののの事事事事例例例例であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、スイススイススイススイス、、、、韓韓韓韓国国国国。。。。韓韓韓韓国国国国はははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋 1111つつつつ 50505050ウウウウォンしましたォンしましたォンしましたォンしました。。。。50505050ウウウウォンというのはォンというのはォンというのはォンというのは 5555円円円円ですですですですねねねね。。。。そうそうそうそういういういういう形形形形でででで有料有料有料有料になっているになっているになっているになっている。。。。国連大国連大国連大国連大学学学学はいろんなところでプロジェクトをいたしますがはいろんなところでプロジェクトをいたしますがはいろんなところでプロジェクトをいたしますがはいろんなところでプロジェクトをいたしますが、、、、これはこれはこれはこれはチュチュチュチュニジアのニジアのニジアのニジアの砂砂砂砂漠漠漠漠、、、、左左左左側側側側ののののほほほほうにうにうにうに白白白白いのがいのがいのがいのがぷぷぷぷわわわわぷぷぷぷわわわわ浮浮浮浮いていますいていますいていますいていますねねねね。。。。こんなところでもプラスこんなところでもプラスこんなところでもプラスこんなところでもプラスチチチチックスのックスのックスのックスのごごごごみがみがみがみが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋みたいなものがみたいなものがみたいなものがみたいなものが見見見見えるえるえるえる。。。。これはシこれはシこれはシこれはシリリリリアのアルパマアのアルパマアのアルパマアのアルパマ、、、、ここもここもここもここも非非非非常常常常にににに古古古古いいいい遺遺遺遺跡跡跡跡ですがですがですがですが、、、、そういそういそういそういうううう山山山山のところにもプラスのところにもプラスのところにもプラスのところにもプラスチチチチックスのックスのックスのックスの袋袋袋袋ががががへへへへばばばばりりりりつつつついているわけですいているわけですいているわけですいているわけです。。。。風風風風でででで飛飛飛飛ばばばばされてきてされてきてされてきてされてきて、、、、とまっているとまっているとまっているとまっている。。。。パルミラというパルミラというパルミラというパルミラという、、、、これはこれはこれはこれは 4,0004,0004,0004,000 年以年以年以年以上前上前上前上前のののの立立立立派派派派なななな遺遺遺遺跡跡跡跡ですですですです、、、、そういそういそういそういうところもうところもうところもうところも、、、、よくよくよくよく見見見見るとるとるとると、、、、こういうプラこういうプラこういうプラこういうプラごごごごみみみみ。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形をををを避避避避けていくということけていくということけていくということけていくということ。。。。これこれこれこれはまたはまたはまたはまたウウウウランバートルランバートルランバートルランバートル、、、、モンモンモンモンゴゴゴゴルですがルですがルですがルですが、、、、このこのこのこのごごごごみというのはみというのはみというのはみというのは大大大大変変変変なものですなものですなものですなものですねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、日日日日本本本本ののののごごごごみはこんなみはこんなみはこんなみはこんな状況状況状況状況なんでしなんでしなんでしなんでしょょょょうかうかうかうか。。。。        多多多多分分分分、、、、皆皆皆皆様様様様はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな結結結結論論論論をそこからをそこからをそこからをそこから導導導導かれるとかれるとかれるとかれると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今のののの我我我我々々々々がががが抱抱抱抱えているえているえているえている問問問問題題題題ののののごごごごくくくく 1111 つつつつ、、、、小小小小さなさなさなさな問問問問題題題題にしかすにしかすにしかすにしかすぎぎぎぎなななないのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、目目目目のののの前前前前のののの便便便便益益益益性性性性をををを求求求求めるめるめるめる我我我我々々々々自身自身自身自身とととと、、、、目目目目のののの前前前前のののの売売売売りりりり上上上上げげげげをををを追追追追求求求求するするするする生生生生産産産産者者者者、、、、販販販販売売売売者者者者とととといういういういう、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕組組組組みそのものをどういうみそのものをどういうみそのものをどういうみそのものをどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。我我我我々々々々のののの生生生生きききき方方方方をををを根根根根本的本的本的本的にどうにどうにどうにどういういういういうふふふふうにうにうにうに変革変革変革変革していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、将将将将来来来来、、、、ややややはりはりはりはりちちちちゃゃゃゃんとしたんとしたんとしたんとした社会社会社会社会をどうをどうをどうをどうややややっっっってててて次次次次のののの世代世代世代世代、、、、次次次次のののの次次次次のののの世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継いでいくのかというようなことがいでいくのかというようなことがいでいくのかというようなことがいでいくのかというようなことが問問問問われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。消消消消費者費者費者費者としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり賢賢賢賢いいいい消費者消費者消費者消費者にならなきにならなきにならなきにならなきゃゃゃゃいけないでしいけないでしいけないでしいけないでしょょょょうしうしうしうし、、、、行政行政行政行政はそこではそこではそこではそこで一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう役割役割役割役割をををを果果果果たすのかたすのかたすのかたすのか、、、、店店店店としてはとしてはとしてはとしては何何何何をををを考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるのかといがあるのかといがあるのかといがあるのかというようなことをうようなことをうようなことをうようなことを、、、、時時時時間間間間がないようがないようがないようがないようですからですからですからですから省省省省略略略略させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、徳島徳島徳島徳島はははは、、、、何何何何かエかエかエかエココココショップマップなんていうのがショップマップなんていうのがショップマップなんていうのがショップマップなんていうのが、、、、こういこういこういこういうところにそういうフうところにそういうフうところにそういうフうところにそういうファァァァクターがどれクターがどれクターがどれクターがどれぐぐぐぐらいらいらいらい入入入入っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、私私私私はまはまはまはまだだだだ詳詳詳詳しくしくしくしく拝拝拝拝見見見見していませんしていませんしていませんしていませんがががが、、、、非非非非常常常常にににに結結結結構構構構なことなことなことなことだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方向向向向でででで行政行政行政行政がががが、、、、あるあるあるある 1111 つつつつのイニシアのイニシアのイニシアのイニシアチチチチブをブをブをブをとっていたとっていたとっていたとっていただだだだくということもいいのかもしれませんくということもいいのかもしれませんくということもいいのかもしれませんくということもいいのかもしれません。。。。        ぜひぜひぜひぜひ、、、、環境首都環境首都環境首都環境首都とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃるるるる、、、、目指目指目指目指しておられるしておられるしておられるしておられる徳島徳島徳島徳島、、、、今後今後今後今後ともともともとも、、、、阿波阿波阿波阿波おどおどおどおどりりりり以以以以上上上上にににに、、、、まあまあまあまあ、、、、阿波阿波阿波阿波おどおどおどおどりとともにとりとともにとりとともにとりとともにと言言言言ったったったったほほほほうがいいのかなうがいいのかなうがいいのかなうがいいのかな、、、、環境首都環境首都環境首都環境首都のののの模範模範模範模範となるようなとなるようなとなるようなとなるような仕仕仕仕組組組組みをおみをおみをおみをおつつつつくりくりくりくりいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。        大体大体大体大体与与与与えられたえられたえられたえられた時時時時間間間間がががが参参参参りましたのでりましたのでりましたのでりましたので、、、、非非非非常常常常にににに雑雑雑雑駁駁駁駁なななな話話話話になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、私私私私ののののほほほほうううう、、、、これでこれでこれでこれで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

    司司司司会会会会    

        鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演としてとしてとしてとして、「、「、「、「レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化のののの動動動動向向向向とゼロエとゼロエとゼロエとゼロエミッションミッションミッションミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築」」」」とととと題題題題しておしておしておしてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生におにおにおにお伺伺伺伺いしたいこといしたいこといしたいこといしたいこと、、、、ごごごご質問質問質問質問等等等等ごごごござざざざいますいますいますいます方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいしたらいしたらいしたらいしたら、、、、おおおお教教教教えいたえいたえいたえいただだだだけますでしけますでしけますでしけますでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのそのそのその場場場場でででで挙挙挙挙手手手手をしていをしていをしていをしていたたたただだだだけましたらけましたらけましたらけましたら、、、、マイクをマイクをマイクをマイクを持持持持ってってってって係係係係のののの者者者者がががが参参参参りますりますりますります。。。。いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

        本本本本当当当当にににに熱熱熱熱心心心心にににに皆皆皆皆さんさんさんさんメメメメモをとりながらモをとりながらモをとりながらモをとりながら聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたといたといたといたと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、どなたかどなたかどなたかどなたか……………………。。。。ごごごご遠遠遠遠慮慮慮慮なさっているようでしたらなさっているようでしたらなさっているようでしたらなさっているようでしたら、、、、おおおお勧勧勧勧めをするんですけれどもめをするんですけれどもめをするんですけれどもめをするんですけれども、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。はいはいはいはい、、、、後後後後ろでろでろでろで手手手手がががが上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。マイクをおマイクをおマイクをおマイクをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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    質問質問質問質問    

        一一一一消費者消費者消費者消費者なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ではないんですけどではないんですけどではないんですけどではないんですけど、、、、食品食品食品食品のトのトのトのトレレレレーとかパックーとかパックーとかパックーとかパック、、、、ああいうのがああいうのがああいうのがああいうのが本本本本当当当当ににににごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出すのがとてもすのがとてもすのがとてもすのがとても大大大大層層層層というかというかというかというか、、、、手手手手間間間間がかかるんですがかかるんですがかかるんですがかかるんです。。。。あれはもっとあれはもっとあれはもっとあれはもっと土土土土にににに返返返返すとすとすとすとかいうのでかいうのでかいうのでかいうので、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな資源資源資源資源にににに、、、、私私私私たたたたちちちち消費者消費者消費者消費者がががが直直直直接接接接土土土土にににに返返返返すというかすというかすというかすというか、、、、そういうことがでそういうことがでそういうことがでそういうことができたらいいなときたらいいなときたらいいなときたらいいなと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、それはどうなんでしそれはどうなんでしそれはどうなんでしそれはどうなんでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        ああいうああいうああいうああいう食品食品食品食品トトトトレレレレーなんかをーなんかをーなんかをーなんかを、、、、今今今今のようなのようなのようなのような使使使使いいいい方方方方をしてをしてをしてをして、、、、そしてそれをそのままそしてそれをそのままそしてそれをそのままそしてそれをそのまま土土土土にににに埋埋埋埋めてめてめてめてややややれれれればばばば土土土土にににに戻戻戻戻るというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックスというのがあるんですックスというのがあるんですックスというのがあるんですックスというのがあるんです。。。。それはそれはそれはそれはポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸のののの樹樹樹樹脂脂脂脂があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。それはそれはそれはそれは今今今今、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でははでははでははでははややややりでりでりでりで、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの車車車車なんかもなんかもなんかもなんかも、、、、そういそういそういそういうううう生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックスをックスをックスをックスを中中中中のののの絨毯絨毯絨毯絨毯にににに使使使使ったりったりったりったり、、、、ポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸もももも、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシからシからシからシからつつつつくったりくったりくったりくったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはごごごごみからみからみからみからつつつつくろうとかくろうとかくろうとかくろうとか、、、、そそそそういうういうういうういう動動動動きはあるんですがきはあるんですがきはあるんですがきはあるんですが、、、、私私私私はははは、、、、そういうそういうそういうそういう生生生生分分分分解解解解性性性性プラスプラスプラスプラスチチチチックスがそういうックスがそういうックスがそういうックスがそういう使使使使われわれわれわれ方方方方をしてをしてをしてをして、、、、それがどんどんそれがどんどんそれがどんどんそれがどんどん土壌土壌土壌土壌にににに、、、、自自自自然然然然界界界界にににに捨捨捨捨てられるようになるとてられるようになるとてられるようになるとてられるようになるというのはいうのはいうのはいうのは果果果果たしていいことなのかどうかというのはたしていいことなのかどうかというのはたしていいことなのかどうかというのはたしていいことなのかどうかというのは甚甚甚甚だだだだ疑問疑問疑問疑問にににに思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、ななななぜぜぜぜトトトトレレレレーにーにーにーに入入入入れてれてれてれて切切切切りりりり身身身身をををを売売売売らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか。。。。そこはそこはそこはそこは、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県はははは、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは徳島市徳島市徳島市徳島市でもいいんですがでもいいんですがでもいいんですがでもいいんですが、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックトックトックトックトレレレレーはーはーはーは使使使使わないわないわないわない――――――――だだだだってってってって、、、、昔昔昔昔はははは使使使使わなかったでしわなかったでしわなかったでしわなかったでしょょょょうううう――――――――使使使使わないわないわないわない都市都市都市都市であるであるであるである、、、、ぐぐぐぐらいのことをおっしらいのことをおっしらいのことをおっしらいのことをおっしゃゃゃゃってみたらってみたらってみたらってみたら、、、、まさにまさにまさにまさに環境首都環境首都環境首都環境首都ににににふふふふさわしいとさわしいとさわしいとさわしいと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけどねねねね、、、、それはそれはそれはそれは、、、、消費者消費者消費者消費者のののの、、、、まさにまさにまさにまさに一一一一消費者消費者消費者消費者とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々からのプからのプからのプからのプレレレレッシッシッシッシャャャャーがないとーがないとーがないとーがないと、、、、多多多多分分分分１１１１つつつつのののの店店店店でででで、、、、ううううちちちちははははややややめますとめますとめますとめますと言言言言うとうとうとうと、、、、みんなみんなみんなみんなほほほほかのかのかのかの店店店店にににに買買買買いにいくようないにいくようないにいくようないにいくようなカカカカルルルルチャチャチャチャーができーができーができーができているとしたらているとしたらているとしたらているとしたら非非非非常常常常にににに問問問問題題題題ですよですよですよですよねねねね。。。。        さっきさっきさっきさっき、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと終終終終わりのところにわりのところにわりのところにわりのところに書書書書いておきましたがいておきましたがいておきましたがいておきましたが、、、、大体大体大体大体消費者消費者消費者消費者のうのうのうのうちちちちのののの 1111％％％％がががが何何何何かをかをかをかを発発発発言言言言するとするとするとすると、、、、それがそれがそれがそれがややややっっっっぱぱぱぱりりりり 5555％％％％ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに拡大拡大拡大拡大するするするする。。。。それがそれがそれがそれが 7777％％％％というというというというしきいしきいしきいしきい値値値値をををを超超超超えるとえるとえるとえると店店店店がががが変変変変わるというんですわるというんですわるというんですわるというんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、それをそれをそれをそれをぜひぜひぜひぜひ徳島徳島徳島徳島のののの県民県民県民県民のののの方方方方々々々々、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々、、、、そのそのそのその辺辺辺辺からからからから始始始始めてめてめてめてごごごご覧覧覧覧になったらいかがですかになったらいかがですかになったらいかがですかになったらいかがですか。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックトックトックトックトレレレレーにーにーにーに切切切切りりりり身身身身をををを入入入入れてれてれてれて売売売売っているっているっているっているものものものものだだだだからからからから、、、、ううううちちちちあたりもそうですがあたりもそうですがあたりもそうですがあたりもそうですが、、、、若若若若いいいい奥奥奥奥様様様様方方方方なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、生生生生身身身身のののの魚魚魚魚をををを見見見見たことがなくてたことがなくてたことがなくてたことがなくて、、、、切切切切りりりり身身身身のままのままのままのまま泳泳泳泳いでいでいでいでいるんいるんいるんいるんじゃじゃじゃじゃないかなんてないかなんてないかなんてないかなんて、、、、まあまあまあまあ、、、、これはこれはこれはこれは冗冗冗冗談談談談かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、魚魚魚魚をさをさをさをさばばばばくなんていうことくなんていうことくなんていうことくなんていうことだだだだってってってって、、、、できないでしできないでしできないでしできないでしょょょょうううう。。。。3333 枚枚枚枚におろすなんていうことができないにおろすなんていうことができないにおろすなんていうことができないにおろすなんていうことができない。。。。だだだだからからからから、、、、そういうそういうそういうそういう文文文文化化化化そのものをそのものをそのものをそのものをややややっっっっぱぱぱぱりりりり改改改改めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですか。。。。カカカカツツツツオオオオ 1111匹匹匹匹、、、、新聞新聞新聞新聞紙紙紙紙にににに巻巻巻巻いていていていて持持持持ってってってって帰帰帰帰るということがどうしてできないんでしるということがどうしてできないんでしるということがどうしてできないんでしるということがどうしてできないんでしょょょょううううねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、僕僕僕僕はははは、、、、ポリポリポリポリススススチレチレチレチレンのトンのトンのトンのトレレレレーをーをーをーを生生生生分分分分解解解解性性性性にするというのはにするというのはにするというのはにするというのは、、、、まあまあまあまあ、、、、それそれそれそれはははは 20202020 世世世世紀紀紀紀パラダイムのパラダイムのパラダイムのパラダイムの最最最最たるものたるものたるものたるものじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと実実実実はははは思思思思っていますっていますっていますっています。。。。おおおお答答答答えになっていないかもしれませんがえになっていないかもしれませんがえになっていないかもしれませんがえになっていないかもしれませんが。。。。    

    質問質問質問質問    

        サンマをサンマをサンマをサンマを売売売売るるるる場場場場合合合合にににに、、、、きっきっきっきっちちちちりしてあるんですけれどもりしてあるんですけれどもりしてあるんですけれどもりしてあるんですけれども、、、、それがそれがそれがそれが、、、、仕仕仕仕様様様様がおかしいんですがおかしいんですがおかしいんですがおかしいんです。。。。片片片片一方一方一方一方ののののほほほほうにうにうにうに、、、、氷氷氷氷詰詰詰詰めになってサンマをめになってサンマをめになってサンマをめになってサンマを置置置置いてあるいてあるいてあるいてある。。。。片片片片一方一方一方一方にはトにはトにはトにはトレレレレーのーのーのーのほほほほうにうにうにうに 2222 匹匹匹匹入入入入っとるっとるっとるっとる。。。。そのトそのトそのトそのトレレレレーのーのーのーの 2222 匹匹匹匹入入入入っとるのはっとるのはっとるのはっとるのは 199199199199 円円円円。。。。1111 匹匹匹匹はたったのはたったのはたったのはたったの 99999999 円円円円。。。。だだだだからからからから、、、、1111 円円円円かかかかねねねね、、、、トトトトレレレレーーーー代代代代をををを取取取取っとるのがっとるのがっとるのがっとるのが。。。。わかりますわかりますわかりますわかります？？？？    トトトトレレレレーーーー代代代代がががが、、、、二二二二九九九九、、、、十十十十八八八八のののの、、、、二二二二九九九九、、、、十十十十八八八八でででで……………………。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表        どっどっどっどっちちちちがががが安安安安いんですかいんですかいんですかいんですか。。。。    
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    質問質問質問質問        いいいいやややや、、、、1111 円円円円高高高高いんですいんですいんですいんです、、、、トトトトレレレレーがーがーがーが。。。。そんなんでそんなんでそんなんでそんなんで、、、、トトトトレレレレーーーー代代代代はははは 1111 円円円円しかしかしかしかつつつついてないんですいてないんですいてないんですいてないんですねねねね。。。。そそそそんなんんなんんなんんなんだだだだったらったらったらったら、、、、全部全部全部全部、、、、せめてせめてせめてせめて袋袋袋袋置置置置いといてもろうたらええといといてもろうたらええといといてもろうたらええといといてもろうたらええと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど。。。。そそそそややややないとないとないとないとほほほほかのかのかのかのもんともんともんともんと混混混混ざざざざりますからりますからりますからりますから。。。。それでそれでそれでそれで、、、、全部全部全部全部氷氷氷氷詰詰詰詰めにしてめにしてめにしてめにして売売売売ってくれたらってくれたらってくれたらってくれたら、、、、そんならそんならそんならそんなら私私私私らららら、、、、トトトトレレレレーーーー持持持持っっっってててて帰帰帰帰らんでいいんですもんらんでいいんですもんらんでいいんですもんらんでいいんですもんねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりトりトりトりトレレレレーをーをーをーを持持持持ってってってって帰帰帰帰るるるる人人人人があるというのがおかしいんですがあるというのがおかしいんですがあるというのがおかしいんですがあるというのがおかしいんです。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        まずまずまずまず、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお考考考考えをえをえをえを店店店店ににににぜひぜひぜひぜひおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるといいとるといいとるといいとるといいと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。何何何何人人人人かのかのかのかの人人人人がそういうがそういうがそういうがそういう形形形形でででで上上上上げげげげていくとていくとていくとていくと、、、、店店店店ががががややややっっっっぱぱぱぱりりりり変変変変わっていくわっていくわっていくわっていくだだだだろうとろうとろうとろうと。。。。    

    質問質問質問質問    

        だだだだからからからから、、、、少少少少しおかしいなとしおかしいなとしおかしいなとしおかしいなと思思思思うんですうんですうんですうんです、、、、それはそれはそれはそれは。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワネットワネットワネットワークークークーク代表代表代表代表    

        うんうんうんうん。。。。おかしいことはどんどんおかしいことはどんどんおかしいことはどんどんおかしいことはどんどん発言発言発言発言されるといいんされるといいんされるといいんされるといいんじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

    質問質問質問質問    

        はいはいはいはい。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    司司司司会会会会    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。おおおお時時時時間間間間のののの都合都合都合都合ももももごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ごごごご質問質問質問質問ののののほほほほうううう、、、、以以以以上上上上でででで受受受受けけけけ付付付付けをけをけをけを終終終終了了了了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にはにはにはには、、、、このこのこのこの後後後後引引引引きききき続続続続きパネルきパネルきパネルきパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのほほほほうにもうにもうにもうにもごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきましておきましておきましておきましてお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いさせていたいさせていたいさせていたいさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。先先先先生生生生、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、もうもうもうもう一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りくりくりくりくだだだださいませさいませさいませさいませ。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

        今今今今、、、、一一一一番番番番最後最後最後最後におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、1111％％％％のののの力力力力をををを 5555％％％％にににに、、、、そしてそしてそしてそして 7777％％％％にするとにするとにするとにすると動動動動きかもきかもきかもきかもしれないというのはしれないというのはしれないというのはしれないというのは、、、、今今今今私私私私もももも、、、、一主一主一主一主婦婦婦婦としてとしてとしてとして、、、、大大大大変心変心変心変心にににに響響響響きましたきましたきましたきました。。。。    
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事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介    

    司司司司会会会会    

        それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、今今今今度度度度はははは徳島県内徳島県内徳島県内徳島県内でででで環境環境環境環境保保保保全全全全のののの活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている方方方方々々々々からからからから、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容内容内容内容ににににつつつついていていていてごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだくくくく時時時時間間間間とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        本本本本日日日日はははは、、、、2222 つつつつのののの団体団体団体団体のののの方方方方がおみえになっていたがおみえになっていたがおみえになっていたがおみえになっていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ、、、、これよりこれよりこれよりこれよりごごごご報告報告報告報告ををををいたいたいたいただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、少少少少ししししごごごご準準準準備備備備ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。おおおお待待待待ちちちちをいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        パワーパワーパワーパワーポポポポイントのイントのイントのイントのほほほほうでうでうでうで展展展展示示示示をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。パパパパソソソソココココンのンのンのンのほほほほうのうのうのうの準準準準備備備備がががが整整整整いいいい次次次次第第第第ごごごご紹介紹介紹介紹介をさをさをさをさせていたせていたせていたせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、発発発発表表表表ののののほほほほうをおうをおうをおうをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。（。（。（。（準準準準備備備備））））    

        それではそれではそれではそれでは、、、、ステージのステージのステージのステージの上上上上、、、、登登登登場場場場していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。    

        2222 団体団体団体団体のののの方方方方からいたからいたからいたからいただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、阿波阿波阿波阿波市立市市立市市立市市立市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。「。「。「。「学学学学校版校版校版校版環環環環境境境境 ISOISOISOISO のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」ににににつつつついてのいてのいてのいてのごごごご報告報告報告報告をこれからしていたをこれからしていたをこれからしていたをこれからしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校 6666年年年年生生生生のののの坂坂坂坂本本本本拳也拳也拳也拳也さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして小小小小山山山山泰葉泰葉泰葉泰葉さんさんさんさん、、、、中村中村中村中村一一一一彦彦彦彦さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして片片片片岡岡岡岡麗美麗美麗美麗美さんさんさんさん、、、、以以以以上上上上 4444 名名名名のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（中村中村中村中村さんさんさんさん））））    

        皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISO リリリリーダーのーダーのーダーのーダーの中村中村中村中村一一一一彦彦彦彦ですですですです。。。。6666 年年年年生生生生ではではではでは、「、「、「、「リリリリサイクルしサイクルしサイクルしサイクルしまままま省省省省」」」」副副副副大大大大臣臣臣臣ですですですです。。。。    環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会からからからから、、、、サブサブサブサブリリリリーダーをーダーをーダーをーダーを 3333人紹介人紹介人紹介人紹介しますしますしますします。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（小小小小山山山山さんさんさんさん））））    

        「「「「売売売売りまりまりまりま省省省省」」」」事事事事務務務務次次次次官官官官のののの小小小小山山山山泰葉泰葉泰葉泰葉ですですですです。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん））））    

        「「「「リリリリサイクルしまサイクルしまサイクルしまサイクルしま省省省省」」」」事事事事務務務務次次次次官官官官のののの坂坂坂坂本本本本拳也拳也拳也拳也ですですですです。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（片片片片岡岡岡岡さんさんさんさん））））    

        「「「「農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省」」」」事事事事務務務務次次次次官官官官のののの片片片片岡岡岡岡麗美麗美麗美麗美ですですですです。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（中村中村中村中村さんさんさんさん））））    

        僕僕僕僕たたたたちちちち 6666 年年年年生生生生はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの省省省省にににに分分分分かれてかれてかれてかれて活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。全全全全員員員員がががが環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会でででで「「「「EEEE スクースクースクースクールいルいルいルいちばちばちばちば」」」」のののの活動活動活動活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。サブサブサブサブリリリリーダーがそれーダーがそれーダーがそれーダーがそれぞぞぞぞれのれのれのれの省省省省でどんなでどんなでどんなでどんな活動活動活動活動をしているかはをしているかはをしているかはをしているかは後後後後ほほほほどどどど説説説説明明明明しますがしますがしますがしますが、、、、今日今日今日今日はははは、、、、環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会のののの 4444 人人人人でででで市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの「「「「学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISO のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

        市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISOのののの合言合言合言合言葉葉葉葉はははは「「「「正正正正しくしくしくしく学学学学んでんでんでんで EEEEスクールスクールスクールスクール」」」」ですですですです。。。。EEEEスクールはスクールはスクールはスクールは、、、、エエエエココココのののの EEEE、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい学学学学校校校校のののの「「「「いいいいいいいい」」」」からからからから名付名付名付名付けましたけましたけましたけました。。。。「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」ではではではでは、、、、環境環境環境環境目目目目標標標標にににに、、、、「「「「地球地球地球地球とととと小小小小さなさなさなさな命命命命にににに優優優優しいしいしいしい学学学学校校校校づくりづくりづくりづくり」」」」をををを掲掲掲掲げげげげていますていますていますています。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（小小小小山山山山さんさんさんさん））））    

        学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISOのののの行行行行動方動方動方動方針針針針はははは、、、、次次次次のののの 5555つつつつですですですです。。。。    
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水水水水やややや電気電気電気電気をををを大大大大切切切切にににに使使使使いますいますいますいます。。。。    自分自分自分自分のののの持持持持ちちちち物物物物やややや学学学学校校校校のものをのものをのものをのものを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします。。。。    ごごごごみのみのみのみのポポポポイイイイ捨捨捨捨てはてはてはては絶絶絶絶対対対対にしませんにしませんにしませんにしません。。。。    ごごごごみをみをみをみを減減減減らすことをらすことをらすことをらすことを考考考考えますえますえますえます。。。。    環境環境環境環境のことをしっかりとのことをしっかりとのことをしっかりとのことをしっかりと勉勉勉勉強強強強しますしますしますします。。。。    環境環境環境環境目目目目標標標標のののの「「「「地球地球地球地球とととと小小小小さなさなさなさな命命命命にににに優優優優しいしいしいしい学学学学校校校校づくりづくりづくりづくり」」」」をををを達達達達成成成成するためにするためにするためにするために、、、、このこのこのこの行行行行動方動方動方動方針針針針をををを具具具具体的体的体的体的ににににしたしたしたしたチチチチェックシートをェックシートをェックシートをェックシートをつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。おおおお手手手手元元元元のののの袋袋袋袋のののの中中中中にににに、、、、A4A4A4A4 のののの大大大大きさのきさのきさのきさのチチチチェックシートがありェックシートがありェックシートがありェックシートがありますますますます。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもチチチチェックしてくェックしてくェックしてくェックしてくだだだださいさいさいさい。。。。    

        チチチチェックェックェックェック項項項項目目目目はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「EEEEスクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    あなたはあなたはあなたはあなたは学学学学校校校校ででででごごごごみをみをみをみを出出出出すすすす場所場所場所場所をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    ものをものをものをものを大大大大切切切切にににに使使使使っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    ごごごごみがどのようにみがどのようにみがどのようにみがどのようにリリリリサイクルされるかサイクルされるかサイクルされるかサイクルされるか知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    あなたのあなたのあなたのあなたのごごごごみみみみ減量減量減量減量化化化化へへへへのかかわりはどれにあてはまりますかのかかわりはどれにあてはまりますかのかかわりはどれにあてはまりますかのかかわりはどれにあてはまりますか。。。。    水水水水やややや電気電気電気電気をををを大大大大切切切切にににに使使使使っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    進進進進んでできていますかんでできていますかんでできていますかんでできていますか。。。。    それそれそれそれぞぞぞぞれのあてはまるれのあてはまるれのあてはまるれのあてはまる項項項項目目目目にににに印印印印をををを入入入入れてくれてくれてくれてくだだだださいさいさいさい。。。。1111 とととと 5555番番番番はははは、、、、AAAA ならならならなら 5555点点点点、、、、BBBB はははは 3333点点点点、、、、CCCC がががが 1111点点点点、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ははははチチチチェックをェックをェックをェックを 1111点点点点としてとしてとしてとして計計計計算算算算してくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい。。。。    さあさあさあさあ、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは何何何何点点点点でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。30303030 点未満点未満点未満点未満はははは、「、「、「、「もっともっともっともっと『『『『EEEE スクースクースクースクールいルいルいルいちばちばちばちば』』』』をををを勉勉勉勉強強強強しまししまししまししましょょょょうううう」。」。」。」。30303030点点点点からからからから 45454545点点点点のののの人人人人はははは、「、「、「、「もっといろんなことにもっといろんなことにもっといろんなことにもっといろんなことにチャレチャレチャレチャレンジしてンジしてンジしてンジして達達達達人人人人をををを目指目指目指目指しまししまししまししましょょょょうううう」。」。」。」。
45454545点点点点以以以以上上上上のののの人人人人はははは、「、「、「、「『『『『EEEEスクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば』』』』のののの達達達達人人人人ですですですです。。。。このこのこのこの調調調調子子子子でででで進進進進めましめましめましめましょょょょうううう」。」。」。」。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん））））    

        このこのこのこのチチチチェックェックェックェックリリリリストはストはストはストは、、、、学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISO のののの行行行行動方動方動方動方針針針針をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会でででで検討検討検討検討しましたしましたしましたしました。。。。環境環境環境環境にいいことができているかどうかをわかりにいいことができているかどうかをわかりにいいことができているかどうかをわかりにいいことができているかどうかをわかりややややすくすくすくすく書書書書きましたきましたきましたきました。。。。一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの環境環境環境環境へへへへのののの意識意識意識意識ががががわかるようになっていますわかるようになっていますわかるようになっていますわかるようになっています。。。。各学年各学年各学年各学年ででででチチチチェックェックェックェックカカカカーーーードドドドでででで振振振振りりりり返返返返りますりますりますります。。。。        6666 年年年年生生生生ではではではでは、、、、1111 学学学学期期期期のののの初初初初めのめのめのめの平平平平均均均均がががが 34343434 点点点点でしたでしたでしたでした。。。。1111 学学学学期期期期のののの終終終終わりにはわりにはわりにはわりには、、、、平平平平均均均均点点点点がががが 38383838 点点点点とととと、、、、上上上上昇昇昇昇しましたしましたしましたしました。。。。これからもこれからもこれからもこれからも活動活動活動活動をををを続続続続けてけてけてけて、、、、みんながみんながみんながみんなが「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」のののの達達達達人人人人になってになってになってになってほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。チチチチェックェックェックェックリリリリストはストはストはストは、、、、低低低低学年学年学年学年のみんなにはのみんなにはのみんなにはのみんなには難難難難しいというしいというしいというしいという意見意見意見意見がががが出出出出てててて、、、、6666 年年年年生生生生のアイのアイのアイのアイデデデデアアアアでででで、、、、ビビビビンンンンゴゴゴゴカカカカーーーードドドドもももも作作作作成成成成しましたしましたしましたしました。。。。名名名名づけてづけてづけてづけて、「、「、「、「EEEE スクールスクールスクールスクールビビビビンンンンゴゴゴゴ」」」」ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中にはにはにはには次次次次のようのようのようのようなことがなことがなことがなことが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    「「「「ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別はきはきはきはきちちちちんとしていますんとしていますんとしていますんとしています」。「」。「」。「」。「エエエエココココペペペペーパーーパーーパーーパーボボボボックスをックスをックスをックスを利用利用利用利用していますしていますしていますしています」。「」。「」。「」。「自分自分自分自分ののののものにはものにはものにはものには名名名名前前前前をををを書書書書きますきますきますきます」。「」。「」。「」。「電気電気電気電気ををををつつつつけっけっけっけっ放放放放しにしませんしにしませんしにしませんしにしません」。「」。「」。「」。「アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶をををを出出出出すすすす場所場所場所場所をををを知知知知ってってってっていますいますいますいます」。「」。「」。「」。「ノートノートノートノートはははは最後最後最後最後ののののペペペページまでージまでージまでージまで使使使使いますいますいますいます」。「」。「」。「」。「水水水水がががが出出出出しっしっしっしっ放放放放ししししだだだだったらったらったらったら、、、、とめますとめますとめますとめます」。」。」。」。「「「「掃除掃除掃除掃除にはバにはバにはバにはバケツケツケツケツをををを使使使使っていますっていますっていますっています」。「」。「」。「」。「歯歯歯歯をををを磨磨磨磨くときにはくときにはくときにはくときにはココココップをップをップをップを使使使使いますいますいますいます」。」。」。」。    このようなことができているかどうかをこのようなことができているかどうかをこのようなことができているかどうかをこのようなことができているかどうかをビビビビンンンンゴゴゴゴゲゲゲゲームをームをームをームを楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら振振振振りりりり返返返返ることができますることができますることができますることができます。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（片片片片岡岡岡岡さんさんさんさん））））        次次次次にににに、、、、「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」のののの活動活動活動活動をををを学学学学校全校全校全校全体体体体にににに広広広広げげげげるためにるためにるためにるために環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会がががが中中中中心心心心となっているとなっているとなっているとなっていることをことをことをことを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。        「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」のののの行行行行動動動動計画計画計画計画はははは、、、、廊廊廊廊下下下下にににに掲示掲示掲示掲示してしてしてして、、、、みんながいみんながいみんながいみんながいつつつつもももも意識意識意識意識するようにしていするようにしていするようにしていするようにしてい
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ますますますます。「。「。「。「水水水水やややや電気電気電気電気をををを大大大大切切切切にににに使使使使いますいますいますいます」」」」ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、歯歯歯歯をををを磨磨磨磨くときはくときはくときはくときはココココッッッップをプをプをプを使使使使うことうことうことうことやややや、、、、水水水水をををを使使使使わないときはわないときはわないときはわないときは蛇蛇蛇蛇口口口口をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと締締締締めることにめることにめることにめることにつつつついていていていてポポポポスターをスターをスターをスターを張張張張ってってってって呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。節節節節電電電電のののの呼呼呼呼びかけでもびかけでもびかけでもびかけでも、、、、使使使使っていないっていないっていないっていない教室教室教室教室やややや使使使使わないトイわないトイわないトイわないトイレレレレのののの電気電気電気電気をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに消消消消すことをすことをすことをすことを呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。
EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちばをををを呼呼呼呼びかけてからはびかけてからはびかけてからはびかけてからは、「、「、「、「だだだだれもいないのにれもいないのにれもいないのにれもいないのに何何何何でででで電気電気電気電気ががががつつつついているんいているんいているんいているんだだだだろうろうろうろう」」」」とととと思思思思うううう教室教室教室教室がなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたがなくなりました。。。。またまたまたまた、、、、水水水水をををを使使使使うときにうときにうときにうときに、、、、蛇蛇蛇蛇口口口口からからからから出出出出るるるる水水水水のののの量量量量もももも少少少少なくなりましたなくなりましたなくなりましたなくなりました。。。。        環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会ではではではでは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶のののの回回回回収収収収もももも呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。毎毎毎毎月月月月第第第第 2222・・・・第第第第 4444 のののの火火火火曜曜曜曜日日日日がががが缶缶缶缶のののの日日日日ですですですです。。。。環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会がががが中中中中心心心心となってとなってとなってとなって、、、、缶缶缶缶ををををつつつつぶぶぶぶしてしてしてして業業業業者者者者にににに引引引引きききき取取取取ってもらっていますってもらっていますってもらっていますってもらっています。。。。昨昨昨昨年年年年はははは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶ががががボボボボーーーーキキキキサイトからサイトからサイトからサイトから缶缶缶缶になりになりになりになり、、、、使使使使われたわれたわれたわれた缶缶缶缶ががががリリリリサイクルされるサイクルされるサイクルされるサイクルされる様子様子様子様子をををを標標標標本本本本ややややパネパネパネパネルでルでルでルで説説説説明明明明しましたしましたしましたしました。。。。缶缶缶缶ののののリリリリサイクルをすれサイクルをすれサイクルをすれサイクルをすればばばば、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーはーはーはーは 3333％％％％でででで済済済済むむむむことをことをことをことを説説説説明明明明しましたしましたしましたしました。。。。ここここのののの缶缶缶缶のののの回回回回収収収収活動活動活動活動やややや「「「「EEEEスクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」のののの活動活動活動活動はははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 6666年年年年生生生生のののの総総総総合的合的合的合的なななな学学学学習習習習がきっかけとながきっかけとながきっかけとながきっかけとなってってってって始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    活動活動活動活動がスタートしたきっかけをおがスタートしたきっかけをおがスタートしたきっかけをおがスタートしたきっかけをお話話話話ししますししますししますしします。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（小小小小山山山山さんさんさんさん））））        昨昨昨昨年年年年のののの 6666 年年年年生生生生のののの総総総総合的合的合的合的なななな学学学学習習習習のののの時時時時間間間間ではではではでは、「、「、「、「科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典をしようをしようをしようをしよう」」」」をををを取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典はははは、、、、下下下下級級級級生生生生にににに実実実実験験験験をををを紹介紹介紹介紹介するイするイするイするイベベベベントですントですントですントです。。。。穴穴穴穴ををををあけたあけたあけたあけた段段段段ボボボボールールールール箱箱箱箱をたたくとをたたくとをたたくとをたたくと、、、、空空空空気気気気のののの渦渦渦渦がががが飛飛飛飛びびびび出出出出すすすす空空空空気気気気砲砲砲砲、、、、空空空空きききき缶缶缶缶にアルにアルにアルにアルココココールをールをールをールを入入入入れてれてれてれて点点点点火火火火するとするとするとすると紙紙紙紙ココココップがップがップがップが飛飛飛飛びびびび上上上上がるアルがるアルがるアルがるアルココココールールールール爆爆爆爆発発発発、、、、このようなこのようなこのようなこのような科学実科学実科学実科学実験験験験をををを下下下下級級級級生生生生ににににポポポポスタースタースタースターセセセセッションッションッションッション形形形形式式式式でででで紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典にににに必要必要必要必要なななな資資資資金金金金をををを調調調調達達達達するためにするためにするためにするために、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収活動活動活動活動をををを始始始始めましためましためましためました。。。。社会科社会科社会科社会科のののの政政政政治治治治のののの学学学学習習習習ををををヒヒヒヒントにしてントにしてントにしてントにして、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収をををを担当担当担当担当するアルミするアルミするアルミするアルミ缶缶缶缶リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル省省省省、、、、ババババザザザザーをーをーをーを実施実施実施実施するバするバするバするバザザザザーーーー省省省省、、、、古古古古紙紙紙紙やややや段段段段ボボボボールのールのールのールの回回回回収収収収をををを担当担当担当担当するするするする回回回回収収収収省省省省にににに分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、資資資資金金金金調調調調達達達達をををを始始始始めましためましためましためました。。。。各各各各省省省省にはにはにはには、、、、大大大大臣臣臣臣、、、、副副副副大大大大臣臣臣臣、、、、事事事事務務務務次次次次官官官官をををを置置置置いていていていて活動活動活動活動をををを進進進進めましためましためましためました。。。。ババババザザザザーーーー省省省省はははは、、、、参参参参観観観観日日日日にバにバにバにバザザザザーをーをーをーを開開開開きましたきましたきましたきました。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶ややややススススチチチチールールールール缶缶缶缶のののの回回回回収収収収はははは毎毎毎毎月月月月 1111 回行回行回行回行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。回回回回収収収収省省省省はははは、、、、愛愛愛愛校校校校作作作作業業業業のののの日日日日にににに、、、、保保保保護護護護者者者者のののの方方方方のののの協力協力協力協力でででで、、、、古古古古紙紙紙紙回回回回収収収収とととと缶缶缶缶のののの回回回回収収収収をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、学学学学期期期期にににに 1111 回回回回、、、、古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収をををを行行行行ってきってきってきってきましたましたましたました。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん））））    

        このようにこのようにこのようにこのように、、、、各各各各省省省省にににに分分分分かれてかれてかれてかれて活動活動活動活動してしてしてして集集集集めたおめたおめたおめたお金金金金はははは、、、、財務省財務省財務省財務省がががが銀行銀行銀行銀行でででで通通通通帳帳帳帳ををををつつつつくってくってくってくって管管管管理理理理しましましましますすすす。。。。大大大大切切切切なななな資資資資金金金金をどのようにをどのようにをどのようにをどのように使使使使うかにうかにうかにうかにつつつついてはいてはいてはいては、、、、国会国会国会国会とととと呼呼呼呼んでいるんでいるんでいるんでいる 6666 年年年年生生生生のののの全全全全体体体体のののの集集集集会会会会でででで話話話話しししし合合合合いますいますいますいます。。。。校校校校内内内内でのでのでのでの活動活動活動活動はははは発展発展発展発展しししし、、、、あすたあすたあすたあすたむむむむらんどらんどらんどらんど徳島内徳島内徳島内徳島内のののの子子子子どもどもどもども科学科学科学科学館館館館でででで開開開開かれるサイエンスかれるサイエンスかれるサイエンスかれるサイエンスフェアでフェアでフェアでフェアで、、、、理理理理科科科科のののの先先先先生生生生やややや大大大大学学学学のののの先先先先生生生生にまにまにまにまじじじじってってってって全全全全員員員員がががが実実実実演演演演しましたしましたしましたしました。。。。科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典ややややサイエンスフサイエンスフサイエンスフサイエンスフェアがェアがェアがェアが終終終終わってもわってもわってもわっても、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶回回回回収収収収がががが環境環境環境環境にいいことがにいいことがにいいことがにいいことが実実実実感感感感できたのでできたのでできたのでできたので、、、、学学学学校全校全校全校全体体体体でもでもでもでも続続続続けることけることけることけることになりましたになりましたになりましたになりました。。。。6666年年年年生生生生のののの学学学学習習習習がががが学学学学校校校校のののの環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会のののの仕仕仕仕事事事事となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（片片片片岡岡岡岡さんさんさんさん））））        プルタブのプルタブのプルタブのプルタブの回回回回収収収収はははは、、、、6666 年年年年生生生生からからからからボボボボランテランテランテランティィィィアアアア委員委員委員委員会会会会へへへへ担当担当担当担当がかわりましたがかわりましたがかわりましたがかわりました。。。。現現現現在在在在もももも車車車車いすにかいすにかいすにかいすにかわることをわることをわることをわることを目目目目標標標標にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 6666 年年年年生生生生がががが、「、「、「、「アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収はこれからもはこれからもはこれからもはこれからも続続続続けてけてけてけてほほほほしいですしいですしいですしいです」、」、」、」、そうそうそうそう言言言言ってってってって卒卒卒卒業業業業していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。私私私私たたたたちちちちはそのはそのはそのはその気気気気持持持持ちちちちをををを引引引引きききき継継継継いでいでいでいで活動活動活動活動しているしているしているしているのですのですのですのです。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収はははは環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会がががが担当担当担当担当するようになりましたするようになりましたするようになりましたするようになりました。。。。私私私私たたたたちちちち環境環境環境環境委員委員委員委員会会会会がががが回回回回収収収収活活活活動動動動をををを学学学学校全校全校全校全体体体体にににに広広広広げげげげてててて、、、、「「「「EEEEスクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」のののの活動活動活動活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。今今今今年年年年はははは 5555年年年年生生生生もももも参加参加参加参加してしてしてして、、、、活動活動活動活動をををを担当担当担当担当するするするするメメメメンバーがンバーがンバーがンバーが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。これからもこれからもこれからもこれからも続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 6666 年年年年生生生生
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はははは私私私私たたたたちちちちにすてきなにすてきなにすてきなにすてきな言言言言葉葉葉葉をををを残残残残してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん））））    

        「「「「回回回回収収収収をしてよかったことはをしてよかったことはをしてよかったことはをしてよかったことは、、、、ごごごごみをみをみをみをごごごごみみみみだだだだとととと思思思思わなくなったことですわなくなったことですわなくなったことですわなくなったことです。。。。古古古古紙紙紙紙はははは、、、、要要要要らなくならなくならなくならなくなったらすったらすったらすったらすぐぐぐぐにににに捨捨捨捨ててしまっていたけれどててしまっていたけれどててしまっていたけれどててしまっていたけれど、、、、回回回回収収収収すれすれすれすればばばばおおおお金金金金にかわるしにかわるしにかわるしにかわるし、、、、紙紙紙紙のののの裏裏裏裏をををを使使使使ええええばばばば、、、、エエエエココココペペペペーパーにーパーにーパーにーパーに変変変変身身身身しますしますしますします。。。。ままままだだだだままままだだだだ使使使使えるしえるしえるしえるし、、、、ごごごごみみみみじゃじゃじゃじゃないないないない、、、、とととと思思思思えるようになりましたえるようになりましたえるようになりましたえるようになりました。。。。アイアイアイアイデデデデアアアアやややや考考考考ええええ方次方次方次方次第第第第でででで環境環境環境環境にににに優優優優しいことはできるのですしいことはできるのですしいことはできるのですしいことはできるのです。。。。僕僕僕僕たたたたちちちちのののの気気気気持持持持ちやちやちやちや考考考考ええええ次次次次第第第第なのですなのですなのですなのです。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収をしてそんなことををしてそんなことををしてそんなことををしてそんなことを強強強強くくくく思思思思いましたいましたいましたいました」。」。」。」。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（中村中村中村中村さんさんさんさん））））        アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回回回回収作収作収作収作業業業業はははは思思思思ったよりったよりったよりったより結結結結構大構大構大構大変変変変ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、不思不思不思不思議議議議なことになことになことになことに、、、、嫌嫌嫌嫌なことはありませなことはありませなことはありませなことはありませんんんん。。。。僕僕僕僕たたたたちちちちにはにはにはには心心心心のののの支支支支えがあってえがあってえがあってえがあって、、、、結結結結構構構構楽楽楽楽しくできていますしくできていますしくできていますしくできています。。。。心心心心のののの支支支支えというのはえというのはえというのはえというのは、、、、科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典のののの資資資資金金金金集集集集めというめというめというめという目目目目的的的的とととと、、、、どれどれどれどれだだだだけアルミけアルミけアルミけアルミ缶缶缶缶がたまったのかをがたまったのかをがたまったのかをがたまったのかを報告報告報告報告することですすることですすることですすることです。。。。1111 回目回目回目回目のののの回回回回収収収収結結結結果果果果はははは 900900900900 円円円円でしたでしたでしたでした。。。。ごごごごみみみみ袋袋袋袋 10101010 袋袋袋袋 33330000 キキキキログラムでたったのログラムでたったのログラムでたったのログラムでたったの 900900900900 円円円円かとかとかとかと、、、、少少少少ないとないとないとないと言言言言うううう人人人人やややや、、、、
900900900900 円円円円もたまったのかというもたまったのかというもたまったのかというもたまったのかという満満満満足足足足そうなそうなそうなそうな人人人人もいましたもいましたもいましたもいました。。。。僕僕僕僕はははは、、、、900900900900 円円円円もたまってとてももたまってとてももたまってとてももたまってとても満満満満足足足足でしでしでしでしたたたた。。。。900900900900 円円円円のことよりのことよりのことよりのことより、、、、30303030 キキキキログラムもログラムもログラムもログラムも僕僕僕僕たたたたちちちちできできできできちちちちんとんとんとんと回回回回収収収収できたことがうれしかったのでできたことがうれしかったのでできたことがうれしかったのでできたことがうれしかったのですすすす。。。。環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えながらえながらえながらえながらリリリリサイクルもできてサイクルもできてサイクルもできてサイクルもできて、、、、しかもしかもしかもしかも環境環境環境環境にいいしにいいしにいいしにいいし、、、、おおおお金金金金ももらえてももらえてももらえてももらえて、、、、学学学学校校校校にににに役役役役立立立立てられるてられるてられるてられる一一一一石石石石二二二二鳥鳥鳥鳥だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。        このこのこのこの活動活動活動活動をををを始始始始めてめてめてめて、、、、道路道路道路道路脇脇脇脇のののの空空空空きききき缶缶缶缶がががが気気気気になりになりになりになり始始始始めましためましためましためました。。。。それにそれにそれにそれに、、、、リリリリサイクルできるからサイクルできるからサイクルできるからサイクルできるから、、、、いいのかないいのかないいのかないいのかな、、、、ともともともとも考考考考えるようになりましたえるようになりましたえるようになりましたえるようになりました。。。。何何何何でもかんでもでもかんでもでもかんでもでもかんでもリリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばば環境環境環境環境はよくなるとはよくなるとはよくなるとはよくなるということではなくていうことではなくていうことではなくていうことではなくて、、、、リリリリサイクルもサイクルもサイクルもサイクルも大大大大切切切切だだだだけどけどけどけど、、、、もっともっともっともっと大大大大切切切切なことがありますなことがありますなことがありますなことがあります。。。。リリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする前前前前にににに、、、、ごごごごみみみみ自体自体自体自体をををを減減減減らしたらいいのらしたらいいのらしたらいいのらしたらいいのじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで僕僕僕僕らはらはらはらは今日今日今日今日もアもアもアもアルミルミルミルミ缶缶缶缶ををををつつつつぶぶぶぶしていますしていますしていますしています。。。。科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典やややや、、、、サイエンスフェアがサイエンスフェアがサイエンスフェアがサイエンスフェアが終終終終わってもわってもわってもわっても、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶回回回回収収収収がががが環境環境環境環境にいいことがにいいことがにいいことがにいいことが実実実実感感感感できたのでできたのでできたのでできたので、、、、学学学学校全校全校全校全体体体体でもでもでもでも続続続続けることにしましたけることにしましたけることにしましたけることにしました。。。。    

        プルタブのプルタブのプルタブのプルタブの回回回回収収収収はははは、、、、6666 年年年年生生生生からからからからボボボボランテランテランテランティィィィアアアア委員委員委員委員会会会会へへへへ担当担当担当担当がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。車車車車いすにかえるこいすにかえるこいすにかえるこいすにかえることをとをとをとを目目目目標標標標にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。今今今今度度度度はははは、、、、捨捨捨捨てられてしまうプルタブがてられてしまうプルタブがてられてしまうプルタブがてられてしまうプルタブが生生生生まれかわってまれかわってまれかわってまれかわって人人人人のののの役役役役にににに立立立立つつつつとととと思思思思うとうとうとうと、、、、清清清清々々々々しいしいしいしい気気気気持持持持ちちちちになりますになりますになりますになります。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（小小小小山山山山さんさんさんさん））））    

        私私私私たたたたちちちちはははは、、、、先先先先輩輩輩輩のののの活動活動活動活動をををを引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、進進進進んでんでんでんで続続続続けようとけようとけようとけようと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。今今今今年年年年もももも校校校校内内内内でのでのでのでの科学科学科学科学のののの祭祭祭祭典典典典開催開催開催開催、、、、あすたあすたあすたあすたむむむむらんどらんどらんどらんどでのサイエンスフェアでのサイエンスフェアでのサイエンスフェアでのサイエンスフェア参加参加参加参加にににに向向向向けてけてけてけて活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。今今今今年年年年はははは、、、、6666 年年年年生生生生のののの活動活動活動活動ではではではではリリリリサイクルしまサイクルしまサイクルしまサイクルしま省省省省、、、、売売売売りまりまりまりま省省省省、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省にににに分分分分かれてかれてかれてかれて活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。リリリリサイクルしまサイクルしまサイクルしまサイクルしま省省省省はははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルやややや段段段段ボボボボールールールール、、、、古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。売売売売りまりまりまりま省省省省はははは、、、、ババババザザザザーーーーをををを中中中中心心心心にににに担当担当担当担当していますしていますしていますしています。。。。農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省はははは、、、、野野野野菜菜菜菜やややや花花花花をををを育育育育てててててててて販販販販売売売売することをすることをすることをすることを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。自自自自分分分分たたたたちちちちのののの夢夢夢夢をををを実実実実現現現現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら働働働働いていていていて資資資資金金金金をををを調調調調達達達達するするするする、、、、そしてそしてそしてそして資資資資金金金金をよくをよくをよくをよく考考考考えてえてえてえて有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していくことをしていくことをしていくことをしていくことを学学学学んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（中村中村中村中村さんさんさんさん））））    

        さてさてさてさて、、、、ここでここでここでここで、、、、職職職職員員員員室室室室でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをのみをのみをのみをのぞぞぞぞいてみましいてみましいてみましいてみましょょょょうううう。。。。先先先先生生生生ももももチチチチェックェックェックェックリリリリストをストをストをストをつつつつくってくってくってくっているようですいるようですいるようですいるようです。。。。少少少少しししし見見見見せてもらいましせてもらいましせてもらいましせてもらいましょょょょうううう。。。。    ・・・・「「「「EEEEスクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための校校校校内推進内推進内推進内推進委員委員委員委員会会会会をををを定期定期定期定期的的的的にににに開催開催開催開催しているしているしているしている    
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・・・・ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別区区区区分分分分にににに応応応応じじじじてててて、、、、収収収収集集集集場所場所場所場所をををを決決決決めめめめ、、、、収収収収集集集集方方方方法法法法がががが周周周周知知知知されているされているされているされている    ・・・・予予予予算算算算委員委員委員委員会会会会はははは十十十十分協議分協議分協議分協議しししし、、、、資源資源資源資源ののののむむむむだだだだがががが出出出出ないようなないようなないようなないような予予予予算算算算としているとしているとしているとしている    ・クラスで・クラスで・クラスで・クラスで紙紙紙紙類類類類ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルボボボボックスックスックスックスがががが設設設設置置置置されているされているされているされている    ・クラス・クラス・クラス・クラスやややや学学学学校全校全校全校全体体体体のののの残残残残食食食食量量量量をををを把握把握把握把握しししし、、、、少少少少なくするなくするなくするなくする工夫工夫工夫工夫をしているをしているをしているをしている    書書書書いていることはいていることはいていることはいていることは難難難難しいようですがしいようですがしいようですがしいようですが、、、、実際実際実際実際にプにプにプにプリリリリントントントント類類類類ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルボボボボックスがックスがックスがックスが設設設設置置置置されていまされていまされていまされていますすすす。。。。封筒封筒封筒封筒はははは、、、、何何何何回回回回もももも使使使使えるようにえるようにえるようにえるように工夫工夫工夫工夫しているようですしているようですしているようですしているようです。。。。両両両両面面面面印刷印刷印刷印刷をををを進進進進めているようですめているようですめているようですめているようです。。。。アルアルアルアルミミミミ缶缶缶缶のののの回回回回収収収収ややややプルタブのプルタブのプルタブのプルタブの回回回回収収収収にもにもにもにも協力協力協力協力してくしてくしてくしてくだだだださっていますさっていますさっていますさっています。。。。ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア委員委員委員委員会会会会のののの活活活活躍躍躍躍もあっもあっもあっもあってててて、、、、プルタブのプルタブのプルタブのプルタブの回回回回収収収収もももも進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。先先先先生生生生方方方方もももも頑頑頑頑張張張張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますのでいますのでいますのでいますので、、、、僕僕僕僕たたたたちちちちもももも元元元元気気気気ががががわいてきますわいてきますわいてきますわいてきます。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（片片片片岡岡岡岡さんさんさんさん））））    

        先先先先生生生生からからからから聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話ですがですがですがですが、、、、家家家家庭庭庭庭でもでもでもでも、、、、電気電気電気電気ののののつつつつけっけっけっけっ放放放放ししししやややや節節節節水水水水ににににつつつついていていていて、、、、市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの子子子子どもどもどもどもたたたたちちちちがががが大大大大人人人人をををを注注注注意意意意したりしたりしたりしたり、、、、気気気気ををををつつつつけるようにけるようにけるようにけるように話話話話したりすることがしたりすることがしたりすることがしたりすることが多多多多くなったそうですくなったそうですくなったそうですくなったそうです。。。。私私私私もももも、、、、家家家家ではではではでは、、、、おおおおふふふふろろろろ場場場場ややややトイトイトイトイレレレレのののの電気電気電気電気ががががつつつついたままになっていたらいたままになっていたらいたままになっていたらいたままになっていたら、、、、私私私私がいがいがいがいつつつつもももも消消消消していますしていますしていますしています。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（小小小小山山山山さんさんさんさん））））    

        6666 年年年年生生生生のののの総総総総合合合合のののの学学学学習習習習がががが全校全校全校全校へへへへ広広広広がってきたことがとてもうれしいしがってきたことがとてもうれしいしがってきたことがとてもうれしいしがってきたことがとてもうれしいし、、、、ややややりがいをりがいをりがいをりがいを感感感感じじじじていますていますていますています。。。。私私私私はははは、、、、中中中中学学学学にににに進進進進んでもんでもんでもんでも、、、、「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」でででで学学学学んんんんだだだだことをことをことをことを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、ごごごごみをみをみをみを捨捨捨捨てたりてたりてたりてたり、、、、資源資源資源資源ををををむむむむだだだだ使使使使いしているいしているいしているいしている人人人人たたたたちちちちがいたらがいたらがいたらがいたら注注注注意意意意しますしますしますします。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、自分自分自分自分もそうしたことをしないようにもそうしたことをしないようにもそうしたことをしないようにもそうしたことをしないように心心心心がけますがけますがけますがけます。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん））））    

        先先先先輩輩輩輩のののの始始始始めたことをめたことをめたことをめたことを引引引引きききき継継継継いでいくことはいでいくことはいでいくことはいでいくことは大大大大変変変変ですがですがですがですが、、、、ややややりがいがありますりがいがありますりがいがありますりがいがあります。。。。自分自分自分自分のこととしのこととしのこととしのこととしててててややややっていくとっていくとっていくとっていくと、、、、いろんなことができてくるようにいろんなことができてくるようにいろんなことができてくるようにいろんなことができてくるように思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生方方方方もももも学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISO をきっをきっをきっをきっかけにかけにかけにかけに、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという気気気気持持持持ちちちちでででで学学学学校校校校をををを見見見見直直直直すことができたとすことができたとすことができたとすことができたと話話話話していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（片片片片岡岡岡岡さんさんさんさん））））    

        教室教室教室教室にエにエにエにエココココペペペペーパーーパーーパーーパーボボボボックスをックスをックスをックスを置置置置いたりいたりいたりいたり、、、、古古古古紙紙紙紙・・・・段段段段ボボボボール・ール・ール・ール・カカカカタログのタログのタログのタログの回回回回収収収収をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、節節節節水水水水やややや節節節節電電電電などなどなどなど、、、、ちちちちょょょょっとしたことでいろんなことができるようになりますっとしたことでいろんなことができるようになりますっとしたことでいろんなことができるようになりますっとしたことでいろんなことができるようになります。。。。私私私私はははは、、、、これからもこれからもこれからもこれからも電気電気電気電気ののののつつつつけっけっけっけっ放放放放ししししやややや節節節節水水水水にににに気気気気ををををつつつつけることをけることをけることをけることを守守守守りたいですりたいですりたいですりたいです。。。。小小小小さなプルタブがさなプルタブがさなプルタブがさなプルタブが車車車車いすにかわることがすいすにかわることがすいすにかわることがすいすにかわることがすてきなてきなてきなてきな夢夢夢夢ですですですです。。。。今今今今年年年年中中中中にににに実現実現実現実現したいですしたいですしたいですしたいです。。。。    

    市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校（（（（中村中村中村中村さんさんさんさん））））    

        僕僕僕僕たたたたちちちちのののの活動活動活動活動はははは始始始始まったまったまったまったばばばばかりですかりですかりですかりです。。。。楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、賢賢賢賢くくくく取取取取りりりり組組組組むむむむことをことをことをことを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。これからもこれからもこれからもこれからも環環環環境境境境委員委員委員委員会会会会がががが拾拾拾拾ってってってって、、、、つつつつななななげげげげてててて、、、、広広広広げげげげることをしていきたいとることをしていきたいとることをしていきたいとることをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで環境環境環境環境にいいことにいいことにいいことにいいことができれができれができれができればばばば、、、、きっときっときっときっと続続続続けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、県県県県のののの広広広広報報報報紙紙紙紙でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。学学学学校校校校だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、家家家家でもでもでもでも、、、、地域地域地域地域でもでもでもでも、、、、「「「「EEEE スクールいスクールいスクールいスクールいちばちばちばちば」」」」をををを広広広広げげげげていきたていきたていきたていきたいですいですいですいです。。。。町町町町のののの人人人人がみんながみんながみんながみんな環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださっさっさっさったらうれしいですたらうれしいですたらうれしいですたらうれしいです。。。。今日今日今日今日のようなのようなのようなのような発発発発表表表表会会会会をををを励励励励みにみにみにみに、、、、これからもこれからもこれからもこれからも楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、賢賢賢賢くくくく活動活動活動活動していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

        これでこれでこれでこれで市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの紹介紹介紹介紹介をををを終終終終わりますわりますわりますわります。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    
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司司司司会会会会    

        市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。これからもますますのこれからもますますのこれからもますますのこれからもますますのごごごご活活活活躍躍躍躍をおをおをおをお祈祈祈祈りりりりしておりますしておりますしておりますしております。。。。    

        学学学学校版校版校版校版環境環境環境環境 ISOISOISOISO のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて報告報告報告報告をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校 6666 年年年年生生生生のののの坂坂坂坂本本本本拳也拳也拳也拳也さんさんさんさん、、、、小小小小山山山山泰葉泰葉泰葉泰葉さんさんさんさん、、、、中村中村中村中村一一一一彦彦彦彦さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして片片片片岡岡岡岡麗美麗美麗美麗美さんでしたさんでしたさんでしたさんでした。。。。    

        続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、もうおもうおもうおもうお一方一方一方一方、、、、発発発発表表表表ののののほほほほうをおうをおうをおうをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。準準準準備備備備がががが整整整整うまでうまでうまでうまで、、、、少少少少しのしのしのしの間間間間おおおお待待待待ちちちちををををいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（準準準準備備備備））））    

        今今今今発発発発表表表表をををを終終終終えられましたえられましたえられましたえられました市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ここここちちちちらかららかららかららから見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、本本本本当当当当ににににほほほほっとしたっとしたっとしたっとした、、、、いいいいいいいい笑笑笑笑顔顔顔顔をしていらっしをしていらっしをしていらっしをしていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。本本本本当当当当ににににごごごご苦苦苦苦労労労労さまでしたさまでしたさまでしたさまでした。。。。でもでもでもでも、、、、こうしてこうしてこうしてこうして大大大大勢勢勢勢のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの前前前前でででで発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、またそれがいいまたそれがいいまたそれがいいまたそれがいい経経経経験験験験となってとなってとなってとなって、、、、これからもどんどんとこれからもどんどんとこれからもどんどんとこれからもどんどんとつつつつながっていくよながっていくよながっていくよながっていくようになるとうになるとうになるとうになると本本本本当当当当にいいですよにいいですよにいいですよにいいですよねねねね。。。。私私私私たたたたちちちち大大大大人人人人もももも見見見見習習習習わなくてはならないことがたくさんあるとわなくてはならないことがたくさんあるとわなくてはならないことがたくさんあるとわなくてはならないことがたくさんあると、、、、そんなそんなそんなそんなふふふふうにもうにもうにもうにも感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。    

        間間間間もなくパもなくパもなくパもなくパソソソソココココンのンのンのンのほほほほうううう、、、、準準準準備備備備がががが整整整整いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、続続続続いてのいてのいてのいての事事事事例例例例報告報告報告報告ののののほほほほうううう、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていをさせていをさせていをさせていたたたただだだだきたいきたいきたいきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。あとあとあとあと少少少少ししししだだだだけおけおけおけお待待待待ちちちちくくくくだだだださいさいさいさい。。。。（（（（準準準準備備備備））））    

        それではそれではそれではそれでは、、、、これよりこれよりこれよりこれより、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、今今今今年年年年のののの春春春春にににに新新新新たにたにたにたに設立設立設立設立されましたエされましたエされましたエされましたエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームをームをームをームを代表代表代表代表いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、津川津川津川津川ななななちちちち子様子様子様子様よりよりよりより、「、「、「、「エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームによるームによるームによるームによる『『『『ごごごごみゼみゼみゼみゼロロロロ』』』』のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」というというというというごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、津川様津川様津川様津川様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    津川津川津川津川氏氏氏氏    

        皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました津川津川津川津川ですですですです。。。。元元元元気気気気なななな子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの後後後後にににに、、、、あまりフあまりフあまりフあまりフレレレレッシッシッシッシュュュュでないでないでないでない者者者者がががが出出出出てきましててきましててきましててきまして、、、、失礼失礼失礼失礼いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

        まずまずまずまず、、、、今日今日今日今日はははは、、、、エエエエココココイイイイベベベベントントントントササササポポポポートートートートチチチチームのームのームのームの活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。「。「。「。「エエエエココココイイイイベベベベンンンントってトってトってトって何何何何？」？」？」？」とととと思思思思われるわれるわれるわれる方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、イイイイベベベベントといえントといえントといえントといえばばばば、、、、一度一度一度一度にたくさんにたくさんにたくさんにたくさんのののの人人人人がががが集集集集まりまりまりまり、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのごごごごみもみもみもみも排排排排出出出出しますししますししますししますし、、、、またまたまたまた多多多多くのエネルくのエネルくのエネルくのエネルギギギギーもーもーもーも使使使使うということになりうということになりうということになりうということになりますますますます。。。。こうしたイこうしたイこうしたイこうしたイベベベベントのときにこそントのときにこそントのときにこそントのときにこそ、、、、環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくくくく、、、、そういうイそういうイそういうイそういうイベベベベントをエントをエントをエントをエココココイイイイベベベベントというントというントというントというふふふふうにうにうにうに呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。今日今日今日今日はははは、、、、私私私私たたたたちちちちのののの発発発発足足足足いたしましたサいたしましたサいたしましたサいたしましたサポポポポートートートートチチチチームのームのームのームの設立設立設立設立のいのいのいのいきさきさきさきさつつつつからからからから、、、、そしてそしてそしてそして具具具具体的体的体的体的なななな活動活動活動活動のののの紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。まずまずまずまず、、、、設立設立設立設立のいのいのいのいきさきさきさきさつつつつからおからおからおからお話話話話をさせていをさせていをさせていをさせていたたたただだだだきますきますきますきます。。。。    

        イイイイベベベベントとントとントとントと聞聞聞聞けけけけばばばば、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、心心心心踊踊踊踊るるるる、、、、楽楽楽楽しいイしいイしいイしいイメメメメージをージをージをージを持持持持つつつつ人人人人がががが多多多多いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに阿波阿波阿波阿波おおおおどりどりどりどりのようなのようなのようなのような、、、、今今今今やややや世世世世界的界的界的界的にもにもにもにも有有有有名名名名になったになったになったになった大大大大きなイきなイきなイきなイベベベベントではントではントではントでは、、、、一一一一晩晩晩晩にににに何十何十何十何十万万万万人人人人ものものものもの人人人人がががが市内市内市内市内のののの中中中中心心心心部部部部にににに集集集集まりまりまりまり、、、、町町町町中中中中がががが興興興興奮奮奮奮のるのるのるのるつつつつぼぼぼぼとととと化化化化していきますしていきますしていきますしていきます。。。。大大大大勢勢勢勢のののの人人人人がががが集集集集まるということはまるということはまるということはまるということは、、、、同同同同時時時時にににに、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのごごごごみもみもみもみも排排排排出出出出されるということですされるということですされるということですされるということです。。。。主催主催主催主催者者者者のののの用用用用意意意意したしたしたしたごごごごみみみみ箱箱箱箱もあっというもあっというもあっというもあっという間間間間ににににああああふふふふれてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。ごごごごみがみがみがみがごごごごみをみをみをみを呼呼呼呼ぶぶぶぶ状状状状態態態態がががが至至至至るところにるところにるところにるところに広広広広がりがりがりがり、、、、さながらさながらさながらさながらごごごごみのみのみのみの無無無無法法法法地地地地帯状帯状帯状帯状態態態態になっていきますになっていきますになっていきますになっていきます。。。。こういうこういうこういうこういう事事事事態態態態をををを何何何何とかしようということでとかしようということでとかしようということでとかしようということで、、、、昨昨昨昨年年年年のののの阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりのののの期間期間期間期間中中中中にににに、、、、県内県内県内県内のののの、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる 9999 つつつつのののの団体団体団体団体でででで実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、ごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別スススステーションをテーションをテーションをテーションを設設設設置置置置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これにはこれにはこれにはこれには、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県やややや徳島市徳島市徳島市徳島市のののの関係関係関係関係職職職職員員員員のののの皆皆皆皆さんさんさんさんやややや「「「「とくしまとくしまとくしまとくしま環環環環境県民会議境県民会議境県民会議境県民会議」」」」にもおにもおにもおにもお力力力力をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。    

        このステーションはこのステーションはこのステーションはこのステーションは、、、、ごごごごみをみをみをみを捨捨捨捨てるてるてるてる人人人人みずからがみずからがみずからがみずからが分分分分別別別別してしてしてして捨捨捨捨てるようにてるようにてるようにてるように誘誘誘誘導導導導してしてしてして、、、、分分分分別別別別されたされたされたされたごごごごみはみはみはみは資源化資源化資源化資源化ルートにルートにルートにルートに乗乗乗乗せてせてせてせて、、、、ごごごごみのみのみのみの削減削減削減削減をををを図図図図りりりり、、、、ククククリリリリーンなーンなーンなーンな阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりをををを目指目指目指目指そうというものそうというものそうというものそうというものですですですです。。。。初初初初めてのめてのめてのめての取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会はははは、、、、他他他他県県県県でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに学学学学びながらびながらびながらびながら、、、、
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元元元元気気気気にににに活動活動活動活動いたしまいたしまいたしまいたしましたしたしたした。。。。観観観観光光光光客客客客やややや市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから、、、、予予予予想以想以想以想以上上上上にににに協力的協力的協力的協力的なななな行行行行動動動動をいたをいたをいたをいただだだだいたりいたりいたりいたり声声声声をかけていたをかけていたをかけていたをかけていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、大大大大きなきなきなきな成成成成果果果果をををを得得得得ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを受受受受けましけましけましけましてててて、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県とととと「「「「とくしまとくしまとくしまとくしま環境県民会議環境県民会議環境県民会議環境県民会議」」」」ののののメメメメンバーンバーンバーンバー、、、、またまたまたまた大学大学大学大学生生生生ややややイイイイベベベベントントントント企企企企画画画画会社会社会社会社のののの方方方方たたたたちちちちををををワーワーワーワーキキキキンググループといたしましてンググループといたしましてンググループといたしましてンググループといたしまして、、、、イイイイベベベベントのときのントのときのントのときのントのときの環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだだだだエエエエココココイイイイベベベベントマニントマニントマニントマニュュュュアルをアルをアルをアルを今今今今年年年年 2222 月月月月にににに完完完完成成成成させましたさせましたさせましたさせました。。。。皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手手手手元元元元のののの袋袋袋袋のののの中中中中にににに入入入入っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、またおまたおまたおまたお時時時時間間間間がありましたらがありましたらがありましたらがありましたらごごごご覧覧覧覧になってくになってくになってくになってくだだだださいさいさいさい。。。。    

        ここのここのここのここの内容内容内容内容といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、イイイイベベベベントントントントだだだだからこそからこそからこそからこそ取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる具具具具体的体的体的体的なななな対策対策対策対策をををを紹介紹介紹介紹介しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。ここにここにここにここに載載載載っているっているっているっている対策対策対策対策以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、そのイそのイそのイそのイベベベベントのントのントのントの内容内容内容内容やややや、、、、そのイそのイそのイそのイベベベベントをントをントをントを開開開開くくくく地域地域地域地域にににに合合合合ったったったったいろいろないろいろないろいろないろいろな環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮のののの取取取取りりりり組組組組みをしていたみをしていたみをしていたみをしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        主催主催主催主催者者者者のののの方方方方はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした計画計画計画計画をををを 2222 項項項項目目目目以以以以上上上上実施実施実施実施するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに計画計画計画計画していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、県県県県ののののほほほほうにうにうにうに申申申申請請請請をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。そういたしますとそういたしますとそういたしますとそういたしますと、、、、エエエエココココイイイイベベベベントのントのントのントの認認認認定定定定、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ここでここでここでここでややややっとっとっとっと初初初初めてめてめてめて名名名名前前前前がががが出出出出てきますてきますてきますてきます、、、、エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームがサームがサームがサームがサポポポポートをさせていたートをさせていたートをさせていたートをさせていただだだだくようくようくようくようになっていますになっていますになっていますになっています。。。。具具具具体的体的体的体的なななな表表表表でででで示示示示しますとしますとしますとしますと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうになりますうになりますうになりますうになります。。。。イイイイベベベベントのントのントのントの主催主催主催主催者者者者はははは県県県県にににに申申申申請請請請をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。県県県県はははは、、、、エエエエココココイイイイベベベベントとントとントとントと認認認認定定定定いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームにームにームにームに要要要要請請請請いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ササササポポポポートートートートチチチチームはームはームはームは、、、、そのイそのイそのイそのイベベベベントにントにントにントに対対対対してどのようなサしてどのようなサしてどのようなサしてどのようなサポポポポートができるかをートができるかをートができるかをートができるかを決決決決めますめますめますめます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、助助助助言言言言、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは物品物品物品物品のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし、、、、またまたまたまた人人人人材材材材のののの派派派派遣遣遣遣といったようなサといったようなサといったようなサといったようなサポポポポートをートをートをートを決決決決めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。写写写写真真真真にありますのはにありますのはにありますのはにありますのは、、、、申申申申請請請請していたしていたしていたしていただだだだいたイいたイいたイいたイベベベベントにはントにはントにはントには、、、、このようなこのようなこのようなこのような看看看看板板板板ややややののののぼぼぼぼりをおりをおりをおりをお貸貸貸貸しするとしするとしするとしするといういういういうふふふふうになっておりますうになっておりますうになっておりますうになっております。。。。    

        このマニこのマニこのマニこのマニュュュュアルのアルのアルのアルの完完完完成成成成にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームのームのームのームの立立立立ちちちち上上上上げげげげをするということでをするということでをするということでをするということで、、、、会会会会員員員員のののの募募募募集集集集をををを始始始始めましためましためましためました。。。。エエエエココココイイイイベベベベントのサントのサントのサントのサポポポポーーーートトトトチチチチームといいますのはームといいますのはームといいますのはームといいますのは、、、、エエエエココココイイイイベベベベントのサントのサントのサントのサポポポポートをートをートをートをするとするとするとすると同時同時同時同時にににに、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを低減低減低減低減したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを広広広広げげげげていくというようなことなどをていくというようなことなどをていくというようなことなどをていくというようなことなどを目目目目的的的的にしたにしたにしたにしたボボボボランテランテランテランティィィィアアアア組組組組織織織織ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今年年年年 4444 月月月月にににに、、、、チチチチームームームーム発発発発足足足足ということになりましたということになりましたということになりましたということになりました。。。。個個個個人人人人会会会会員員員員がががが
62626262名名名名、、、、賛賛賛賛助助助助事業事業事業事業所所所所、、、、今今今今のところのところのところのところ 1111社社社社ということでのスタートですということでのスタートですということでのスタートですということでのスタートです。。。。    

        具具具具体的体的体的体的なななな活動活動活動活動のののの中中中中身身身身もももも少少少少しずしずしずしずつつつつ決決決決まっていきましたまっていきましたまっていきましたまっていきました。。。。エエエエココココイイイイベベベベントントントント、、、、これはこれはこれはこれは 8888 月月月月までですがまでですがまでですがまでですが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで申申申申請請請請されてされてされてされて認認認認定定定定をををを受受受受けたイけたイけたイけたイベベベベントですントですントですントです。。。。このうこのうこのうこのうちちちち実際実際実際実際にサにサにサにサポポポポートートートートチチチチームがームがームがームが参加参加参加参加いたしまいたしまいたしまいたしましたのはしたのはしたのはしたのは、、、、赤赤赤赤いいいい色色色色でかいてありますでかいてありますでかいてありますでかいてあります、、、、「「「「はな・はる・フェスタはな・はる・フェスタはな・はる・フェスタはな・はる・フェスタ」」」」とととと阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりのののの 2222 つつつつででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。ここまでがサここまでがサここまでがサここまでがサポポポポートートートートチチチチームームームーム設立設立設立設立のいきさのいきさのいきさのいきさつつつつですですですです。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、ここからはここからはここからはここからは、、、、具具具具体的体的体的体的なななな活動活動活動活動のののの内容内容内容内容ををををごごごご報告報告報告報告したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        まずまずまずまず、、、、発発発発足足足足したすしたすしたすしたすぐぐぐぐにににに、、、、「「「「はな・はる・フェスタはな・はる・フェスタはな・はる・フェスタはな・はる・フェスタ」」」」というというというという、、、、これはこれはこれはこれは春春春春のののの阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりとととと位位位位置置置置づけづけづけづけられているイられているイられているイられているイベベベベントなんですけれどもントなんですけれどもントなんですけれどもントなんですけれども、、、、藍藍藍藍場場場場浜浜浜浜公公公公園園園園をををを中中中中心心心心にににに開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。ササササポポポポートートートートチチチチームはームはームはームは、、、、会会会会場場場場 3333 カカカカ所所所所ににににごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別ステーションをステーションをステーションをステーションを設設設設置置置置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。主催主催主催主催者者者者側側側側はははは、、、、常常常常にににに会会会会場場場場アナアナアナアナウウウウンスンスンスンスでででで、「、「、「、「これはエこれはエこれはエこれはエココココイイイイベベベベントですよントですよントですよントですよ。。。。ごごごごみをみをみをみを捨捨捨捨てるてるてるてる場場場場合合合合ははははごごごごみのみのみのみの分分分分別別別別ステーションステーションステーションステーションへへへへ持持持持っていってっていってっていってっていってくくくくだだだださいさいさいさい」」」」というというというというようなことをようなことをようなことをようなことを放送放送放送放送していきますしていきますしていきますしていきます。。。。またまたまたまた、、、、既既既既存存存存ののののごごごごみみみみ箱箱箱箱にはにはにはにはふふふふたをしてたをしてたをしてたをして、、、、使使使使えなえなえなえないようにいたしましたいようにいたしましたいようにいたしましたいようにいたしました。。。。参加参加参加参加スタッフはスタッフはスタッフはスタッフは、、、、もうもうもうもうほほほほとんどがサとんどがサとんどがサとんどがサポポポポートートートートチチチチームームームーム 50505050 名名名名がサがサがサがサポポポポートにートにートにートに回回回回りましたりましたりましたりました。。。。ここにここにここにここに出出出出ていますのはていますのはていますのはていますのは、、、、ごごごごみゼロマスみゼロマスみゼロマスみゼロマスココココットットットットキキキキャャャャラクターラクターラクターラクター、、、、ククククリリリリーンーンーンーンちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと言言言言うんうんうんうんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、主催主催主催主催者者者者がががが希希希希望望望望いたしましたらいたしましたらいたしましたらいたしましたら、、、、このようなこのようなこのようなこのような着着着着ぐぐぐぐるみもおるみもおるみもおるみもお貸貸貸貸ししますししますししますしします。。。。たたたただだだだ、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、中中中中にににに入入入入るるるる人人人人はははは貸貸貸貸しししし出出出出せませんのでせませんのでせませんのでせませんので、、、、そのそのそのその旨旨旨旨ははははちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご注注注注意意意意いたいたいたいただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。このときはこのときはこのときはこのときは、、、、横横横横でででで緑緑緑緑ののののカカカカーテンーテンーテンーテン推進推進推進推進ココココーナーということでーナーということでーナーということでーナーということで、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームのグループがームのグループがームのグループがームのグループが、、、、ゴゴゴゴーーーーヤヤヤヤとかとかとかとか朝朝朝朝顔顔顔顔のののの苗苗苗苗をををを無無無無料料料料でででで提提提提供供供供いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、夏夏夏夏にににに向向向向けてけてけてけて緑緑緑緑ののののカカカカーテンをーテンをーテンをーテンを普及普及普及普及したいということでしたいということでしたいということでしたいということで、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みもあわせていたしましたみもあわせていたしましたみもあわせていたしましたみもあわせていたしました。。。。    

        回回回回収収収収量量量量とととと実実実実績績績績はははは、、、、このようになっておりますこのようになっておりますこのようになっておりますこのようになっております。。。。    
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        缶缶缶缶、、、、瓶瓶瓶瓶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、春春春春というというというという季節季節季節季節もありましたしもありましたしもありましたしもありましたし、、、、天候天候天候天候がががが、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ったりいたしましたったりいたしましたったりいたしましたったりいたしましたのでのでのでので、、、、少少少少しししし少少少少なかったんですけれどもなかったんですけれどもなかったんですけれどもなかったんですけれども、、、、一一一一応応応応 34343434％％％％のものはのものはのものはのものは資源化資源化資源化資源化にににに回回回回すことができましたすことができましたすことができましたすことができました。。。。    

        次次次次にににに、、、、ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりのののの取取取取りりりり組組組組みですけれどもみですけれどもみですけれどもみですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりのののの実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会のののの風風風風景景景景ですですですです。。。。これよりこれよりこれよりこれより先先先先にににに、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームではームではームではームでは、、、、今今今今年年年年のののの阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりをどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組むむむむかというかというかというかという方方方方向向向向性性性性をををを協議協議協議協議いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームもームもームもームも入入入入ったったったった実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて取取取取りりりり組組組組もうというもうというもうというもうというふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを決決決決定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、7777 月月月月 22222222 日日日日ににににごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりのののの実実実実行行行行委委委委員員員員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげることになりましたることになりましたることになりましたることになりました。。。。新聞新聞新聞新聞でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会にににに参加参加参加参加ししししていたていたていたていただだだだいたいたいたいた 12121212 のののの団体団体団体団体ですですですです。。。。どのどのどのどの団体団体団体団体もももも、、、、本本本本当当当当にににに組組組組織織織織力力力力もももも、、、、行行行行動力動力動力動力もあるもあるもあるもある、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい団体団体団体団体ばばばばかりでかりでかりでかりでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今年年年年はこうしたはこうしたはこうしたはこうした実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会でででで市内市内市内市内 10101010 カカカカ所所所所ににににごごごごみみみみ分分分分別別別別ステーションをステーションをステーションをステーションを設設設設置置置置ししししようということになりましたようということになりましたようということになりましたようということになりました。。。。実実実実験験験験的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだ昨昨昨昨年年年年のののの倍倍倍倍のステーションののステーションののステーションののステーションの設設設設置置置置ですですですです。。。。    

        今今今今年年年年はははは、、、、ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理はははは徳島市徳島市徳島市徳島市のののの分分分分別別別別にににに合合合合わせるということでわせるということでわせるということでわせるということで、、、、徳島市徳島市徳島市徳島市とのとのとのとの協働協働協働協働もももも進進進進みましたみましたみましたみました。。。。結結結結局局局局、、、、各各各各ステーションでステーションでステーションでステーションで集集集集められてめられてめられてめられて、、、、分分分分別別別別してしてしてして、、、、袋袋袋袋詰詰詰詰めされためされためされためされたごごごごみはみはみはみは、、、、阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりがががが終終終終わったわったわったわった毎毎毎毎晩晩晩晩夜夜夜夜中中中中にににに、、、、市市市市のののの担当担当担当担当職職職職員員員員のののの方方方方がががが回回回回収収収収にににに回回回回っていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ほほほほかのかのかのかの会会会会場場場場ののののごごごごみとまみとまみとまみとまざざざざらないよらないよらないよらないようにするためですうにするためですうにするためですうにするためです。。。。実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会だだだだけでもまけでもまけでもまけでもまだだだだ 10101010 のステーションののステーションののステーションののステーションの運営運営運営運営はははは難難難難しいということでしいということでしいということでしいということで、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの募募募募集集集集もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

        ササササポポポポートートートートチチチチームはームはームはームは、、、、予予予予算算算算がががが全全全全くないのにくないのにくないのにくないのに設立設立設立設立をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。財財財財団団団団のののの助助助助成成成成金金金金をををを申申申申請請請請しておりましておりましておりましておりましてしてしてして、、、、幸幸幸幸いにもいにもいにもいにも、、、、これがこれがこれがこれが通通通通りましてりましてりましてりまして、、、、エエエエココココイイイイベベベベントでントでントでントで使使使使用用用用するテントするテントするテントするテント、、、、机机机机、、、、こういったこういったこういったこういったココココンテナンテナンテナンテナをををを購購購購入入入入することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。これはこれはこれはこれは阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどり前日前日前日前日にににに備備備備品品品品ののののチチチチェックとェックとェックとェックと準準準準備備備備をしているところをしているところをしているところをしているところででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ当当当当日日日日になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

        分分分分別別別別ののののココココンテナのンテナのンテナのンテナの前前前前にににに表表表表示示示示札札札札をををを貼貼貼貼ってってってってありますありますありますあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、啓発啓発啓発啓発のののの意意意意味味味味からからからから、、、、どのようなものにどのようなものにどのようなものにどのようなものに資源化資源化資源化資源化されるかといったことをされるかといったことをされるかといったことをされるかといったことを書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。ステーションはステーションはステーションはステーションは、、、、昨昨昨昨年年年年にににに続続続続いていていていて 2222 年年年年目目目目のおのおのおのお目目目目見見見見えというようなこともありましてえというようなこともありましてえというようなこともありましてえというようなこともありまして、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんにもすんなりさんにもすんなりさんにもすんなりさんにもすんなり受受受受けけけけ入入入入れられたようにれられたようにれられたようにれられたように思思思思いましいましいましいましたたたた。。。。今今今今年年年年はははは、、、、高校生高校生高校生高校生やややや大学大学大学大学生生生生、、、、専専専専門門門門学学学学校生校生校生校生などなどなどなど、、、、若若若若いいいいボボボボランテランテランテランティィィィアスタッアスタッアスタッアスタッフがたくさんフがたくさんフがたくさんフがたくさん増増増増えましえましえましえましたたたた。。。。最最最最終終終終的的的的にににに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいたのはいたのはいたのはいたのは 17171717 団体団体団体団体、、、、390390390390 名名名名でででで、、、、ううううちちちち実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会のののの団体団体団体団体にににに入入入入っていなっていなっていなっていないいいいボボボボランテランテランテランティィィィアはアはアはアは 92929292 名名名名でしたでしたでしたでした。。。。スタッフはスタッフはスタッフはスタッフは、、、、明明明明るくるくるくるく元元元元気気気気にににに呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけて、、、、ごごごごみをみをみをみを捨捨捨捨てにきたてにきたてにきたてにきた人人人人にににに分分分分別別別別のののの仕仕仕仕方方方方をををを説説説説明明明明していきましたしていきましたしていきましたしていきました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、回回回回収収収収場所場所場所場所のステーションののステーションののステーションののステーションの写写写写真真真真ですですですです。。。。本本本本当当当当にににに観観観観光光光光客客客客やややや市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは快快快快くくくく応応応応じじじじてくてくてくてくだだだださってさってさってさって、、、、分分分分別別別別のののの意識意識意識意識がががが少少少少しずしずしずしずつつつつ高高高高まってきているということをまってきているということをまってきているということをまってきているということを実実実実感感感感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今今今今年年年年はまたはまたはまたはまた、、、、初初初初めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、JTJTJTJT ががががややややっているっているっているっている「「「「拾拾拾拾ええええばばばば町町町町がががが好好好好きになるきになるきになるきになる運運運運動動動動」」」」とのとのとのとの共共共共同同同同作作作作業業業業、、、、横横横横にステーションをにステーションをにステーションをにステーションを置置置置いてのいてのいてのいての共共共共同同同同作作作作業業業業もももも試試試試みてみみてみみてみみてみましたましたましたました。。。。    

        マスマスマスマスココココミからもうれしいミからもうれしいミからもうれしいミからもうれしい評価評価評価評価をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。回回回回収収収収実実実実績績績績ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このようになっておこのようになっておこのようになっておこのようになっておりますりますりますります。。。。回回回回収収収収ごごごごみのみのみのみの半半半半分分分分がががが資源化資源化資源化資源化できたということでできたということでできたということでできたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの実実実実行行行行委員委員委員委員会会会会のののの反反反反省省省省会会会会のとのとのとのときにきにきにきに、、、、メメメメンバーのンバーのンバーのンバーの皆皆皆皆さんはいろいろなさんはいろいろなさんはいろいろなさんはいろいろな意見意見意見意見をををを出出出出されましたされましたされましたされました。。。。ステーションがステーションがステーションがステーションが観観観観光案光案光案光案内内内内のののの役割役割役割役割もももも果果果果たしたんたしたんたしたんたしたんだだだだというようなこととかというようなこととかというようなこととかというようなこととか、、、、観観観観光光光光客客客客のののの方方方方にににに「「「「徳島徳島徳島徳島のののの町町町町はきれいですはきれいですはきれいですはきれいですねねねね」」」」とととと言言言言われてうれしわれてうれしわれてうれしわれてうれしかったとかかったとかかったとかかったとか、、、、来来来来年年年年はもっとはもっとはもっとはもっと有効有効有効有効なななな場所場所場所場所をををを見見見見つつつつけてきたとかいうようなけてきたとかいうようなけてきたとかいうようなけてきたとかいうような前向前向前向前向きなきなきなきな意見意見意見意見もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん出出出出されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた来来来来年年年年ににににつつつつななななげげげげていけるようにしてみたいとていけるようにしてみたいとていけるようにしてみたいとていけるようにしてみたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

        これがこれがこれがこれが、、、、ササササポポポポートートートートチチチチームがームがームがームが今今今今のところのところのところのところ参加参加参加参加したはな・はる・フェスタとしたはな・はる・フェスタとしたはな・はる・フェスタとしたはな・はる・フェスタとごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ阿波阿波阿波阿波おどおどおどおどりりりりのののの取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。そのそのそのそのほほほほかのエかのエかのエかのエココココイイイイベベベベントもントもントもントもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは吉吉吉吉野野野野川川川川フェステフェステフェステフェスティィィィバルでバルでバルでバルでごごごござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、ごごごごみステーションみステーションみステーションみステーションだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、イイイイベベベベントのときのントのときのントのときのントのときのごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない、、、、初初初初めからめからめからめからごごごごみのもみのもみのもみのもとをとをとをとを絶絶絶絶つつつつというようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、ここではここではここではここではリユリユリユリユースースースース食食食食器器器器をををを導導導導入入入入しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、専専専専門門門門業業業業者者者者ののののほほほほうからうからうからうから必要必要必要必要なななな食食食食器器器器ををををレレレレンタルいたしますとンタルいたしますとンタルいたしますとンタルいたしますと、、、、このようなこのようなこのようなこのような食食食食器器器器洗浄洗浄洗浄洗浄器器器器もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて会会会会場場場場にににに設設設設置置置置をいをいをいをいたしますたしますたしますたします。。。。80808080 度度度度でででで洗浄洗浄洗浄洗浄、、、、消消消消毒毒毒毒ができるようになっておりましてができるようになっておりましてができるようになっておりましてができるようになっておりまして、、、、このこのこのこの機機機機械械械械をををを扱扱扱扱うううう専専専専門門門門のののの業業業業者者者者もももも
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一一一一緒緒緒緒ににににつつつついてまいりますいてまいりますいてまいりますいてまいります。。。。昨昨昨昨年年年年、、、、ほほほほかのイかのイかのイかのイベベベベントでントでントでントでリユリユリユリユースースースース食食食食器器器器をををを導導導導入入入入したことがしたことがしたことがしたことがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに約約約約 140140140140 名名名名のののの皆皆皆皆さんにアンさんにアンさんにアンさんにアンケケケケートをとりましたートをとりましたートをとりましたートをとりました。。。。まずまずまずまず、「、「、「、「イイイイベベベベントのときのントのときのントのときのントのときのごごごごみがみがみがみが気気気気になるになるになるになる」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人はははは 91.491.491.491.4％％％％にににに上上上上がりましてがりましてがりましてがりまして、、、、リユリユリユリユースースースース食食食食器器器器ににににつつつついてはいてはいてはいては、「、「、「、「どんどんどんどんどんどんどんどん広広広広めてめてめてめてほほほほしいしいしいしい」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに答答答答えたえたえたえた人人人人がががが 86.886.886.886.8％％％％でしたでしたでしたでした。。。。関関関関心心心心のののの高高高高さがさがさがさが伺伺伺伺えるえるえるえる数値数値数値数値でしたでしたでしたでした。。。。使使使使ってみたってみたってみたってみた感感感感想想想想はははは、「、「、「、「ごごごごみのみのみのみの削減削減削減削減になるになるになるになる」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「安定安定安定安定感感感感があってがあってがあってがあって、、、、使使使使いいいいややややすくてすくてすくてすくて、、、、食食食食べやべやべやべやすいすいすいすい」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「中中中中身身身身がおいしそうにがおいしそうにがおいしそうにがおいしそうに見見見見えるえるえるえる」、」、」、」、またまたまたまた、「、「、「、「清清清清潔潔潔潔感感感感があるがあるがあるがある」」」」などなどなどなど、、、、大大大大変変変変好好好好評評評評でしたでしたでしたでした。。。。たたたただだだだ、、、、うどんのおうどんのおうどんのおうどんのお箸箸箸箸はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと滑滑滑滑ってってってって食食食食べべべべにくいなというようなにくいなというようなにくいなというようなにくいなというような意見意見意見意見もももも中中中中にはにはにはにはごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

        ここではジョッここではジョッここではジョッここではジョッキキキキだだだだけをけをけをけを導導導導入入入入しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、リユリユリユリユースースースース食食食食器器器器をををを導導導導入入入入いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、スタッフはスタッフはスタッフはスタッフは、、、、食食食食器器器器のののの返却返却返却返却とかとかとかとか、、、、回回回回収収収収のシステムをしっかりとのシステムをしっかりとのシステムをしっかりとのシステムをしっかりとつつつつくっておくことがくっておくことがくっておくことがくっておくことが大大大大切切切切になりますになりますになりますになります。。。。ままままだだだだままままだだだだ一一一一般般般般的的的的ににににリユリユリユリユースースースース食食食食器器器器ということはなれておりませんのでということはなれておりませんのでということはなれておりませんのでということはなれておりませんので、、、、食食食食べべべべたたたた後後後後、、、、ごごごごみとみとみとみと一一一一緒緒緒緒にににに捨捨捨捨てられるてられるてられるてられる可可可可能性能性能性能性がありますがありますがありますがあります。。。。回回回回収収収収場所場所場所場所をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと説説説説明明明明することとかすることとかすることとかすることとか、、、、食食食食べべべべ物物物物をををを渡渡渡渡すときにすときにすときにすときに、、、、しっかりしっかりしっかりしっかりリユリユリユリユーーーースススス食食食食器器器器であるというようなことをであるというようなことをであるというようなことをであるというようなことを話話話話しておくということがしておくということがしておくということがしておくということがポポポポイントになるかとイントになるかとイントになるかとイントになるかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    

        これがこれがこれがこれが、、、、以以以以上上上上、、、、エエエエココココイイイイベベベベントのントのントのントの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの 1111 例例例例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、イイイイベベベベントントントントだだだだからこそからこそからこそからこそ環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮にににに取取取取りりりり組組組組むむむむのはのはのはのは当然当然当然当然のことになってきていますのことになってきていますのことになってきていますのことになってきています。。。。今後今後今後今後さまさまさまさまざざざざまなイまなイまなイまなイベベベベントがントがントがントが開催開催開催開催されるでしされるでしされるでしされるでしょょょょうがうがうがうが、、、、地域性地域性地域性地域性にににに合合合合ったったったった、、、、またイまたイまたイまたイベベベベントのントのントのントの内容内容内容内容にににに合合合合ったったったった有効有効有効有効なななな環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを工夫工夫工夫工夫することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。イイイイベベベベントのントのントのントの参加者参加者参加者参加者一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの気気気気持持持持ちちちちをををを動動動動かしてかしてかしてかして、、、、行行行行動動動動ににににつつつつななななげげげげるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを主催主催主催主催者者者者側側側側がイがイがイがイベベベベントントントント企企企企画画画画のののの段段段段階階階階からしっかりとからしっかりとからしっかりとからしっかりと考考考考えてえてえてえて組組組組みみみみ込込込込んでいくことんでいくことんでいくことんでいくことがががが問問問問われてくるでしわれてくるでしわれてくるでしわれてくるでしょょょょうううう。。。。    

        今後今後今後今後、、、、私私私私たたたたちちちちのエのエのエのエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームはームはームはームは、、、、スタートしたスタートしたスタートしたスタートしたばばばばかりなんですけれどもかりなんですけれどもかりなんですけれどもかりなんですけれども、、、、研研研研鑽鑽鑽鑽をををを積積積積んでんでんでんで、、、、いろんなイいろんなイいろんなイいろんなイベベベベントをントをントをントを楽楽楽楽しみながらエしみながらエしみながらエしみながらエココココイイイイベベベベントのントのントのントの普及普及普及普及とととと定定定定着着着着をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動をしていをしていをしていをしていきますきますきますきます。。。。近近近近いいいい将将将将来来来来、、、、県内県内県内県内すすすすべべべべてのイてのイてのイてのイベベベベントがエントがエントがエントがエココココイイイイベベベベントになりントになりントになりントになり、、、、私私私私たたたたちちちちのののの出出出出番番番番がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる日日日日ままままでででで頑頑頑頑張張張張ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれども、、、、私私私私たたたたちちちちのののの小小小小さなさなさなさな活動活動活動活動からからからから持続性持続性持続性持続性パラダイムのパラダイムのパラダイムのパラダイムの上上上上流流流流改改改改編編編編のステップののステップののステップののステップの 1111 つつつつにできたらいいなというにできたらいいなというにできたらいいなというにできたらいいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。皆皆皆皆様様様様ののののごごごご支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力にににに感謝感謝感謝感謝いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、報告報告報告報告をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。今後今後今後今後ともよともよともよともよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

    司司司司会会会会    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今年年年年のののの春春春春、、、、新新新新たにたにたにたに設立設立設立設立されましたエされましたエされましたエされましたエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームをームをームをームを代代代代表表表表いたいたいたいただだだだきききき、、、、津川津川津川津川ななななちちちち子様子様子様子様よりよりよりより、「、「、「、「エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートートートートチチチチームによるームによるームによるームによる『『『『ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ』』』』のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」ににににつつつついてということでいてということでいてということでいてということでごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

        徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中でもゼロエミッションでもゼロエミッションでもゼロエミッションでもゼロエミッション、、、、またまたまたまた地域環境地域環境地域環境地域環境やややや地球環境地球環境地球環境地球環境保保保保全全全全にににに向向向向けたすけたすけたすけたすばばばばらしいらしいらしいらしい取取取取りりりり組組組組みみみみがががが動動動動きききき出出出出していることがしていることがしていることがしていることが実実実実感感感感できましたできましたできましたできました。。。。2222 組組組組のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしていしていしていして、、、、こうしたこうしたこうしたこうした地域地域地域地域のののの皆皆皆皆様様様様方方方方によによによによるるるる地域地域地域地域のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、本本本本日日日日会会会会場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆様様様様方方方方をををを中中中中心心心心にさらににさらににさらににさらに広広広広がっていけがっていけがっていけがっていけばばばばいいいいいいいいとととと、、、、そうそうそうそう感感感感じじじじていますていますていますています。。。。    

        市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして津川様津川様津川様津川様、、、、本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

        さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、少少少少しのしのしのしの間間間間になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、休憩休憩休憩休憩時時時時間間間間をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後にパネルにパネルにパネルにパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのほほほほうにうにうにうに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。少少少少々々々々時時時時間間間間がががが押押押押しておりしておりしておりしておりましてましてましてまして、、、、短短短短いいいい休憩休憩休憩休憩時時時時間間間間になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、会会会会場場場場ののののほほほほううううへへへへおおおお戻戻戻戻りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。    

        パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションはッションはッションはッションは、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、環境環境環境環境省省省省からはからはからはからはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室室室室のののの庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐さんさんさんさん、、、、またまたまたまた、、、、県内県内県内県内ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組まれていらっしまれていらっしまれていらっしまれていらっしゃゃゃゃ
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るるるる、、、、NPONPONPONPO 法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会のののの杉浦代表杉浦代表杉浦代表杉浦代表さんさんさんさん、、、、自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの事業事業事業事業をををを行行行行われているわれているわれているわれている、、、、三木三木三木三木資資資資源源源源株式株式株式株式会社会社会社会社のののの三木三木三木三木社社社社長長長長さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県からはからはからはからは、、、、環境環境環境環境局局局局ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ推進推進推進推進室室室室のののの松松松松井室長井室長井室長井室長さんなどさんなどさんなどさんなどののののごごごご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、「、「、「、「みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっと 3R3R3R3R」」」」とととと題題題題しておしておしておしてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだくこととしておりまくこととしておりまくこととしておりまくこととしておりますすすす。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、3333時時時時 20202020 分分分分にににに再再再再開開開開をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうかそれまでにどうかそれまでにどうかそれまでにどうかそれまでにおおおお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りいたりいたりいたりいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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

    司司司司会会会会        それではそれではそれではそれでは、、、、これよりはパネこれよりはパネこれよりはパネこれよりはパネルルルルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますます。。。。        本本本本日日日日はははは、、、、日日日日ごごごごろそれろそれろそれろそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域やややや職職職職場場場場などでなどでなどでなどで 3R3R3R3R などのなどのなどのなどの環境環境環境環境問問問問題題題題にににに携携携携わっておいでのわっておいでのわっておいでのわっておいでの方方方方々々々々をパをパをパをパネラーとしておネラーとしておネラーとしておネラーとしてお招招招招きしきしきしきし、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からからからからリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースースースース、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの活動内容活動内容活動内容活動内容やごやごやごやご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしながらいしながらいしながらいしながら、「、「、「、「みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっと 3R3R3R3R」」」」というテーマでおというテーマでおというテーマでおというテーマでお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        早速早速早速早速、、、、本本本本日日日日のパネラーののパネラーののパネラーののパネラーの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        まずまずまずまず、、、、本本本本日日日日ののののディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター役役役役をおをおをおをお願願願願いいたしておりますのはいいたしておりますのはいいたしておりますのはいいたしておりますのは、、、、徳島大徳島大徳島大徳島大学大学学大学学大学学大学院教授院教授院教授院教授のののの水口裕之様水口裕之様水口裕之様水口裕之様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、先先先先ほほほほどどどど大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしいごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之先先先先生生生生ですですですです。。。。引引引引きききき続続続続きよろしくおきよろしくおきよろしくおきよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

        そしてそしてそしてそして、、、、環境環境環境環境省省省省からはからはからはからは、、、、本本本本日日日日、、、、大大大大臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物臣官房廃棄物・・・・リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル対策部対策部対策部対策部企企企企画課画課画課画課リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室室室室のののの藤井藤井藤井藤井康康康康弘室長弘室長弘室長弘室長ののののごごごご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただだだだくくくく予定予定予定予定にしておりましたがにしておりましたがにしておりましたがにしておりましたが、、、、藤井様藤井様藤井様藤井様におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、9999 月月月月 1111 月月月月付付付付のののの環境環境環境環境省省省省のののの人人人人事事事事異異異異動動動動ででででごごごご異異異異動動動動になられましたためになられましたためになられましたためになられましたため、、、、本本本本日日日日はははは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室室室室のののの庄子庄子庄子庄子真真真真憲様憲様憲様憲様ににににごごごご出席出席出席出席をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

        続続続続いてはいてはいてはいては、、、、環境団体環境団体環境団体環境団体をををを代表代表代表代表していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、NPONPONPONPO 法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会のののの代表代表代表代表でででで、、、、長長長長年年年年リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んでこられたんでこられたんでこられたんでこられた杉浦良様杉浦良様杉浦良様杉浦良様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

        続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業界産業界産業界産業界をををを代表代表代表代表されましてされましてされましてされまして、、、、県内県内県内県内でででで自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに取取取取りりりり組組組組まれていまれていまれていまれているるるる、、、、三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社のののの代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長、、、、三木三木三木三木康康康康弘様弘様弘様弘様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        そしてそしてそしてそして、、、、最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、県内県内県内県内のののの 3R3R3R3R 推進推進推進推進をををを担当担当担当担当されているされているされているされている、、、、徳島県環境徳島県環境徳島県環境徳島県環境局局局局環境環境環境環境整備整備整備整備課課課課ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ推進推進推進推進室長室長室長室長のののの松松松松井井井井勉勉勉勉様様様様ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        皆皆皆皆様様様様、、、、今日今日今日今日はどうはどうはどうはどうぞぞぞぞよよよよろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様はははは、、、、行政行政行政行政、、、、大学大学大学大学、、、、NPONPONPONPO 法人法人法人法人、、、、民民民民間間間間企業企業企業企業とととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで 3R3R3R3R にににに関関関関っておいでのっておいでのっておいでのっておいでの皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆皆皆皆様様様様方方方方はははは、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルやややや自自自自動動動動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、ごごごごみゼロのみゼロのみゼロのみゼロの推進推進推進推進などなどなどなど、、、、取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている内容内容内容内容はははは少少少少しずしずしずしずつつつつ異異異異なりますがなりますがなりますがなりますが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの根根根根本本本本のののの部部部部分分分分ではではではでは共共共共通通通通するものがあるようにするものがあるようにするものがあるようにするものがあるように思思思思いますいますいますいます。。。。今日今日今日今日はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場にににに限限限限定定定定すすすすることなくることなくることなくることなく、、、、3R3R3R3Rをををを進進進進めるめるめるめる上上上上でのでのでのでのごごごご忌憚忌憚忌憚忌憚のないおのないおのないおのないお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いできれいできれいできれいできればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを始始始始めていためていためていためていただだだだきましきましきましきましょょょょうううう。。。。水口水口水口水口先先先先生生生生、、、、どどどどううううぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授（（（（ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））        皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、徳島大学徳島大学徳島大学徳島大学のののの水口水口水口水口ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このパネこのパネこのパネこのパネルルルルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、私私私私からからからから、、、、このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの問問問問題提題提題提題提起起起起ということをということをということをということを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、少少少少しししし話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。    

        ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますがいますがいますがいますが、「、「、「、「地球地球地球地球宇宙宇宙宇宙宇宙船船船船」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは 1964196419641964 年年年年にアにアにアにアメメメメリカリカリカリカのののの国連大国連大国連大国連大使使使使のステのステのステのスティィィィーブンーブンーブンーブンソソソソンがンがンがンが初初初初めてめてめてめて使使使使ったというったというったというったというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。このこのこのこの意意意意味味味味ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、最最最最初初初初、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演でででで鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから詳詳詳詳しいしいしいしいごごごご説説説説明明明明ががががごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、我我我我々々々々がががが乗乗乗乗っているっているっているっているこのこのこのこの地球地球地球地球号号号号のののの乗乗乗乗組組組組員員員員であるであるであるである人類人類人類人類、、、、地球地球地球地球にはにはにはには限限限限りがあるのでりがあるのでりがあるのでりがあるので、、、、運運運運命命命命共共共共同同同同体体体体であるというようなことであるというようなことであるというようなことであるというようなこと
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でででで、、、、資源資源資源資源とかとかとかとか、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの使使使使用用用用をををを節節節節約約約約したりしたりしたりしたり、、、、ほほほほかのかのかのかの生物生物生物生物とのとのとのとの共共共共生生生生といといといというものをうものをうものをうものを図図図図っていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、近近近近いいいい将将将将来来来来、、、、もうもうもうもう既既既既にそのにそのにそのにその時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えておりますけれどもえておりますけれどもえておりますけれどもえておりますけれども、、、、地球地球地球地球上上上上ででででのののの人類人類人類人類のののの生生生生存存存存がががが危危危危うくなるということをうくなるということをうくなるということをうくなるということを指指指指摘摘摘摘したものであるとしたものであるとしたものであるとしたものであると解解解解釈釈釈釈いたしておりいたしておりいたしておりいたしておりますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、年年年年号号号号ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように、、、、これはこれはこれはこれは今今今今からからからから 40404040 年年年年ほほほほどどどど前前前前になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、こういったこういったこういったこういった現現現現象象象象がががが私私私私どもにとりましてどもにとりましてどもにとりましてどもにとりまして強強強強くくくく認識認識認識認識されるようになりましたのはされるようになりましたのはされるようになりましたのはされるようになりましたのは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ががががごごごござざざざいましたよいましたよいましたよいましたようにうにうにうに、、、、ここここここここ 10101010 年年年年ぐぐぐぐらいということでらいということでらいということでらいということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのインのインのインのインディディディディアンのアンのアンのアンのリリリリーダーのーダーのーダーのーダーの言言言言葉葉葉葉にににに、「、「、「、「このこのこのこの世世世世界界界界はははは子子子子孫孫孫孫からのからのからのからの借借借借りりりり物物物物であるであるであるである」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉もももも言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。こういったここういったここういったここういったことにとにとにとにつつつつきましてきましてきましてきまして既既既既にににに多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々がががが認識認識認識認識しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは省省省省エネエネエネエネ、、、、そういったそういったそういったそういった循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会をををを形成形成形成形成していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないということならないということならないということならないということ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他のののの生物生物生物生物ととととのののの共共共共生生生生といったといったといったといった必要必要必要必要性性性性ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、私私私私どもどもどもども県民県民県民県民、、、、それからそれからそれからそれから物物物物ををををつつつつくったりくったりくったりくったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは販販販販売売売売したりしているしたりしているしたりしているしたりしている事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが十十十十分分分分認識認識認識認識しているというしているというしているというしているという状況状況状況状況になってになってになってになっていますいますいますいます。。。。    

        このようにこのようにこのようにこのように、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、そういったことにそういったことにそういったことにそういったことにつつつついてのいてのいてのいての必要必要必要必要性性性性とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは認識認識認識認識、、、、意識意識意識意識、、、、こういったことにこういったことにこういったことにこういったことにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては十十十十分分分分高高高高まってきておるわけでまってきておるわけでまってきておるわけでまってきておるわけでごごごござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、現現現現状状状状といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ややややはりはりはりはり大大大大量量量量のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、例例例例ええええばばばば、、、、私私私私たたたたちちちちがががが日常日常日常日常のののの生生生生活活活活でででで排排排排出出出出するするするする一一一一般般般般ごごごごみとみとみとみと呼呼呼呼ばばばばれるものはれるものはれるものはれるものは、、、、1111 人人人人 1111 日日日日当当当当たりたりたりたり、、、、若干若干若干若干最最最最近近近近はははは減少減少減少減少しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、それでもそれでもそれでもそれでも約約約約
1,1001,1001,1001,100 グラムということでグラムということでグラムということでグラムということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、全全全全国国国国でででで今今今今 1111 年年年年間間間間約約約約 4444億億億億トントントントンごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの数値数値数値数値ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、10101010 年年年年ほほほほどどどどほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこのううううちちちち再再再再生生生生利用利用利用利用というというというということでことでことでことで紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますときますときますときますと、、、、一一一一般般般般ごごごごみではみではみではみでは約約約約 20202020％％％％、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではではではでは約約約約 50505050％％％％といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、半半半半分分分分程程程程度度度度ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの数値数値数値数値はははは徐徐徐徐々々々々にににに高高高高くなっておりますけれどもくなっておりますけれどもくなっておりますけれどもくなっておりますけれども、、、、ままままだだだだ不不不不十十十十分分分分であろうであろうであろうであろう考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。こういったこういったこういったこういった状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演ににににごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのがというのがというのがというのが 1111 つつつつのののの象象象象徴徴徴徴的的的的なものなものなものなものだだだだということでということでということでということでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、使使使使用用用用削減削減削減削減がががが改改改改正正正正容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法でででで求求求求められめられめられめられていますていますていますています。。。。このこのこのこの法法法法律律律律ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、本年本年本年本年 6666月月月月にににに成立成立成立成立いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、来来来来年年年年のののの 4444月月月月からからからから施施施施行行行行というというというということことことことになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションではッションではッションではッションでは、、、、過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装のののの象象象象徴徴徴徴ということでということでということでということで、、、、このこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを 1111 つつつつのののの例例例例といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、3R3R3R3R、、、、「「「「リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、減減減減らすということらすということらすということらすということ」」」」、、、、それからそれからそれからそれから「「「「リユリユリユリユースースースース、、、、再再再再びびびび使使使使いますということいますということいますということいますということ」」」」、、、、それからそれからそれからそれから「「「「リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化」」」」、、、、こういったことにこういったことにこういったことにこういったことにつつつついていていていて具具具具体体体体的的的的にどのようにすれにどのようにすれにどのようにすれにどのようにすればばばばよいかということによいかということによいかということによいかということにつつつつきましてきましてきましてきまして皆皆皆皆様様様様とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと存存存存じじじじておりておりておりておりますますますます。。。。    

        例例例例ええええばばばば、、、、徳島市徳島市徳島市徳島市ののののデデデデータがータがータがータがごごごござざざざいましたんですがいましたんですがいましたんですがいましたんですが、、、、11111111万万万万世世世世帯帯帯帯でででで 1111日日日日 1111枚枚枚枚ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが使使使使わないということになりますとわないということになりますとわないということになりますとわないということになりますと、、、、年年年年間間間間約約約約 400400400400 トンのトンのトンのトンのごごごごみがみがみがみが減減減減るというるというるというるという試試試試算算算算ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。とことことこところがろがろがろが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは大大大大変変変変便便便便利利利利でありますでありますでありますであります。。。。先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話にもにもにもにもごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、ほほほほかのかのかのかの用用用用途途途途にもにもにもにも利用利用利用利用できるというできるというできるというできるという利利利利便便便便さもありますさもありますさもありますさもあります。。。。たたたただだだだ、、、、先先先先ほほほほどのこのどのこのどのこのどのこの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法をををを受受受受けましけましけましけましてててて、、、、今後今後今後今後レレレレジジジジ袋袋袋袋がどのようになっていくのがどのようになっていくのがどのようになっていくのがどのようになっていくのだだだだろうかろうかろうかろうか、、、、減減減減っていくんっていくんっていくんっていくんだだだだろうかろうかろうかろうか、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは有料有料有料有料になになになになるんるんるんるんだだだだろうかというろうかというろうかというろうかという疑問疑問疑問疑問もももも出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。たたたただだだだ、、、、法法法法律律律律のののの成立成立成立成立をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは新新新新しいしいしいしい局局局局面面面面になることはまずになることはまずになることはまずになることはまず確確確確実実実実ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、それがどのようになるのかそれがどのようになるのかそれがどのようになるのかそれがどのようになるのか、、、、具具具具体的体的体的体的にどのようにすれにどのようにすれにどのようにすれにどのようにすればレばレばレばレジジジジ袋袋袋袋がががが減減減減っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、減減減減らすためにはらすためにはらすためにはらすためには何何何何がががが問問問問題題題題なのかなのかなのかなのか、、、、こういったこういったこういったこういったことにことにことにことにつつつついていていていて議議議議論論論論していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        一方一方一方一方、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、家家家家電製電製電製電製品品品品とかとかとかとか、、、、食品食品食品食品とかとかとかとか、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材などなどなどなどののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法もももも整備整備整備整備をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。しかししかししかししかし、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような製製製製品品品品をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、物物物物ををををつつつつくれくれくれくればばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生ののののごごごご講演講演講演講演にもにもにもにもごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、それにそれにそれにそれに見見見見合合合合ったったったった大大大大量量量量のののの副副副副産産産産物物物物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、こういったものがこういったものがこういったものがこういったものが出出出出てきておりますのでてきておりますのでてきておりますのでてきておりますので、、、、このこのこのこの
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副副副副産産産産物物物物とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを有効利用有効利用有効利用有効利用するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは減減減減らすというのがまずらすというのがまずらすというのがまずらすというのがまず第第第第一一一一義義義義だだだだとととと思思思思いまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現するためにはどのようにすれするためにはどのようにすれするためにはどのようにすれするためにはどのようにすればばばばいいのかというようなこといいのかというようなこといいのかというようなこといいのかというようなこと、、、、またまたまたまた、、、、中中中中古古古古自動自動自動自動車車車車とかとかとかとか、、、、使使使使用済用済用済用済みのみのみのみのペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、古新聞古新聞古新聞古新聞、、、、こういったものがこういったものがこういったものがこういったものが今今今今、、、、国際的国際的国際的国際的なななな資源流資源流資源流資源流出出出出としてとしてとしてとして我我我我がががが国国国国ではではではでは問問問問題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。またまたまたまた、、、、一方一方一方一方、、、、副副副副産産産産物物物物とかとかとかとか廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを利用利用利用利用してしてしてしていくためにはいくためにはいくためにはいくためには費費費費用用用用がががが発発発発生生生生するするするする。。。。このこのこのこの費費費費用用用用をどのようにをどのようにをどのようにをどのように負担負担負担負担していくのかというしていくのかというしていくのかというしていくのかというよよよようなことうなことうなことうなこと。。。。あるあるあるあるいはいはいはいは、、、、こういったこういったこういったこういった費費費費用用用用をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、製製製製品品品品のののの価価価価格格格格がががが上上上上昇昇昇昇するするするする。。。。例例例例ええええばばばば、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、運運運運賃賃賃賃とかとかとかとか、、、、送送送送料料料料とかとかとかとか、、、、各各各各種種種種のののの手手手手数数数数料料料料とかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった一一一一般般般般的的的的なサーなサーなサーなサービビビビスのスのスのスの料料料料金金金金もももも高高高高くなるくなるくなるくなる、、、、そういったそういったそういったそういった新新新新ししししいいいい課課課課題題題題もももも出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

        そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、今生今生今生今生きているきているきているきている私私私私たたたたちちちちがががが、、、、このこのこのこの便便便便利利利利なななな生生生生活活活活をををを変変変変えてえてえてえて、、、、不不不不便便便便さをさをさをさを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、果果果果たたたたしてしてしてして本本本本当当当当にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会になっていくことができるのになっていくことができるのになっていくことができるのになっていくことができるのだだだだろうかろうかろうかろうか。。。。これこれこれこれをををを、、、、しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど破破破破局局局局というというというという紹介紹介紹介紹介ががががごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、そういったことにそういったことにそういったことにそういったことに結結結結びびびびつつつつくことにならないようにするためくことにならないようにするためくことにならないようにするためくことにならないようにするためにはどうすれにはどうすれにはどうすれにはどうすればばばばといったことがといったことがといったことがといったことが問問問問題題題題になるわけでになるわけでになるわけでになるわけでごごごござざざざいますいますいますいますがががが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題であろうとであろうとであろうとであろうといういういういう認識認識認識認識をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。    

        本本本本日日日日おおおお集集集集まりいたまりいたまりいたまりいただだだだいておりますいておりますいておりますいております方方方方々々々々はははは、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、国国国国やややや県県県県、、、、またまたまたまたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業やややや 3R3R3R3R 活動活動活動活動をされているいろいろなをされているいろいろなをされているいろいろなをされているいろいろな立立立立場場場場のののの方方方方々々々々においでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだいておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度原原原原点点点点にににに返返返返りましてりましてりましてりまして、、、、「「「「パラダイムシフトをパラダイムシフトをパラダイムシフトをパラダイムシフトを行行行行うにはうにはうにはうには具具具具体的体的体的体的にどういうことをにどういうことをにどういうことをにどういうことを私私私私たたたたちちちちはははは行行行行動動動動していけしていけしていけしていけばばばばよいのかよいのかよいのかよいのか」」」」というようなことにというようなことにというようなことにというようなことにつつつつきましてきましてきましてきまして考考考考ええええ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりにづくりにづくりにづくりにつつつついていていていて考考考考ええええ直直直直してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        以以以以上上上上がががが、、、、私私私私からのからのからのからの問問問問題提題提題提題提起起起起ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最初初初初にににに、、、、少少少少しししし時時時時間間間間をいたをいたをいたをいただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、ごごごご出席出席出席出席のパネラーののパネラーののパネラーののパネラーの皆皆皆皆様様様様からからからから、、、、ふふふふだだだだんんんん取取取取りりりり組組組組まれておりますまれておりますまれておりますまれております活動内容活動内容活動内容活動内容とととと、、、、そこからそこからそこからそこから感感感感じじじじてててておられますことにおられますことにおられますことにおられますことにつつつついていていていて、、、、問問問問題提題提題提題提起起起起としてとしてとしてとして、、、、パネラーからそれパネラーからそれパネラーからそれパネラーからそれぞぞぞぞれプれプれプれプレレレレゼンテーションをいたゼンテーションをいたゼンテーションをいたゼンテーションをいただだだだけれけれけれければばばばとととと存存存存じじじじますますますます。。。。時時時時間間間間がががが限限限限られておりますのでられておりますのでられておりますのでられておりますので、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ 10101010 分分分分程程程程度度度度をめどにおをめどにおをめどにおをめどにお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後にフにフにフにフリリリリーーーーディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの形形形形でででで進進進進めていけたらとめていけたらとめていけたらとめていけたらと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの時時時時間間間間はははは、、、、このプこのプこのプこのプレレレレゼンテーションをゼンテーションをゼンテーションをゼンテーションを含含含含めましてめましてめましてめまして約約約約 90909090 分分分分をををを予定予定予定予定いたしておりいたしておりいたしておりいたしておりますますますます。。。。鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのごごごご講演講演講演講演のののの中中中中でいろいろおでいろいろおでいろいろおでいろいろお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、環境環境環境環境省省省省リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐のののの庄子様庄子様庄子様庄子様からおからおからおからお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。庄子庄子庄子庄子さんはさんはさんはさんは、、、、今回今回今回今回のののの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの改改改改正正正正ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、まさにまさにまさにまさに第第第第一一一一線線線線でででで取取取取りりりり組組組組まれたということでまれたということでまれたということでまれたということでごごごござざざざいましたいましたいましたいましたのでのでのでので、、、、できれできれできれできればばばば、、、、ぜひぜひぜひぜひ環境環境環境環境省省省省としてのとしてのとしてのとしての改改改改正正正正ののののねねねねらいらいらいらい、、、、来来来来年年年年 4444 月月月月のののの法法法法施施施施行行行行にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの展開展開展開展開ななななどにどにどにどにつつつついていていていて、、、、見見見見解解解解をををを含含含含めておめておめておめてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばとととと存存存存じじじじておりますておりますておりますております。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、庄子様庄子様庄子様庄子様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐 

  たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、環境環境環境環境省省省省リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進室室室室のののの庄子庄子庄子庄子とととと申申申申しますしますしますします。。。。今今今今、、、、水口水口水口水口先先先先生生生生かかかからもらもらもらもごごごご紹介紹介紹介紹介ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、環境環境環境環境省省省省でででではははは、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの法法法法制制制制度度度度としてとしてとしてとして容容容容器包器包器包器包装装装装ののののリリリリサイクサイクサイクサイクルルルル法法法法、、、、家家家家電製電製電製電製品品品品ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、建建建建設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、そしそしそしそしてててて自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、5 つつつつほほほほどどどどリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの法法法法制制制制度度度度ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのうそのうそのうそのうちちちちのののの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリササササイクルイクルイクルイクル法法法法ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今おおおお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、今今今今年年年年のののの通通通通常常常常国会国会国会国会にににに改改改改正法正法正法正法案案案案をををを提提提提出出出出いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、去去去去るるるる 6 月月月月にににに成立成立成立成立をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。本本本本日日日日はははは、、、、そのそのそのその容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法改改改改正正正正案案案案のののの担当担当担当担当者者者者ととととしてしてしてして、、、、そのそのそのその改改改改正法正法正法正法のののの概概概概要要要要とととと今後今後今後今後のののの政策政策政策政策展開展開展開展開ににににつつつついていていていてごごごご紹介紹介紹介紹介をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  そもそもそもそもそもそもそもそも容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ですがですがですがですが、、、、今今今今からからからから約約約約 10 年年年年前前前前のののの平平平平成成成成 7 年年年年 6 月月月月にににに制定制定制定制定されましたされましたされましたされました。。。。当当当当
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時時時時はははは、、、、家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るるるるごごごごみのみのみのみの量量量量がががが増増増増ええええ続続続続けけけけ、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分場場場場もももも逼迫逼迫逼迫逼迫したしたしたした状況状況状況状況にあるということでにあるということでにあるということでにあるということで、、、、ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理をめをめをめをめぐぐぐぐってはってはってはっては社会的社会的社会的社会的なななな問問問問題題題題となっておりましたとなっておりましたとなっておりましたとなっておりました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、商商商商品品品品をををを入入入入れたりれたりれたりれたり包包包包んんんんだだだだりしているりしているりしているりしている缶缶缶缶やややや瓶瓶瓶瓶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルなどのトルなどのトルなどのトルなどの容容容容器包器包器包器包装装装装ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、中中中中身身身身のののの商商商商品品品品をををを使使使使ってしまうとすってしまうとすってしまうとすってしまうとすぐぐぐぐごごごごみになってしまいましてみになってしまいましてみになってしまいましてみになってしまいまして、、、、先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、家家家家庭庭庭庭ごごごごみのみのみのみの中中中中でもでもでもでも容積容積容積容積でででで約約約約 6割割割割をををを占占占占めるということでめるということでめるということでめるということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、こうしたこうしたこうしたこうした容容容容器包器包器包器包装装装装ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、市市市市町村町村町村町村がががが分分分分別別別別収収収収集集集集をををを行行行行いいいい、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装ををををつつつつくるくるくるくるメメメメーーーーカカカカーーーー、、、、例例例例ええええばばばばペペペペットットットットボボボボトルですとトルですとトルですとトルですとペペペペットットットットボボボボトルそのもトルそのもトルそのもトルそのものをのをのをのをつつつつくっているくっているくっているくっているメメメメーーーーカカカカーーーー、、、、それとそれとそれとそれと容容容容器包器包器包器包装装装装をををを使使使使ってってってって中中中中身身身身のののの商商商商品品品品をををを販販販販売売売売しているしているしているしているメメメメーーーーカカカカーーーー、、、、ペペペペッッッットトトトボボボボトルですとトルですとトルですとトルですと清清清清涼涼涼涼飲飲飲飲料料料料ののののメメメメーーーーカカカカーとかーとかーとかーとか、、、、おおおお酒酒酒酒ののののメメメメーーーーカカカカーとかーとかーとかーとか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした事業事業事業事業者者者者ににににリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの実施実施実施実施をををを義義義義務務務務づけるというづけるというづけるというづけるという制制制制度度度度がががが新新新新たにたにたにたにつつつつくられたということでくられたということでくられたということでくられたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの制制制制度度度度がががが実施実施実施実施されてからされてからされてからされてから 10 年年年年がががが経経経経過過過過したということでしたということでしたということでしたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。容容容容器包器包器包器包装装装装ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの実施実施実施実施状況状況状況状況をををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、着着着着実実実実にににに進展進展進展進展はしてきているのではないかとはしてきているのではないかとはしてきているのではないかとはしてきているのではないかと評価評価評価評価できるとできるとできるとできると考考考考えておりまえておりまえておりまえておりますすすす。。。。分分分分別別別別収収収収集集集集をををを実施実施実施実施するするするする市市市市町村町村町村町村のののの数数数数もももも順順順順調調調調にににに伸伸伸伸びてきておりますしびてきておりますしびてきておりますしびてきておりますし、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここここちちちちらららら、、、、徳島市徳島市徳島市徳島市ささささんのんのんのんの例例例例をををを見見見見てみましてもてみましてもてみましてもてみましても、、、、缶缶缶缶やややや瓶瓶瓶瓶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルにトルにトルにトルに加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、おととしからプラスおととしからプラスおととしからプラスおととしからプラスチチチチックのックのックのックの容容容容器包器包器包器包装装装装ににににつつつついてもいてもいてもいても分分分分別別別別収収収収集集集集をををを開始開始開始開始されたとされたとされたとされたと伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みによりましてみによりましてみによりましてみによりまして、、、、ごごごごみのみのみのみの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分のののの量量量量ににににつつつついてもいてもいてもいても年年年年々々々々減少減少減少減少してきたというしてきたというしてきたというしてきたという状況状況状況状況にあるかとにあるかとにあるかとにあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそのののの一方一方一方一方でででで、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装ののののごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量そのものをそのものをそのものをそのものを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか減少減少減少減少傾傾傾傾向向向向にはにはにはにはごごごござざざざいませんでいませんでいませんでいませんで、、、、横横横横ばばばばいのいのいのいの状状状状態態態態がががが続続続続いているいているいているいている。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、リデュリデュリデュリデュースがースがースがースが不不不不十十十十分分分分でででではないかというはないかというはないかというはないかという評価評価評価評価をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、平平平平成成成成 12 年年年年にににに循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法というというというという法法法法律律律律ができましてができましてができましてができまして、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、このこのこのこの 3 つつつつのののの R のののの優先優先優先優先順位順位順位順位というのがというのがというのがというのが定定定定められましためられましためられましためられました。。。。まずまずまずまずリデュリデュリデュリデュースをースをースをースを進進進進めるめるめるめる。。。。発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、出出出出てきてきてきてきたたたたごごごごみにみにみにみにつつつついてはいてはいてはいては、、、、できるできるできるできるだだだだけそのままけそのままけそのままけそのまま使使使使用用用用しようというしようというしようというしようというリユリユリユリユースースースース。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、再再再再使使使使用用用用できないもできないもできないもできないものにのにのにのにつつつついてはいてはいてはいては資源資源資源資源としてとしてとしてとして有効有効有効有効にににに使使使使ううううリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めようというめようというめようというめようという考考考考ええええ方方方方になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、そそそそののののリリリリサイクルよりサイクルよりサイクルよりサイクルより優先優先優先優先されるされるされるされるべべべべききききリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースのースのースのースの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが容容容容器包器包器包器包装装装装ににににつつつついていていていて十十十十分分分分ではではではではないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということでないのではないかということで、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまでリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを中中中中心心心心にににに進進進進めめめめてきたわけですがてきたわけですがてきたわけですがてきたわけですが、、、、1R からからからから 3R へへへへということでということでということでということで、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リリリリユユユユースのースのースのースの取取取取りりりり組組組組みももっとみももっとみももっとみももっと進進進進めていこうということでめていこうということでめていこうということでめていこうということで今回今回今回今回のののの改改改改正正正正をををを行行行行ったということでったということでったということでったということでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 

  このこのこのこの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの見見見見直直直直しのしのしのしの議議議議論論論論はははは、、、、2 年年年年前前前前、、、、おおとしのおおとしのおおとしのおおとしの夏夏夏夏からからからから、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にににに会会会会長長長長ををををおおおお務務務務めいためいためいためいただだだだいておりますいておりますいておりますいております中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ででででごごごご議議議議論論論論をををを重重重重ねねねねていたていたていたていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今年年年年のののの通通通通常常常常国会国会国会国会にににに改改改改正法正法正法正法をををを提提提提出出出出してしてしてして、、、、先先先先般般般般成立成立成立成立したということでしたということでしたということでしたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその内容内容内容内容ののののポポポポイントですけれどもイントですけれどもイントですけれどもイントですけれども、、、、ややややはりはりはりはり一一一一番番番番大大大大きなきなきなきなポポポポイントといたしましてはイントといたしましてはイントといたしましてはイントといたしましては、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制というのをというのをというのをというのを容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの制制制制度度度度でもでもでもでも位位位位置置置置づけたということでありますづけたということでありますづけたということでありますづけたということであります。。。。排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制のののの考考考考ええええ方方方方をををを、、、、法法法法律律律律のののの目目目目的的的的であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国やややや地方地方地方地方公共公共公共公共団体団体団体団体のののの責責責責務務務務といったところといったところといったところといったところにににに盛盛盛盛りりりり込込込込みましたみましたみましたみました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるレレレレジジジジ袋袋袋袋ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋もももも容容容容器包器包器包器包装装装装のののの 1つつつつのののの形形形形態態態態ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、審審審審議会議会議会議会でもでもでもでも、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ににににつつつついていろいろいていろいろいていろいろいていろいろごごごご議議議議論論論論がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、特特特特ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料有料有料有料化化化化ということでということでということでということでごごごご審審審審議議議議いたいたいたいただだだだいたところでありますいたところでありますいたところでありますいたところであります。。。。たたたただだだだ、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化をををを法法法法律律律律でででで一一一一律律律律にににに規規規規制制制制するとするとするとするといったことにいったことにいったことにいったことにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、営営営営業業業業のののの自自自自由由由由といったものにといったものにといったものにといったものに抵触抵触抵触抵触するのではないかということするのではないかということするのではないかということするのではないかということももももごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、法法法法律律律律上上上上のののの一一一一律律律律のののの規規規規制制制制ということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、改改改改正法正法正法正法のののの中中中中ではではではでは、、、、国国国国がががが判判判判断断断断基基基基準準準準とととと
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いうものをいうものをいうものをいうものを定定定定めてめてめてめて、、、、ガガガガイイイイドドドドラインのようなものですけれどもラインのようなものですけれどもラインのようなものですけれどもラインのようなものですけれども、、、、そのそのそのその判判判判断断断断基基基基準準準準によりによりによりにより、、、、事業事業事業事業者者者者のののの自自自自主的主的主的主的取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促進促進促進促進していこうというしていこうというしていこうというしていこうという枠枠枠枠組組組組みになってみになってみになってみになってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここここちちちちらのらのらのらの制制制制度度度度がががが来来来来年年年年のののの 4 月月月月かかかからららら実施実施実施実施されることになっておりますされることになっておりますされることになっておりますされることになっております。。。。 

  実施実施実施実施にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、1 つつつつはははは、、、、改改改改正法正法正法正法にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、判判判判断断断断基基基基準準準準というのというのというのというのをしっかりをしっかりをしっかりをしっかりつつつつくっていかなけれくっていかなけれくっていかなけれくっていかなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの判判判判断断断断基基基基準準準準ををををつつつつくりましくりましくりましくりましてててて、、、、事業事業事業事業者者者者はそのはそのはそのはその判判判判断断断断基基基基準準準準にににに沿沿沿沿ったったったった取取取取りりりり組組組組みをしてもらうみをしてもらうみをしてもらうみをしてもらう。。。。取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが不不不不十十十十分分分分なななな事業事業事業事業者者者者にににに対対対対してしてしてしてはははは、、、、勧勧勧勧告告告告をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業のののの名名名名前前前前をををを公公公公表表表表したりしたりしたりしたり、、、、それでもそれでもそれでもそれでも取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが十十十十分分分分でないでないでないでない場場場場合合合合ににににはははは、、、、国国国国がががが命命命命令令令令をををを行行行行ってってってって、、、、それにそれにそれにそれに従従従従わないわないわないわない場場場場合合合合はははは罰則罰則罰則罰則というというというという仕仕仕仕組組組組みになっているわけでみになっているわけでみになっているわけでみになっているわけでごごごござざざざいますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその判判判判断断断断基基基基準準準準のののの内容内容内容内容ににににつつつついていていていて、、、、まさにまさにまさにまさに今今今今、、、、審審審審議会議会議会議会ででででごごごご議議議議論論論論いたいたいたいただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、ああああしたしたしたした中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会のののの小小小小委員委員委員委員会会会会がががが開開開開かれますかれますかれますかれます。。。。そのそのそのその中中中中でででで容容容容器包器包器包器包装装装装のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制をををを進進進進めるためにめるためにめるためにめるために事業事業事業事業者者者者がこういったがこういったがこういったがこういった取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要ではないかというこではないかというこではないかというこではないかということでとでとでとで幾幾幾幾つつつつかかかか盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむこととしておりましてこととしておりましてこととしておりましてこととしておりまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで一一一一番番番番効効効効果果果果のののの高高高高いいいい取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが有料化有料化有料化有料化。。。。判判判判断断断断基基基基準準準準のののの中中中中ではではではでは「「「「有料化有料化有料化有料化」」」」とストとストとストとストレレレレートにートにートにートに出出出出てくるわけではありませんけれどもてくるわけではありませんけれどもてくるわけではありませんけれどもてくるわけではありませんけれども、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装をををを販販販販売売売売ししししてててて消費者消費者消費者消費者のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制をををを進進進進めましめましめましめましょょょょうといったうといったうといったうといった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを事業事業事業事業者者者者がががが積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めるめるめるめるべべべべしというようしというようしというようしというようなことをなことをなことをなことを位位位位置置置置づけることにしておりますづけることにしておりますづけることにしておりますづけることにしております。。。。そうしたそうしたそうしたそうした改改改改正法正法正法正法にににに基基基基づくづくづくづく判判判判断断断断基基基基準準準準というのをというのをというのをというのを今後今後今後今後しっしっしっしっかりかりかりかりつつつつくっていかなけれくっていかなけれくっていかなけれくっていかなければばばばいけないということがいけないということがいけないということがいけないということが 1つごつごつごつござざざざいますいますいますいます。。。。 

  法法法法律律律律にににに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、環境環境環境環境省省省省としてもとしてもとしてもとしても、、、、PR 事業事業事業事業でででであるとかあるとかあるとかあるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促進促進促進促進していくしていくしていくしていく施施施施策策策策をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があろうということでがあろうということでがあろうということでがあろうということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、3 つつつつほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。1 つつつつはははは、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全にににに向向向向けたけたけたけた企業企業企業企業のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、国国国国とととと事業事業事業事業者者者者ととととのののの間間間間でででで協協協協定定定定をををを結結結結んでんでんでんで、、、、事業事業事業事業者者者者はははは環境環境環境環境保保保保全全全全にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、世世世世のののの中中中中にこういったにこういったにこういったにこういった取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをしますよというのをますよというのをますよというのをますよというのを宣言宣言宣言宣言していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、国国国国とととと約約約約束束束束をするをするをするをする形形形形でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてもらうめてもらうめてもらうめてもらう。。。。国国国国ではではではでは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした企業企業企業企業のののの先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを積極的積極的積極的積極的にににに PR しまししまししまししましょょょょうといううといううといううという取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めようとしておめようとしておめようとしておめようとしておりますりますりますります。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、ココココンンンンビビビビニエンスストアのローニエンスストアのローニエンスストアのローニエンスストアのローソソソソンがあるかとンがあるかとンがあるかとンがあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ローローローローソソソソンとンとンとンと、、、、フフフファァァァストフーストフーストフーストフードドドドのモスバーのモスバーのモスバーのモスバーガガガガーをーをーをーをややややっておりますモスフーっておりますモスフーっておりますモスフーっておりますモスフードドドドサーサーサーサービビビビスというスというスというスという会社会社会社会社、、、、2 社社社社ででででごごごござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、あしたあしたあしたあした両両両両社社社社のののの社社社社長長長長にににに環境環境環境環境省省省省におにおにおにお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、環境環境環境環境省省省省のののの小小小小池池池池環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣とととと自主協自主協自主協自主協定定定定のののの調調調調印印印印式式式式をををを実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ローローローローソソソソンですとンですとンですとンですと、、、、業界団体業界団体業界団体業界団体ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減量削減量削減量削減量、、、、例例例例ええええばばばば、、、、2010 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、2005 年度年度年度年度とととと比比比比べべべべてててて使使使使用用用用量量量量をををを 20％％％％減減減減らしましらしましらしましらしましょょょょうといううといううといううという目目目目標標標標をををを業界団体業界団体業界団体業界団体でででで決決決決めているのですがめているのですがめているのですがめているのですが、、、、それをそれをそれをそれを 2 年年年年前前前前倒倒倒倒ししてししてししてしして達達達達成成成成するようにするようにするようにするように頑頑頑頑張張張張ってもらうとってもらうとってもらうとってもらうということがいうことがいうことがいうことがごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、モスバーモスバーモスバーモスバーガガガガーでもーでもーでもーでも同同同同じじじじようにようにようにように先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをしてもらうとみをしてもらうとみをしてもらうとみをしてもらうということでいうことでいうことでいうことで、、、、そうしたそうしたそうしたそうした法法法法律律律律のののの枠枠枠枠組組組組みみみみ以以以以外外外外のところでものところでものところでものところでも事業事業事業事業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを後後後後押押押押ししていくというししていくというししていくというししていくということをことをことをことをややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  2 つつつつ目目目目といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、環境環境環境環境省省省省のののの今今今今年度年度年度年度のののの事業事業事業事業といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、こうしたこうしたこうしたこうした容容容容器包器包器包器包装装装装のののの削減削減削減削減のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに熱熱熱熱心心心心なななな小小小小売店売店売店売店、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは容容容容器包器包器包器包装装装装のののの 3R にににに効効効効果果果果のあるのあるのあるのある製製製製品品品品ににににつつつついていていていて表表表表彰彰彰彰しようというしようというしようというしようという事業事業事業事業をををを広広広広くくくくややややっていこうとっていこうとっていこうとっていこうと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、これはこれはこれはこれは今後今後今後今後いろいろいろいろいろいろいろいろ選選選選定定定定をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思ってってってっておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの中中中中でもでもでもでも、、、、そういうそういうそういうそういう先進的先進的先進的先進的なななな事業事業事業事業者者者者、、、、あるいはそういったあるいはそういったあるいはそういったあるいはそういった製製製製品品品品がありましがありましがありましがありましたらたらたらたら、、、、ぜひぜひぜひぜひおおおお寄寄寄寄せいたせいたせいたせいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ここここちちちちらはらはらはらは、、、、特特特特にににに小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣がががが先先先先頭頭頭頭にににに立立立立っておりますっておりますっておりますっておりますふふふふろしきのろしきのろしきのろしきの PR ということであということであということであということでありますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、先先先先ほほほほどクールどクールどクールどクールビビビビズのズのズのズの話話話話もももも少少少少しししし出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、クールクールクールクールビビビビズをズをズをズを昨昨昨昨年実施年実施年実施年実施してしてしてして、、、、あるあるあるある意意意意味味味味成成成成功功功功したとしたとしたとしたと考考考考えられますのはえられますのはえられますのはえられますのは、、、、フフフファァァァッションにッションにッションにッションに訴訴訴訴えているところがあるのではないかとえているところがあるのではないかとえているところがあるのではないかとえているところがあるのではないかと思思思思ってってってって
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おりますおりますおりますおります。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、おしおしおしおしゃゃゃゃれなれなれなれな形形形形でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていためていためていためていただだだだくくくく。。。。小小小小池池池池大大大大臣臣臣臣がががが言言言言っておっておっておっておりますのはりますのはりますのはりますのは、、、、女女女女性性性性ですとですとですとですと、、、、このこのこのこのふふふふろしきをろしきをろしきをろしきを首首首首にににに巻巻巻巻いていていていて、、、、ススススカカカカーフがわりにしてーフがわりにしてーフがわりにしてーフがわりにして、、、、例例例例ええええばばばばスーパースーパースーパースーパーにににに行行行行きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、そのスそのスそのスそのスカカカカーフをサッとーフをサッとーフをサッとーフをサッと取取取取っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、ふふふふろしきとしてろしきとしてろしきとしてろしきとして使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくのがくのがくのがくのがいいのではないかというようなこともいいのではないかというようなこともいいのではないかというようなこともいいのではないかというようなことも提唱提唱提唱提唱しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、ふふふふろしきというのはろしきというのはろしきというのはろしきというのは日日日日本本本本にににに昔昔昔昔からからからから伝伝伝伝わるわるわるわる文文文文化化化化ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、こういったことにもこういったことにもこういったことにもこういったことにも目目目目をををを向向向向けてけてけてけてややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと。。。。ここここちちちちらのらのらのらのふふふふろしろしろしろしきはきはきはきは、、、、東京東京東京東京のののの豊豊豊豊島島島島区区区区でででで、、、、商店商店商店商店街街街街ががががつつつつくったくったくったくったふふふふろしきですけれどもろしきですけれどもろしきですけれどもろしきですけれども、、、、リリリリサイクルされたサイクルされたサイクルされたサイクルされたペペペペットットットットボボボボトトトトルルルル 100％％％％でできておりましてでできておりましてでできておりましてでできておりまして、、、、こういうのもこういうのもこういうのもこういうのも活用活用活用活用してしてしてして、、、、PR ををををややややっていきたいということでっていきたいということでっていきたいということでっていきたいということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  当面当面当面当面はははは、、、、そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、法法法法律律律律にににに基基基基づくづくづくづく判判判判断断断断基基基基準準準準をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりつつつつくっていきたいというのがくっていきたいというのがくっていきたいというのがくっていきたいというのが 1つつつつ。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、今今今今幾幾幾幾つつつつかかかかごごごご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げげげげましたましたましたました普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発のののの事業事業事業事業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促していくようなしていくようなしていくようなしていくような施施施施策策策策をををを両両両両輪輪輪輪のののの形形形形でででで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。私私私私からはからはからはからは以以以以上上上上ででででごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、NPONPONPONPO 法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会代表代表代表代表のののの杉浦様杉浦様杉浦様杉浦様におにおにおにお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。ごごごご承承承承知知知知のののの方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、杉浦杉浦杉浦杉浦会会会会長長長長さんはさんはさんはさんは、、、、長長長長年年年年リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組まれてこられまれてこられまれてこられまれてこられましたがましたがましたがましたが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの中中中中でででで、、、、徳島徳島徳島徳島ののののリリリリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルが進進進進んできたとんできたとんできたとんできたと感感感感じじじじられるられるられるられる点点点点、、、、またまたまたまた、、、、ままままだだだだままままだだだだここここれからとれからとれからとれからと感感感感じじじじられるられるられるられる点点点点があれがあれがあれがあればばばばおおおお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどど 5555 つつつつののののリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつついてのいてのいてのいての法法法法制制制制度度度度があるということでがあるということでがあるということでがあるということでごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、法法法法律律律律ででででリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを促進促進促進促進していくということにしていくということにしていくということにしていくということにつつつついてはいてはいてはいては、、、、民民民民間間間間のののの環境団体環境団体環境団体環境団体としてはどういうとしてはどういうとしてはどういうとしてはどういうふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじておられるかといておられるかといておられるかといておられるかということにうことにうことにうことにつつつついてもいてもいてもいても触触触触れていたれていたれていたれていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    杉浦代表杉浦代表杉浦代表杉浦代表    

        太陽太陽太陽太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会のののの杉浦杉浦杉浦杉浦ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

        私私私私たたたたちちちち NPONPONPONPO 法人太陽法人太陽法人太陽法人太陽とととと緑緑緑緑のののの会会会会はははは、、、、今今今今からからからから約約約約 22222222 年年年年前前前前のののの 1984198419841984 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日からからからから、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭からのからのからのからの不不不不用用用用品品品品のののの無無無無料料料料回回回回収収収収をををを始始始始めましためましためましためました。「。「。「。「人人人人もももも物物物物もももも活活活活かされるかされるかされるかされる街街街街づくりづくりづくりづくり」」」」ををををキキキキャャャャッッッッチチチチフフフフレレレレーズにーズにーズにーズに、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまなハハハハンンンンディディディディーをーをーをーを持持持持ったったったったメメメメンバーたンバーたンバーたンバーたちちちちのののの地域地域地域地域共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所ととととリリリリンクしてンクしてンクしてンクして立立立立ちちちち上上上上げげげげたわけでたわけでたわけでたわけでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。現現現現在在在在 2222 カカカカ所所所所のののの障障障障害害害害者者者者地域地域地域地域共共共共同同同同作作作作業業業業所所所所をををを運営運営運営運営しししし、、、、昨昨昨昨年年年年 2222 月月月月末末末末にににに、、、、不不不不幸幸幸幸にもにもにもにも火火火火災災災災によりによりによりにより全全全全焼焼焼焼しましたしましたしましたしました 70707070 坪坪坪坪 2222 階階階階建建建建てのてのてのての中中中中心心心心的活動的活動的活動的活動拠点拠点拠点拠点、、、、これはこれはこれはこれは店店店店舗舗舗舗兼兼兼兼作作作作業業業業所所所所ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんののののごごごご支援支援支援支援のおかのおかのおかのおかげげげげをもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、1111 年年年年 2222 カカカカ月月月月ぶぶぶぶりにりにりにりに再再再再建建建建できましたできましたできましたできました。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、ままままだだだだままままだリユだリユだリユだリユースースースース、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの活動活動活動活動をををを行行行行えとえとえとえとごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだいたことといたことといたことといたことと感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。60606060 坪坪坪坪 2222 階階階階建建建建てのてのてのての倉庫倉庫倉庫倉庫とととと 40404040 坪坪坪坪のののの自自自自転転転転車車車車ののののリユリユリユリユースースースース作作作作業業業業所所所所をををを合合合合わせてわせてわせてわせてリリリリサイクル・サイクル・サイクル・サイクル・リユリユリユリユースースースース活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んでおりんでおりんでおりんでおりますますますます。。。。古新聞古新聞古新聞古新聞、、、、古古古古雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、段段段段ボボボボールールールール、、、、牛牛牛牛乳乳乳乳パックパックパックパック、、、、鉄鉄鉄鉄くずくずくずくず、、、、空空空空きききき缶缶缶缶といったといったといったといった資源資源資源資源ごごごごみからみからみからみから、、、、衣衣衣衣類類類類、、、、食食食食器器器器、、、、雑雑雑雑貨貨貨貨、、、、靴靴靴靴、、、、かかかかばばばばんんんん、、、、電電電電化化化化製製製製品品品品、、、、小小小小型型型型のののの家家家家具類具類具類具類までまでまでまで、、、、再再再再使使使使用可能用可能用可能用可能なものであれなものであれなものであれなものであればばばば無無無無料料料料でででで回回回回収収収収させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。またまたまたまた、、、、今今今今までまでまでまで天天天天ぷぷぷぷらららら廃油廃油廃油廃油をををを 5,0005,0005,0005,000 リリリリッターッターッターッター回回回回収収収収いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、7.57.57.57.5トンのトンのトンのトンの粉粉粉粉石石石石けんにかえたりけんにかえたりけんにかえたりけんにかえたり、、、、月月月月のののの宮生宮生宮生宮生活活活活棟棟棟棟ではではではでは、、、、排排排排水水水水をををを流流流流さないさないさないさない、、、、トイトイトイトイレレレレのののの糞尿糞尿糞尿糞尿をををを分分分分解解解解してしてしてして畑畑畑畑にににに戻戻戻戻すすすす、、、、生生生生ごごごごみはニワトみはニワトみはニワトみはニワトリリリリととととココココンンンンポポポポストストストストボボボボックスでックスでックスでックスで対対対対応応応応してしてしてしてごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出さないさないさないさない、、、、そういったそういったそういったそういった循環循環循環循環型型型型生生生生活活活活のののの実実実実践践践践などもなどもなどもなども行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        このこのこのこのリリリリサイクサイクサイクサイクル・ル・ル・ル・リユリユリユリユースースースース活動活動活動活動をさまをさまをさまをさまざざざざまなまなまなまなハハハハンンンンディディディディーをーをーをーを持持持持ったったったったメメメメンバーたンバーたンバーたンバーたちちちち 26262626 人人人人とととと専専専専任任任任スススス
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タッフタッフタッフタッフ 6666 人人人人、、、、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト 3333 人人人人、、、、青年青年青年青年長長長長期期期期ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア 1111 人人人人、、、、当然当然当然当然ながらさまながらさまながらさまながらさまざざざざまなまなまなまな地域地域地域地域ボボボボランランランランテテテティィィィアのアのアのアの方方方方々々々々、、、、ササササポポポポーターのーターのーターのーターの方方方方々々々々、、、、これはこれはこれはこれは持持持持ちちちち込込込込みをしてくみをしてくみをしてくみをしてくだだだださるさるさるさる方方方方々々々々もももも含含含含めますとめますとめますとめますと、、、、年年年年間間間間延延延延べべべべ
9,0009,0009,0009,000人人人人ほほほほどにもなるとどにもなるとどにもなるとどにもなると思思思思いますいますいますいます、、、、そのそのそのその協力協力協力協力をををを得得得得てこのてこのてこのてこの活動活動活動活動をををを年年年年間間間間 300300300300日行日行日行日行っておりますっておりますっておりますっております。。。。幌幌幌幌つつつつきのきのきのきの 2222 トントントントン、、、、1.51.51.51.5 トントントントン、、、、軽軽軽軽トラックトラックトラックトラック 3333 台台台台でででで各各各各家家家家庭庭庭庭からのからのからのからの不不不不用用用用品回品回品回品回収収収収をををを行行行行いいいい、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民からのからのからのからの持持持持ちちちち込込込込みみみみ件件件件数数数数をををを合合合合わせるとわせるとわせるとわせると、、、、両両両両方方方方でででで年年年年間間間間約約約約 6,0006,0006,0006,000件件件件。。。。持持持持ちちちち込込込込みみみみ件件件件数数数数はははは、、、、回回回回収収収収件件件件数数数数のののの約約約約 2222倍倍倍倍ほほほほどありまどありまどありまどありますすすす。。。。重重重重量量量量的的的的にはにはにはには七七七七、、、、八八八八百百百百トントントントン近近近近くになるとくになるとくになるとくになると思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、自自自自転転転転車車車車ののののリユリユリユリユースースースース、、、、（（（（再再再再使使使使用用用用））））、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、（（（（資源資源資源資源リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル））））としてはとしてはとしてはとしては、、、、年年年年間間間間約約約約 2,0002,0002,0002,000 台台台台のののの中中中中古古古古自自自自転転転転車車車車をををを 600600600600 台台台台からからからから 700700700700 台台台台再再再再使使使使用可能用可能用可能用可能にににに整備整備整備整備してしてしてして、、、、安安安安くくくく市民市民市民市民のののの方方方方にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。残残残残りのりのりのりの千千千千三三三三、、、、四四四四百百百百台台台台ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、タイタイタイタイヤヤヤヤ・・・・チュチュチュチューブーブーブーブ、、、、ササササドドドドルルルル等等等等をををを取取取取りりりり除除除除いていていていて、、、、鉄鉄鉄鉄くずとしてくずとしてくずとしてくずとして資源資源資源資源リリリリサイクルしていますサイクルしていますサイクルしていますサイクルしています。。。。取取取取りりりり除除除除いたタイいたタイいたタイいたタイヤヤヤヤ・・・・チュチュチュチューブはーブはーブはーブは燃燃燃燃料料料料としてサーマルとしてサーマルとしてサーマルとしてサーマルリリリリサイクルしていますサイクルしていますサイクルしていますサイクルしています。。。。    

        次次次次にににに、、、、古古古古着着着着のののの回回回回収収収収はどんなものでもはどんなものでもはどんなものでもはどんなものでも引引引引きききき取取取取っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、回回回回収収収収活動活動活動活動とととと一一一一般般般般市民市民市民市民からのからのからのからの持持持持ちちちち込込込込みをみをみをみを含含含含めてめてめてめて 1111 日約日約日約日約 1,0001,0001,0001,000 着着着着ほほほほどどどど、、、、家家家家庭用庭用庭用庭用ごごごごみみみみ袋袋袋袋にしてにしてにしてにして 100100100100 袋袋袋袋ほほほほどがどがどがどが入入入入ってきますってきますってきますってきます。。。。現現現現在在在在、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度再再再再使使使使用用用用されるされるされるされる衣衣衣衣類類類類がががが約約約約 30303030％％％％、、、、工工工工業用業用業用業用ウウウウェスェスェスェスのののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして約約約約 30303030％％％％、、、、残残残残りのりのりのりの約約約約
40404040％％％％はははは、、、、残残残残念念念念ですがですがですがですが、、、、可可可可燃燃燃燃ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして焼焼焼焼却却却却されますされますされますされます。。。。このこのこのこの機機機機会会会会にににに、、、、現現現現在在在在再再再再使使使使用用用用・・・・古古古古着着着着ストックストックストックストックとしてとしてとしてとして保管保管保管保管してあるものをしてあるものをしてあるものをしてあるものをざざざざっとっとっとっと数数数数えましたらえましたらえましたらえましたら、、、、ココココンテナをすンテナをすンテナをすンテナをすべべべべてててて積積積積みみみみ上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、高高高高さがさがさがさが大体大体大体大体
5555メメメメートルートルートルートル、、、、幅幅幅幅 20202020メメメメートルートルートルートル、、、、奥奥奥奥行行行行きききき 20202020メメメメートルートルートルートルほほほほどにもなりましたどにもなりましたどにもなりましたどにもなりました。。。。徳島市徳島市徳島市徳島市国国国国府町府町府町府町南岩南岩南岩南岩延延延延にあにあにあにありますりますりますります、、、、再再再再建建建建できましたできましたできましたできました店店店店舗舗舗舗兼兼兼兼作作作作業業業業所所所所にはにはにはには、、、、現現現現在在在在平平平平均均均均 100100100100 人人人人からからからから 200200200200 人人人人、、、、土土土土日日日日祭祭祭祭日日日日ではではではでは 300300300300 人人人人からからからから 400400400400 人人人人ほほほほどのどのどのどの一一一一般般般般市民市民市民市民のののの方方方方がががが来来来来てくてくてくてくだだだださっておりますさっておりますさっておりますさっております。。。。これらのこれらのこれらのこれらの方方方方々々々々のののの中中中中にはにはにはには、、、、不不不不要要要要となとなとなとなったったったった衣衣衣衣類類類類やややや古古古古雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、そしてそしてそしてそして使使使使わなくなったわなくなったわなくなったわなくなった食食食食器器器器やややや、、、、おもおもおもおもちちちちゃゃゃゃやややや小小小小型型型型のののの家家家家具具具具やややや電電電電化化化化製製製製品品品品、、、、そしてこそしてこそしてこそしてここでこでこでこで問問問問題題題題ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋やデやデやデやデパートのパートのパートのパートの袋袋袋袋までまでまでまで持持持持ちちちち込込込込んでくんでくんでくんでくだだだださっておりますさっておりますさっておりますさっております。。。。新新新新品品品品ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルレレレレジジジジ袋袋袋袋もももも使使使使いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋やデやデやデやデパートのパートのパートのパートの袋袋袋袋もここでもここでもここでもここでリユリユリユリユースースースース、、、、再再再再使使使使用用用用させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。ママママイバッグイバッグイバッグイバッグキキキキャャャャンンンンペペペペーンのーンのーンのーンの効効効効果果果果もあってかもあってかもあってかもあってか、「、「、「、「このこのこのこの袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれる方方方方もももも随随随随分分分分増増増増えましたけえましたけえましたけえましたけれどもれどもれどもれども、「、「、「、「レレレレジジジジ袋袋袋袋がたまったからがたまったからがたまったからがたまったから、、、、またまたまたまた持持持持ってくるってくるってくるってくるねねねね」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれる方方方方もももも増増増増えてきまえてきまえてきまえてきましたしたしたした。。。。        徳島徳島徳島徳島においてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの 22222222 年年年年間間間間でででで天天天天地地地地がががが逆逆逆逆転転転転するするするするほほほほどのどのどのどの変変変変化化化化がありましたがありましたがありましたがありました。。。。まずまずまずまず、、、、当初当初当初当初はははは、、、、リリリリササササイクルというイクルというイクルというイクルという言言言言葉葉葉葉がががが徳島徳島徳島徳島でででで通用通用通用通用しておりませんでしたしておりませんでしたしておりませんでしたしておりませんでした。。。。最最最最初初初初言言言言われたのがわれたのがわれたのがわれたのが、「、「、「、「サークルサークルサークルサークル」」」」とかとかとかとか「「「「サイクルサイクルサイクルサイクル」」」」とかとかとかとか、、、、よくよくよくよく言言言言われたんですけれどもわれたんですけれどもわれたんですけれどもわれたんですけれども、、、、当初当初当初当初、、、、私私私私どものところをどものところをどものところをどものところを活用活用活用活用するのはするのはするのはするのは何何何何かかかか後後後後ろめたいろめたいろめたいろめたい、、、、特特特特殊殊殊殊なことのようになことのようになことのようになことのように受受受受けけけけ取取取取られておりましたられておりましたられておりましたられておりました。。。。例例例例ええええばばばば、「、「、「、「阿波阿波阿波阿波はははは藍藍藍藍のののの産地産地産地産地だだだだからからからから古古古古着着着着なんかなんかなんかなんか売売売売れんよれんよれんよれんよ」」」」とととと、、、、アアアアドドドドバイスなんかもいたバイスなんかもいたバイスなんかもいたバイスなんかもいただだだだいたりしたんですけれどもいたりしたんですけれどもいたりしたんですけれどもいたりしたんですけれども、、、、しかししかししかししかし、、、、古古古古着着着着にににに関関関関してしてしてして言言言言ええええばばばば、、、、徳島徳島徳島徳島のののの方方方方々々々々のののの抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感がこのがこのがこのがこの 20202020 年年年年ほほほほどでどでどでどでほほほほとんどなくなりましたとんどなくなりましたとんどなくなりましたとんどなくなりました。。。。以以以以前前前前はははは、、、、新新新新品品品品かかかか、、、、古古古古着着着着かかかか、、、、だだだだれがれがれがれが着着着着ていたのかなどていたのかなどていたのかなどていたのかなど、、、、随随随随分分分分いろいろないろいろないろいろないろいろな質問質問質問質問がががが寄寄寄寄せられましたせられましたせられましたせられました。。。。今今今今はははは古古古古さがフさがフさがフさがファァァァッシッシッシッションになりョンになりョンになりョンになり、、、、おもしろさにもおもしろさにもおもしろさにもおもしろさにも変変変変化化化化してしてしてして、、、、随随随随分分分分新新新新品品品品からからからから自自自自由由由由になったになったになったになった若若若若者者者者たたたたちちちちがあらわれましたがあらわれましたがあらわれましたがあらわれました。。。。安安安安けれけれけれければばばば、、、、古古古古くてもくてもくてもくても使使使使えれえれえれえればばばばオーオーオーオーケケケケーというーというーというーという方方方方がががが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。処処処処分分分分するのにするのにするのにするのにココココストストストスト、、、、おおおお金金金金がががが随随随随分分分分かかるとかかるとかかるとかかると認識認識認識認識しておられるしておられるしておられるしておられる方方方方もももも増増増増えましたえましたえましたえました。。。。        たたたただだだだ、、、、同時同時同時同時にににに、、、、100100100100 円円円円ショップショップショップショップやディやディやディやディススススカカカカウウウウントショップからのントショップからのントショップからのントショップからの品物品物品物品物がががが私私私私たたたたちちちちのところにのところにのところにのところに大大大大量量量量にににに入入入入ってくるようになったりってくるようになったりってくるようになったりってくるようになったり、、、、20202020 年年年年前前前前ではまずありではまずありではまずありではまずあり得得得得なかったなかったなかったなかった、、、、例例例例ええええばばばば自自自自転転転転車車車車のののの後後後後ろのタイろのタイろのタイろのタイヤヤヤヤがすりがすりがすりがすり減減減減れれれればばばば捨捨捨捨てるといったてるといったてるといったてるといった現実現実現実現実ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。安安安安いいいい品物品物品物品物がががが大大大大量量量量にににに中中中中国国国国やややや東東東東南南南南アジアからアジアからアジアからアジアから輸輸輸輸入入入入さささされれれれ、、、、日日日日本本本本でででで廃棄廃棄廃棄廃棄されるされるされるされる現現現現在在在在ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。2001200120012001 年年年年 4444 月月月月にににに制定制定制定制定されたされたされたされた家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ではではではでは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル料料料料金後金後金後金後払払払払いいいい制制制制のためのためのためのため、、、、不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄がががが多多多多くなりくなりくなりくなり、、、、それでなくてもそれでなくてもそれでなくてもそれでなくても厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと言言言言われますわれますわれますわれます地方地方地方地方財財財財政政政政をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するするするするばばばばかりかかりかかりかかりか、、、、私私私私たたたたちちちちのののの活動活動活動活動にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが出出出出ましたましたましたました。。。。夜夜夜夜中中中中にこっそりにこっそりにこっそりにこっそり置置置置いていていていて帰帰帰帰るるるる心心心心ないないないない方方方方もおられますけれどももおられますけれどももおられますけれどももおられますけれども、、、、使使使使えるえるえるえる冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫、、、、エアエアエアエアココココンンンン、、、、テテテテレレレレビビビビ、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機のののの回回回回収収収収をををを、、、、不不不不本本本本意意意意ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、年年年年数数数数ででででチチチチェックしておェックしておェックしておェックしてお断断断断りすることになりましたりすることになりましたりすることになりましたりすることになりました。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度使使使使われるわれるわれるわれる方方方方もももも、、、、
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確確確確実実実実にににに長長長長くくくく使使使使えないもえないもえないもえないものはのはのはのは、、、、処処処処分分分分するときのするときのするときのするときのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル料料料料金金金金とととと指指指指定定定定取取取取引引引引所所所所までのまでのまでのまでの運運運運搬搬搬搬料料料料がががが、、、、ばばばばばばばば抜抜抜抜きのきのきのきのばばばばばばばばのようにのようにのようにのようにつつつつきまとうのできまとうのできまとうのできまとうので敬敬敬敬遠遠遠遠されるわけでされるわけでされるわけでされるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。なるなるなるなるべべべべくくくく長長長長くくくく、、、、よいよいよいよい品物品物品物品物をををを使使使使ってもらうことをってもらうことをってもらうことをってもらうことを良良良良ししししとするならとするならとするならとするならばばばば、、、、捨捨捨捨てててて得得得得、、、、ああああげげげげ得得得得をををを防防防防ぐぐぐぐためにもためにもためにもためにも、、、、後後後後発発発発のパのパのパのパソソソソココココンンンンやややや自動自動自動自動車車車車のようにのようにのようにのように、、、、前前前前払払払払いいいい制制制制ににににぜひぜひぜひぜひともしていたともしていたともしていたともしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、最最最最初初初初にあいさにあいさにあいさにあいさつつつつされされされされましたましたましたました飯泉知飯泉知飯泉知飯泉知事事事事もももも同同同同じじじじ考考考考えであるとえであるとえであるとえであると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、法法法法制制制制度度度度ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進推進推進推進はははは
3R3R3R3R、、、、発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、再再再再使使使使用用用用、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化にににに順順順順番番番番どおりしっかりかなったものにしていたどおりしっかりかなったものにしていたどおりしっかりかなったものにしていたどおりしっかりかなったものにしていただだだだきたいときたいときたいときたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    以以以以上上上上でででで、、、、私私私私のののの発言発言発言発言とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、22222222 年年年年のののの活動活動活動活動のののの中中中中でででで人人人人々々々々のののの意識意識意識意識がかなりがかなりがかなりがかなり変変変変わってきたわってきたわってきたわってきた、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお話話話話でででで、、、、これはこれはこれはこれは 1111 つつつつ重要重要重要重要なななな点点点点ではないかとではないかとではないかとではないかと感感感感じじじじましたましたましたました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、前前前前払払払払いいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはデポデポデポデポジットジットジットジット制制制制、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともごごごご指指指指摘摘摘摘になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係ももももごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、次次次次のパネラーののパネラーののパネラーののパネラーの話話話話題提題提題提題提供供供供にににに移移移移らせてらせてらせてらせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長、、、、三木様三木様三木様三木様におにおにおにお願願願願いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。三木三木三木三木社社社社長長長長さんにさんにさんにさんにはははは 2222 つつつつのののの側面側面側面側面ににににつつつついておいておいておいてお伺伺伺伺いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。1111 つつつつはははは、、、、リリリリササササイクルイクルイクルイクル産業産業産業産業をををを現現現現在在在在営営営営まれておりますけれどもまれておりますけれどもまれておりますけれどもまれておりますけれども、、、、このこのこのこの徳島県徳島県徳島県徳島県ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業というものがというものがというものがというものが今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ進進進進んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業のののの市市市市場場場場としてのとしてのとしてのとしての徳島県徳島県徳島県徳島県ののののポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルにルにルにルにつつつつきましてどのようなきましてどのようなきましてどのようなきましてどのようなおおおお考考考考えをおえをおえをおえをお持持持持ちちちちなのかというようななのかというようななのかというようななのかというような点点点点。。。。もうもうもうもう一一一一点点点点はははは、、、、三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社自体会社自体会社自体会社自体がががが 1111 つつつつのののの事業事業事業事業者者者者ととととしてしてしてしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルやややや環境活動環境活動環境活動環境活動にどうにどうにどうにどう取取取取りりりり組組組組まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか、、、、またまたまたまた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始められたきっかけはめられたきっかけはめられたきっかけはめられたきっかけは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、そのあたりをそのあたりをそのあたりをそのあたりを含含含含めてめてめてめて少少少少しおしおしおしお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお手手手手元元元元のところにのところにのところにのところに、、、、こういうこういうこういうこういう「「「「環境環境環境環境ににににややややさしくさしくさしくさしく、、、、みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな徳島徳島徳島徳島にににに」」」」というバッジがあろうかとというバッジがあろうかとというバッジがあろうかとというバッジがあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは三木三木三木三木資源資源資源資源株式株式株式株式会社会社会社会社さんがさんがさんがさんがつつつつくられてくられてくられてくられて皆皆皆皆様様様様のところにのところにのところにのところに今日今日今日今日おおおお配配配配りしているというものでりしているというものでりしているというものでりしているというものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ではではではでは、、、、社社社社長長長長さんさんさんさん、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    三木三木三木三木社社社社長長長長    

        教授教授教授教授からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだいたいたいたいた三木三木三木三木ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、34343434 歳歳歳歳ということでありますけれどもということでありますけれどもということでありますけれどもということでありますけれども、、、、11111111年年年年ほほほほどどどどリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの業界業界業界業界にににに携携携携わっておりましてわっておりましてわっておりましてわっておりまして、、、、現現現現在在在在、、、、金金金金属属属属ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルをををを主主主主にににに活動活動活動活動させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの仕仕仕仕事事事事をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、現現現現在在在在ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの業界業界業界業界はどうなっているかということとはどうなっているかということとはどうなっているかということとはどうなっているかということと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、当当当当社社社社がどのようながどのようながどのようながどのような取取取取りりりり組組組組みみみみででででリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを推進推進推進推進しているのかということにしているのかということにしているのかということにしているのかということにつつつついておいておいておいてお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        まずまずまずまず、、、、先先先先ほほほほどどどど徳島徳島徳島徳島ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業ににににつつつついてということなんですけれどもいてということなんですけれどもいてということなんですけれどもいてということなんですけれども、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの業界業界業界業界というのはというのはというのはというのは、、、、古古古古くてくてくてくて新新新新しいしいしいしい業界業界業界業界でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、金金金金属属属属ののののリリリリサイクルといサイクルといサイクルといサイクルというのはうのはうのはうのは長長長長いいいい歴歴歴歴史史史史をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。当当当当社社社社におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、創創創創業業業業 50505050 年年年年をををを超超超超えましてえましてえましてえまして長長長長くくくくややややってきってきってきってきたわけでありますけれどもたわけでありますけれどもたわけでありますけれどもたわけでありますけれども、、、、すすすすべべべべてのものがてのものがてのものがてのものがリリリリサイクルするためのサイクルするためのサイクルするためのサイクルするための条件条件条件条件等等等等、、、、今今今今までいろいろとまでいろいろとまでいろいろとまでいろいろと問問問問題題題題があっがあっがあっがあったわけですたわけですたわけですたわけです。。。。1111 つつつつはははは、、、、事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとしてリリリリサイクルをするにはサイクルをするにはサイクルをするにはサイクルをするには、、、、同同同同質質質質のものをできるのものをできるのものをできるのものをできるだだだだけけけけ大大大大量量量量にににに集集集集めることによってめることによってめることによってめることによってリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立つつつつということがということがということがということが 1111 つつつつのののの事業事業事業事業者者者者としてのとしてのとしてのとしての至至至至上上上上命命命命題題題題であるということなんですであるということなんですであるということなんですであるということなんです。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつはははは、、、、環境環境環境環境ののののココココストストストスト、、、、あるいはそういったものあるいはそういったものあるいはそういったものあるいはそういったものをををを社会社会社会社会がががが負担負担負担負担するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製製製製造造造造事業事業事業事業者者者者がががが負担負担負担負担するするするする、、、、消費者消費者消費者消費者がががが負担負担負担負担するするするする、、、、そういったそういったそういったそういった土壌土壌土壌土壌ができができができができてててて初初初初めてめてめてめてリリリリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルが可能可能可能可能になるというようなになるというようなになるというようなになるというような状況状況状況状況をををを考考考考えないとえないとえないとえないと、、、、あるあるあるある条件条件条件条件がががが整整整整わないとできなわないとできなわないとできなわないとできな
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いといういといういといういというリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業のののの一一一一面面面面としてとしてとしてとして持持持持っているっているっているっている業界業界業界業界のののの現現現現状状状状というものがありますというものがありますというものがありますというものがあります。。。。    それをそれをそれをそれを考考考考えますえますえますえますとととと、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと問問問問題題題題がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、徳島徳島徳島徳島のののの場場場場合合合合はははは大大大大変変変変人口人口人口人口がががが少少少少ないところないところないところないところでありますからでありますからでありますからでありますから、、、、そのそのそのその中中中中ででででリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの事業事業事業事業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立たせるにはそれなりのたせるにはそれなりのたせるにはそれなりのたせるにはそれなりの努努努努力力力力がががが必要必要必要必要なわなわなわなわけでありましてけでありましてけでありましてけでありまして、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては社会社会社会社会のののの理理理理解解解解、、、、消費者消費者消費者消費者のののの理理理理解解解解、、、、あとはあとはあとはあとは事業事業事業事業者者者者としてのとしてのとしてのとしての努努努努力力力力、、、、あるあるあるあるいはそういったいはそういったいはそういったいはそういったリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル材材材材料料料料をををを使使使使うううう需需需需要要要要家家家家さんさんさんさん、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが必要必要必要必要になってこようかとになってこようかとになってこようかとになってこようかと思思思思いますいますいますいます。。。。    ちちちちなみになみになみになみに、、、、徳島徳島徳島徳島リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの現現現現状状状状ということでということでということでということで申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、現現現現状状状状、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、古古古古紙紙紙紙ののののリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに関関関関してはかなりしてはかなりしてはかなりしてはかなり進進進進んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては自治体自治体自治体自治体もかなりもかなりもかなりもかなり協力的協力的協力的協力的ににににさささされておるというれておるというれておるというれておるというふふふふうにうにうにうに伺伺伺伺っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、製製製製紙紙紙紙会社会社会社会社がががが四四四四国島内国島内国島内国島内ににににごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、徳島徳島徳島徳島のののの県内県内県内県内ででででもありますしもありますしもありますしもありますし、、、、四四四四国島内国島内国島内国島内にもありますしにもありますしにもありますしにもありますし、、、、そういったそういったそういったそういった製製製製紙紙紙紙メメメメーーーーカカカカーさんにーさんにーさんにーさんに古古古古紙紙紙紙をををを回回回回収収収収してしてしてしてリリリリサイサイサイサイクルをするというシステムがもうクルをするというシステムがもうクルをするというシステムがもうクルをするというシステムがもう既既既既にににに成成成成りりりり立立立立っておりますっておりますっておりますっております。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつはははは、、、、建建建建築築築築廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、ここここれはれはれはれは教授教授教授教授ののののごごごご専専専専門門門門ということですけれどもということですけれどもということですけれどもということですけれども、、、、建建建建築築築築系系系系にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、木木木木くずのくずのくずのくずのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのリリリリサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのは進進進進んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。特特特特にににに徳島徳島徳島徳島はははは、、、、これはこれはこれはこれは具具具具体的体的体的体的なななな社社社社名名名名をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、王王王王子子子子製製製製紙紙紙紙さんがバイオマスさんがバイオマスさんがバイオマスさんがバイオマス燃燃燃燃料料料料をををを製製製製造造造造してしてしてして、、、、ココココストダストダストダストダウウウウンにンにンにンに寄寄寄寄与与与与するととするととするととするとともにもにもにもに環環環環境境境境にににに対対対対してもしてもしてもしても優優優優しいしいしいしい原原原原料料料料をををを使使使使いたいということでいたいということでいたいということでいたいということで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを有有有有価価価価物物物物としてとしてとしてとして買買買買いいいい上上上上げげげげてててて、、、、これをサこれをサこれをサこれをサーマルーマルーマルーマルリリリリサイクルとしてサイクルとしてサイクルとしてサイクルとして製製製製紙過程紙過程紙過程紙過程にににに応応応応用用用用させてさせてさせてさせてややややろうというろうというろうというろうという試試試試みがこれからなされるであろうとみがこれからなされるであろうとみがこれからなされるであろうとみがこれからなされるであろうというところでありましていうところでありましていうところでありましていうところでありまして、、、、かなりかなりかなりかなり徳島徳島徳島徳島ではではではでは努努努努力力力力をしているということですをしているということですをしているということですをしているということです。。。。    そのそのそのその中中中中でででで私私私私どものどものどものどもの取取取取りりりり組組組組みなんですけれどもみなんですけれどもみなんですけれどもみなんですけれども、、、、私私私私どものどものどものどもの業業業業態態態態からいいますとからいいますとからいいますとからいいますと、、、、製製製製造造造造業業業業でありでありでありであり、、、、卸卸卸卸売売売売業業業業でありでありでありであり、、、、サーサーサーサービビビビスススス業業業業、、、、このこのこのこの 3333 つつつつのののの業業業業態態態態をあわせてをあわせてをあわせてをあわせてややややっているところでありますけれどもっているところでありますけれどもっているところでありますけれどもっているところでありますけれども、、、、私私私私どもからすれどもからすれどもからすれどもからすればばばば、、、、資源資源資源資源リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル原原原原料料料料ををををメメメメーーーーカカカカーさんにーさんにーさんにーさんに供給供給供給供給するというするというするというするという一一一一種種種種のののの製製製製造造造造業的業的業的業的なななな仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中でででで進進進進んでいかないといけませんしんでいかないといけませんしんでいかないといけませんしんでいかないといけませんし、、、、それをそれをそれをそれを皆皆皆皆様様様様からからからから適適適適切切切切にににに回回回回収収収収させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ安安安安いいいいココココストストストスト、、、、できることならできることならできることならできることなら皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに還元還元還元還元をしてをしてをしてをして再再再再資源化資源化資源化資源化をををを推進推進推進推進していこうというしていこうというしていこうというしていこうという立立立立場場場場のののの中中中中でででで事業事業事業事業ををををややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見ていたていたていたていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、これなんかはこれなんかはこれなんかはこれなんかは、、、、自治体自治体自治体自治体からからからから回回回回収収収収されたスされたスされたスされたスチチチチールールールール缶缶缶缶でありますでありますでありますであります。。。。こういったこういったこういったこういった回回回回収収収収をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。    

        これはこれはこれはこれは、、、、徳島徳島徳島徳島のののの場場場場合合合合はははは、、、、自動自動自動自動車車車車ののののベベベベアアアアリリリリングングングングメメメメーーーーカカカカーーーー等等等等からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる工場工場工場工場発発発発生生生生くずといわれるくずといわれるくずといわれるくずといわれる、、、、こういうこういうこういうこういう鉄鉄鉄鉄くずくずくずくず、、、、こういったものもこういったものもこういったものもこういったものも昔昔昔昔からからからからリリリリサイクルされておりましたけれどもサイクルされておりましたけれどもサイクルされておりましたけれどもサイクルされておりましたけれども、、、、こういったもこういったもこういったもこういったものはのはのはのは、、、、生生生生産産産産量量量量のののの増増増増加加加加にににに応応応応じじじじましてましてましてまして発発発発生生生生量量量量がががが増増増増えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、これもこれもこれもこれもリリリリサイクルされているといサイクルされているといサイクルされているといサイクルされているということですうことですうことですうことです。。。。    

        こういったものにこういったものにこういったものにこういったものにつつつついてはいてはいてはいては、、、、これはこれはこれはこれは後後後後でででで申申申申しししし上上上上げげげげますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、被被被被覆覆覆覆線線線線、、、、銅銅銅銅とととと廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックがまがまがまがまじじじじったものですったものですったものですったものです。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですです。。。。    

        これはアルミこれはアルミこれはアルミこれはアルミ缶缶缶缶ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも自治体等自治体等自治体等自治体等からからからから排排排排出出出出されたものですけれどもされたものですけれどもされたものですけれどもされたものですけれども、、、、これをこれをこれをこれを回回回回収収収収してしてしてしてややややっっっっているということでありますているということでありますているということでありますているということであります。。。。    

        あとあとあとあと、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものをややややっているっているっているっている取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで、、、、自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということでややややってってってっているわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれども、、、、金金金金属属属属、、、、自動自動自動自動車車車車合合合合わせてわせてわせてわせて当当当当社社社社でのでのでのでの実実実実績績績績というのはというのはというのはというのは 4444万万万万 7,0007,0007,0007,000トントントントン、、、、自動自動自動自動車車車車でいえでいえでいえでいえばばばば 7,0007,0007,0007,000台台台台というようなというようなというようなというような量量量量をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいているわけですけれどもいているわけですけれどもいているわけですけれどもいているわけですけれども、、、、特特特特にににに私私私私どものどものどものどもの会社会社会社会社のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてみといたしましてみといたしましてみといたしまして、、、、私私私私どもどもどもども、、、、特特特特にににに社会社会社会社会のののの状況状況状況状況がががが変変変変わってきたということにわってきたということにわってきたということにわってきたということに危惧危惧危惧危惧をををを覚覚覚覚えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。ということはということはということはということは、、、、これはこれはこれはこれは私私私私どものどものどものどもの会社会社会社会社のののの理念理念理念理念といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、顧顧顧顧客客客客のためということのためということのためということのためということ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはルールをはルールをはルールをはルールを守守守守るということるということるということるということ、、、、そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一一一一つつつつはははは、、、、社会的社会的社会的社会的なななな皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが思思思思っているっているっているっている中中中中でででで企業企業企業企業としてとしてとしてとして存存存存続続続続できるできるできるできるだだだだけのけのけのけの支支支支持持持持をををを得得得得なけれなけれなけれなければばばばいけないということいけないということいけないということいけないということ、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを私私私私どもはどもはどもはどもは特特特特にににに考考考考えてえてえてえてややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ここここここここ最最最最近近近近、、、、私私私私どももどももどももどももリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは
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IIIISO14001SO14001SO14001SO14001 をををを取得取得取得取得いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした工場工場工場工場づくりづくりづくりづくり、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと。。。。ここここのののの一環一環一環一環のののの中中中中でででで工場工場工場工場のののの全全全全面改面改面改面改装装装装をををを今今今今ややややっているところでありますっているところでありますっているところでありますっているところであります。。。。    

        そのそのそのその中中中中でででで特特特特にににに我我我我々々々々がががが考考考考えておりますところはえておりますところはえておりますところはえておりますところは、、、、最最最最近近近近、、、、情情情情報報報報公公公公開開開開とととと言言言言われるところですわれるところですわれるところですわれるところです。。。。情情情情報報報報公公公公開開開開というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今までまでまでまで私私私私どものどものどものどものリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業者者者者というのはというのはというのはというのは、、、、かなりエラーをかなりエラーをかなりエラーをかなりエラーを起起起起こしてきたこしてきたこしてきたこしてきた業界業界業界業界ですですですです。。。。これこれこれこれ、、、、今回今回今回今回環境環境環境環境省省省省のののの室長室長室長室長にもおにもおにもおにもお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関してしてしてして廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理法理法理法理法等等等等がががが強化強化強化強化されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという歴歴歴歴史史史史がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、これはこれはこれはこれはややややはりエラーをはりエラーをはりエラーをはりエラーを起起起起こしたこしたこしたこした業業業業者者者者さんさんさんさんをこれをこれをこれをこれ以以以以上上上上認認認認めさめさめさめさせてせてせてせてはいけないはいけないはいけないはいけない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会的社会的社会的社会的なななな信信信信用用用用をををを失失失失ったものにったものにったものにったものに対対対対してしてしてして何何何何とかとかとかとか改改改改善善善善をしをしをしをしなけれなけれなけれなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、法法法法改改改改正正正正がたびたびがたびたびがたびたびがたびたび行行行行われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。ということはということはということはということは、、、、私私私私どもはどもはどもはどもはそういったそういったそういったそういった面面面面でのでのでのでのリリリリサイクルをするというサイクルをするというサイクルをするというサイクルをするという目目目目的的的的のののの中中中中でもでもでもでも廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理というというというという現現現現状状状状にはにはにはには変変変変わりありまわりありまわりありまわりありませんのでせんのでせんのでせんので、、、、そういったそういったそういったそういった法法法法のもとにのもとにのもとにのもとにややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないことをきいけないことをきいけないことをきいけないことをきちちちちっとっとっとっと守守守守るというるというるというるというココココンプライアンプライアンプライアンプライアンスのンスのンスのンスの精神精神精神精神をををを特特特特にににに重要重要重要重要視視視視しておりますしておりますしておりますしております。。。。    そのそのそのその中中中中でででで特特特特にににに始始始始まっておりますのがまっておりますのがまっておりますのがまっておりますのが、、、、優優優優良良良良性性性性評価評価評価評価制制制制度度度度というものがというものがというものがというものが既既既既にににに始始始始まっておりましてまっておりましてまっておりましてまっておりまして、、、、企企企企業業業業にににに対対対対するするするする情情情情報報報報公公公公開開開開。。。。ということはということはということはということは、、、、今今今今までまでまでまで、、、、本本本本来来来来はははは営営営営業業業業上上上上できるできるできるできるだだだだけけけけ隠隠隠隠しておきたいところもしておきたいところもしておきたいところもしておきたいところも含含含含めてめてめてめて、、、、現現現現状状状状会社会社会社会社がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうになっているのかということをうになっているのかということをうになっているのかということをうになっているのかということを、、、、情情情情報報報報をををを開開開開示示示示するするするする、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう決算決算決算決算書書書書であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、役員役員役員役員のののの経経経経歴歴歴歴、、、、あとはあとはあとはあとは処処処処理理理理量量量量のののの開開開開示示示示、、、、どういったものをどこにどういったものをどこにどういったものをどこにどういったものをどこにややややっているかとっているかとっているかとっているかというフローのいうフローのいうフローのいうフローの開開開開示示示示、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものにつつつついてのいてのいてのいての情情情情報報報報をををを開開開開示示示示しなけれしなけれしなけれしなければばばば優優優優良良良良事業事業事業事業者者者者としてはとしてはとしてはとしては認認認認めらめらめらめられませんというようなものがスタートしておりますれませんというようなものがスタートしておりますれませんというようなものがスタートしておりますれませんというようなものがスタートしております。。。。たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは任任任任意意意意でありますけれどもでありますけれどもでありますけれどもでありますけれども、、、、今今今今回回回回、、、、皆皆皆皆さんとおさんとおさんとおさんとお話話話話するときにするときにするときにするときに、、、、相当皆相当皆相当皆相当皆さんはさんはさんはさんは環境環境環境環境のためにいろいろとのためにいろいろとのためにいろいろとのためにいろいろと勉勉勉勉強強強強したりしたりしたりしたり、、、、関関関関心心心心をををを持持持持ってってってっておられるおられるおられるおられる方方方方ばばばばかりかりかりかりだだだだとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする、、、、こういっこういっこういっこういったものはどうなっているんたものはどうなっているんたものはどうなっているんたものはどうなっているんだだだだといといといというニーズにうニーズにうニーズにうニーズに対対対対してしてしてして我我我我々々々々はおはおはおはお答答答答えしないといけないというえしないといけないというえしないといけないというえしないといけないという責責責責務務務務がありますがありますがありますがあります。。。。ですからですからですからですから、、、、そういったそういったそういったそういったものをものをものをものを、、、、法法法法律律律律上上上上決決決決まっていることをきまっていることをきまっていることをきまっていることをきちちちちっとっとっとっと守守守守るということとるということとるということとるということと、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが知知知知りたいというりたいというりたいというりたいという情情情情報報報報をををを開開開開示示示示するということするということするということするということ、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを今後今後今後今後推進推進推進推進していくということでありますしていくということでありますしていくということでありますしていくということであります。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、当当当当社社社社ももももホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等でそういったでそういったでそういったでそういった面面面面ににににつつつついてはいてはいてはいては既既既既にににに公公公公開開開開しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、興興興興味味味味があったらがあったらがあったらがあったらごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだくとともにくとともにくとともにくとともに、、、、同同同同業業業業者者者者がどういうがどういうがどういうがどういう形形形形ででででリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを推進推進推進推進していくのかということをしていくのかということをしていくのかということをしていくのかということを情情情情報報報報をおをおをおをお集集集集めになっためになっためになっためになった上上上上でででで、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろとごごごご質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばばおおおお受受受受けしたけしたけしたけしたいといといといと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    そのそのそのその中中中中でででで、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、我我我我々々々々はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしてもリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをややややるということになれるということになれるということになれるということになればばばば、、、、事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとして儲儲儲儲けけけけたいんですたいんですたいんですたいんですねねねね。。。。ということはということはということはということは、、、、儲儲儲儲けけけけををををややややれれれればやばやばやばやるるるるほほほほどどどど、、、、ももももちちちちろんろんろんろん社会社会社会社会のためになるわけですのためになるわけですのためになるわけですのためになるわけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、それをそれをそれをそれをややややるときにるときにるときにるときに、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、もうけをもうけをもうけをもうけをややややるためにるためにるためにるためにリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを全部全部全部全部推進推進推進推進すれすれすれすればばばばいいいいいというわけでなくていというわけでなくていというわけでなくていというわけでなくて、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを推進推進推進推進することによってかえってすることによってかえってすることによってかえってすることによってかえってココココストがかかるストがかかるストがかかるストがかかる。。。。ココココストとストとストとストということはいうことはいうことはいうことは、、、、現実的現実的現実的現実的にはにはにはには金金金金銭銭銭銭的的的的ななななココココストもありますしストもありますしストもありますしストもありますし、、、、環境環境環境環境面面面面ののののココココストストストスト、、、、ということはということはということはということは、、、、リリリリサイサイサイサイクルをするときにクルをするときにクルをするときにクルをするときに余余余余分分分分にににに燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使ううううじゃじゃじゃじゃなななないかというものにいかというものにいかというものにいかというものに対対対対してしてしてして、、、、そそそそういったものをういったものをういったものをういったものを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり良良良良心心心心がががが痛痛痛痛むむむむといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、良良良良心心心心がががが痛痛痛痛むむむむものにものにものにものにつつつついていていていてはできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ控控控控えたえたえたえたほほほほうがいいうがいいうがいいうがいい、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによってはややややってはいけないというようなものをってはいけないというようなものをってはいけないというようなものをってはいけないというようなものを認識認識認識認識したしたしたした上上上上ででででややややらないとらないとらないとらないと、、、、私私私私はははは世世世世間間間間のののの評価評価評価評価はははは得得得得られませんしられませんしられませんしられませんし、、、、環境環境環境環境にもにもにもにもややややはりよくないということをはりよくないということをはりよくないということをはりよくないということを強強強強くくくく認識認識認識認識するするするする時代時代時代時代になってきたのかなとになってきたのかなとになってきたのかなとになってきたのかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。リリリリサイクルといいますかサイクルといいますかサイクルといいますかサイクルといいますか、、、、こういうこういうこういうこういうよよよようなうなうなうな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理をするをするをするをすることことことことににににつつつついていていていて、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様のののの理理理理解解解解をををを得得得得ることることることることがががが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということで、、、、情情情情報開報開報開報開示示示示にににに取取取取りりりり組組組組んでおらんでおらんでおらんでおられるということでれるということでれるということでれるということで、、、、今後今後今後今後のののの企業企業企業企業のありのありのありのあり方方方方かなというかなというかなというかなというよよよようにうにうにうに感感感感じじじじましたましたましたました。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ推進推進推進推進室室室室のののの松松松松井室長井室長井室長井室長さんからおさんからおさんからおさんからお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと存存存存じじじじ
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ますますますます。。。。今今今今皆皆皆皆様様様様からそれからそれからそれからそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でおでおでおでお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきますときますときますときますと、、、、ややややはりはりはりはりリリリリサイクルとかサイクルとかサイクルとかサイクルとか 3R3R3R3R のののの前前前前のののの 2222つつつつのののの活動活動活動活動をするためにはいろいろなをするためにはいろいろなをするためにはいろいろなをするためにはいろいろな制制制制約約約約条件条件条件条件があるがあるがあるがある、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境条件条件条件条件があるがあるがあるがある。。。。そのそのそのその中中中中にはにはにはには法法法法制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境というというというという、、、、狭狭狭狭いいいい意意意意味味味味でのでのでのでの環境環境環境環境になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でのでのでのでの実実実実態態態態だだだだとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境関連環境関連環境関連環境関連のののの事業事業事業事業者者者者のののの考考考考ええええ方方方方、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが変変変変化化化化をしてきておりますけれどもをしてきておりますけれどもをしてきておりますけれどもをしてきておりますけれども、、、、そういそういそういそういったものにったものにったものにったものに対対対対してしてしてして県県県県としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういうよよよようにうにうにうに対対対対応応応応していくかということをしていくかということをしていくかということをしていくかということを、、、、3R3R3R3R をををを推進推進推進推進するというするというするというするという視点視点視点視点からどういうからどういうからどういうからどういうよよよようにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んでいるかということにんでいるかということにんでいるかということにんでいるかということにつつつついておいておいておいてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、松松松松井室長井室長井室長井室長、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    松松松松井室長井室長井室長井室長    

        徳島県徳島県徳島県徳島県ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ推進推進推進推進室長室長室長室長のののの松松松松井井井井とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

        私私私私ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、3R3R3R3R にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて少少少少しししし話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴鈴鈴鈴木木木木先先先先生生生生からもからもからもからも、、、、地球地球地球地球はははは有有有有限限限限であるというであるというであるというであるというふふふふうなおうなおうなおうなお話話話話もありましたけれどももありましたけれどももありましたけれどももありましたけれども、、、、20202020 世世世世紀紀紀紀のののの先進先進先進先進諸諸諸諸国国国国がががが急急急急激激激激にににに増増増増大大大大させたさせたさせたさせた経済経済経済経済活動活動活動活動によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、地球地球地球地球へへへへのののの圧圧圧圧力力力力はははは限限限限界界界界をををを超超超超えるえるえるえるほほほほどどどど大大大大きくなっておりきくなっておりきくなっておりきくなっておりますますますます。。。。もしもしもしもし世世世世界界界界中中中中のののの人人人人々々々々がががが日日日日本本本本人人人人のようなのようなのようなのような暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを始始始始めたらめたらめたらめたら、、、、地球地球地球地球がががが約約約約 2.42.42.42.4 個個個個必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ人人人人並並並並みのみのみのみの生生生生活活活活になりますとになりますとになりますとになりますと約約約約 5.35.35.35.3 個個個個のののの地球地球地球地球がががが必要必要必要必要になるとになるとになるとになると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成はははは、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀のののの世世世世界界界界をををを持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会にするためのにするためのにするためのにするための不不不不可可可可欠欠欠欠なななな取取取取りりりり組組組組みであるとみであるとみであるとみであると思思思思いますいますいますいます。。。。
2000200020002000 年年年年 5555 月月月月にににに、、、、循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法がががが制定制定制定制定されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが本本本本格格格格的的的的にににに開始開始開始開始をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを大大大大きくきくきくきく分分分分けますとけますとけますとけますと、、、、
3333つごつごつごつござざざざいまいまいまいますすすす。。。。    

        1111 つつつつ目目目目はははは、、、、基本基本基本基本法法法法のもとにのもとにのもとにのもとに定定定定められているめられているめられているめられている個個個個別別別別物品物品物品物品ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法やややや制制制制度度度度をををを円円円円滑滑滑滑にににに運営運営運営運営していしていしていしていくということでありますくということでありますくということでありますくということであります。。。。現現現現在在在在、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装、、、、家家家家電電電電、、、、食品食品食品食品、、、、建建建建設設設設、、、、自動自動自動自動車車車車のののの 5555 つつつつののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法とととと、、、、パパパパソソソソココココンンンンややややオートバイなどのオートバイなどのオートバイなどのオートバイなどのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル制制制制度度度度がががが実施実施実施実施されておりますされておりますされておりますされております。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの秋秋秋秋からはからはからはからは
FRPFRPFRPFRP 線線線線ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル制制制制度度度度がががが開始開始開始開始されますしされますしされますしされますし、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから話話話話がありますようにがありますようにがありますようにがありますように、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイサイサイサイクルクルクルクル法法法法のののの改改改改正正正正がががが本年本年本年本年のののの春春春春にににに行行行行われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。それにそれにそれにそれに、、、、家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、来来来来年年年年度度度度のののの改改改改正正正正をををを見見見見据据据据えたえたえたえた見見見見直直直直しがしがしがしが検討検討検討検討されておりますされておりますされておりますされております。。。。これらのこれらのこれらのこれらのリリリリサイクルシステムがサイクルシステムがサイクルシステムがサイクルシステムが消費消費消費消費者者者者やややや関連関連関連関連事業事業事業事業者者者者のののの方方方方々々々々にににに理理理理解解解解されましてされましてされましてされまして、、、、混混混混乱乱乱乱なくなくなくなく機機機機能能能能するようにするようにするようにするように、、、、研研研研修修修修会会会会やややや広広広広報活動報活動報活動報活動、、、、関係業関係業関係業関係業者者者者へへへへのののの指指指指導導導導などをなどをなどをなどを行行行行ってきたところでありますってきたところでありますってきたところでありますってきたところであります。。。。またまたまたまた、、、、これらのこれらのこれらのこれらの制制制制度自体度自体度自体度自体がよりよいものとなるようにがよりよいものとなるようにがよりよいものとなるようにがよりよいものとなるように、、、、国国国国にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても積極的積極的積極的積極的にににに提言提言提言提言やややや要望要望要望要望をををを行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。    

        2222 つつつつ目目目目はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提唱提唱提唱提唱されましたゼロエミッションのされましたゼロエミッションのされましたゼロエミッションのされましたゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方をををを基本基本基本基本にしたにしたにしたにしたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業のののの育成育成育成育成でありますでありますでありますであります。。。。本県本県本県本県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための調調調調査査査査、、、、検討検討検討検討、、、、方方方方針針針針のののの策策策策定定定定などをなどをなどをなどを行行行行いましていましていましていまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業にににに対対対対するするするする資資資資金金金金のののの融融融融資資資資やややや補補補補助制助制助制助制度度度度のののの創創創創設設設設、、、、またまたまたまた産学産学産学産学官官官官のののの交交交交流流流流、、、、連連連連携携携携をををを進進進進めめめめるるるる環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス交交交交流会議流会議流会議流会議のののの結結結結成成成成、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで循環資源循環資源循環資源循環資源のののの情情情情報報報報交交交交換換換換をををを行行行行ううううリリリリサイクルネットとくしまサイクルネットとくしまサイクルネットとくしまサイクルネットとくしまやややや、、、、優優優優良良良良ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製製製製品品品品、、、、3R3R3R3R モモモモデデデデルルルル事業事業事業事業所所所所をををを県県県県がががが認認認認定定定定するするするする制制制制度度度度のののの創創創創設設設設などをなどをなどをなどを実施実施実施実施してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。現現現現状状状状としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、廃廃廃廃石石石石膏膏膏膏ボボボボーーーードドドドののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル工場工場工場工場のののの創創創創設設設設やややや建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材などのなどのなどのなどの木木木木質質質質バイオマスをエネルバイオマスをエネルバイオマスをエネルバイオマスをエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして利用利用利用利用するためのするためのするためのするための実実実実証証証証プラントのプラントのプラントのプラントの創創創創業業業業をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、県内事業県内事業県内事業県内事業所所所所さんでさんでさんでさんで 3R3R3R3Rをををを推進推進推進推進するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。    

        3333 つつつつ目目目目としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの協働協働協働協働によるによるによるによる 3R3R3R3R のののの普及推進活動普及推進活動普及推進活動普及推進活動でありますでありますでありますであります。。。。本県本県本県本県ではではではでは、、、、民民民民間間間間団体団体団体団体、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、行政機行政機行政機行政機関関関関、、、、学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者のののの幅幅幅幅広広広広いいいい連連連連携携携携によりによりによりにより、、、、環境環境環境環境対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ徳島環境県徳島環境県徳島環境県徳島環境県民会議民会議民会議民会議というというというという組組組組織織織織がががが結結結結成成成成されておりますされておりますされておりますされております。。。。このこのこのこの県民会議県民会議県民会議県民会議をををを中中中中心心心心にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、各各各各種種種種セセセセミナーミナーミナーミナーやややや研研研研修修修修会会会会、、、、キキキキャャャャンンンンペペペペーンなどのーンなどのーンなどのーンなどの開催開催開催開催、、、、またまたまたまたボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活動活動活動活動へへへへのののの支援支援支援支援やややや交交交交流会流会流会流会のののの実施実施実施実施、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいおしいおしいおしいお店店店店であるエであるエであるエであるエココココショップのショップのショップのショップの普及普及普及普及、、、、またまたまたまた先先先先ほほほほどどどど報告報告報告報告がありましたエがありましたエがありましたエがありましたエココココイイイイベベベベントのントのントのントの取取取取りりりり組組組組みなどをみなどをみなどをみなどを行行行行っっっっ
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てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。    本本本本当当当当にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを築築築築くためにはくためにはくためにはくためには、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりのライフスタイルのとりのライフスタイルのとりのライフスタイルのとりのライフスタイルの変変変変換換換換がががが求求求求められておりますのでめられておりますのでめられておりますのでめられておりますので、、、、このようなこのようなこのようなこのような県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの協働協働協働協働作作作作業業業業をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが最最最最もももも大大大大切切切切なななな取取取取りりりり組組組組みであるというみであるというみであるというみであるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、3R3R3R3R のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの全全全全国的国的国的国的なななな状況状況状況状況、、、、先先先先ほほほほどどどど話話話話ががががごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつついてはいてはいてはいては比比比比較較較較的進的進的進的進んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースがおくれているというースがおくれているというースがおくれているというースがおくれているというふふふふうなうなうなうな状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、本県本県本県本県ではではではでは、、、、本年度本年度本年度本年度からからからからごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに力力力力をををを入入入入れておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、市市市市町村町村町村町村のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの検討検討検討検討会会会会のののの実施実施実施実施やややや、、、、スーパーなどのスーパーなどのスーパーなどのスーパーなどの量量量量販販販販店店店店においてにおいてにおいてにおいてリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースをースをースをースを進進進進めるめるめるめる販販販販売売売売方方方方法法法法などのなどのなどのなどの検討検討検討検討もももも始始始始めてめてめてめているところでいるところでいるところでいるところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    以以以以上上上上のようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを通通通通しましてしましてしましてしまして、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県におけるにおけるにおけるにおける循環循環循環循環型社会型社会型社会型社会のののの構築構築構築構築をををを進進進進めているところでめているところでめているところでめているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。最後最後最後最後ののののほほほほうにおうにおうにおうにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、リリリリサイクルではもうサイクルではもうサイクルではもうサイクルではもうだだだだめでめでめでめで、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースというースというースというースというふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで、、、、リデュリデュリデュリデュースのースのースのースのほほほほうをうをうをうを進進進進めていかないといけなめていかないといけなめていかないといけなめていかないといけないといういといういといういというごごごご指指指指摘摘摘摘だだだだったかとったかとったかとったかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        たたたただだだだいまいまいまいま、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの方方方方からからからから取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつつきましておきましておきましておきましてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたんですけれどもきましたんですけれどもきましたんですけれどもきましたんですけれども、、、、本本本本日日日日ごごごご出席出席出席出席いたいたいたいただだだだいておりますパネラーのいておりますパネラーのいておりますパネラーのいておりますパネラーの方方方方はははは、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな立立立立場場場場のののの方方方方ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こういったこういったこういったこういった方方方方々々々々がおそろいになるのはめったにないがおそろいになるのはめったにないがおそろいになるのはめったにないがおそろいになるのはめったにない機機機機会会会会だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最初初初初におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国国国国ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの行政行政行政行政のののの最前最前最前最前線線線線ででででごごごご活活活活躍躍躍躍いたいたいたいただだだだいておりますいておりますいておりますいております庄子庄子庄子庄子さんをはさんをはさんをはさんをはじじじじめめめめ、、、、最後最後最後最後にににに話話話話題提題提題提題提供供供供してしてしてしていたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、地方地方地方地方行政行政行政行政ででででごごごごみゼロのみゼロのみゼロのみゼロの施施施施策策策策をををを現現現現在在在在進進進進めておられますめておられますめておられますめておられます松松松松井室長井室長井室長井室長さんさんさんさん、、、、それからそれからそれからそれから、、、、事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業としてとしてとしてとして自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを中中中中心心心心にににに経経経経営営営営されているされているされているされている三木三木三木三木さんさんさんさん、、、、ままままたたたた NPONPONPONPO 法人法人法人法人でででで、、、、今今今今までまでまでまで 22222222 年年年年にわたりましてにわたりましてにわたりましてにわたりましてリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに取取取取りりりり組組組組まれておりますまれておりますまれておりますまれております杉浦杉浦杉浦杉浦さんさんさんさん、、、、立立立立場場場場はいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ違違違違いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた取取取取りりりり組組組組まれているまれているまれているまれている内容内容内容内容もさまもさまもさまもさまざざざざまでまでまでまでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういったことそういったことそういったことそういったことでででで、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように話話話話をををを進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか、、、、あるいはまとめていくかあるいはまとめていくかあるいはまとめていくかあるいはまとめていくかというのはというのはというのはというのは大大大大変難変難変難変難しいなとしいなとしいなとしいなと感感感感じじじじておるわけでておるわけでておるわけでておるわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、逆逆逆逆にににに申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、違違違違ったったったった視点視点視点視点からからからから意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだけるのでけるのでけるのでけるのではないかというはないかというはないかというはないかというよよよようにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        これからこれからこれからこれから約約約約 30303030 分分分分ほほほほどになるかとどになるかとどになるかとどになるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、本本本本日日日日のフのフのフのフリリリリートーートーートーートーキキキキングにングにングにングにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、3333つつつつのののの点点点点にににに絞絞絞絞っておっておっておってお話話話話をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。1111 つつつつはははは、、、、象象象象徴徴徴徴的的的的なものであるというなものであるというなものであるというなものであるという話話話話ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました「「「「レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減のののの今後今後今後今後のののの動動動動向向向向」」」」ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだきましたんですきましたんですきましたんですきましたんですがががが、、、、もうもうもうもう少少少少しおしおしおしお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、「「「「3R3R3R3R をををを実現実現実現実現していくためにしていくためにしていくためにしていくために、、、、私私私私たたたたちちちちのののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしをどのようにどのようにどのようにどのように変変変変えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。」」」」これこれこれこれにはにはにはには問問問問題題題題をををを含含含含んでおりますけれどもんでおりますけれどもんでおりますけれどもんでおりますけれども、、、、そういったそういったそういったそういった点点点点。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、3333 つつつつ目目目目にににに、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、最最最最初初初初のののの鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演にににに「「「「バックバックバックバックキキキキャャャャステステステスティィィィングングングング」」」」ということのということのということのということのごごごご紹介紹介紹介紹介がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてもういてもういてもういてもう少少少少しおしおしおしお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのがというのがというのがというのが今日今日今日今日ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドですよということでですよということでですよということでですよということでごごごござざざざいましたですがいましたですがいましたですがいましたですが、、、、これにこれにこれにこれにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、法法法法改改改改正正正正もありましたのでもありましたのでもありましたのでもありましたので、、、、これをこれをこれをこれを具具具具体的体的体的体的なななな例例例例としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私もももも消費者消費者消費者消費者のののの一一一一人人人人ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、スーパースーパースーパースーパー等等等等へへへへ行行行行きますときますときますときますと、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋、、、、大体大体大体大体断断断断るんでするんでするんでするんですがががが、、、、たまにはたまにはたまにはたまには持持持持っていっていないっていっていないっていっていないっていっていないケケケケースもありましてースもありましてースもありましてースもありまして、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような場場場場合合合合にはにはにはには次次次次にににに使使使使うといううといううといううというよよよようなこともありますがうなこともありますがうなこともありますがうなこともありますが、、、、そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが日常日常日常日常のののの生生生生活活活活のののの中中中中でででで具具具具体的体的体的体的にににに接接接接しているとしているとしているとしているというようなことでいうようなことでいうようなことでいうようなことでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、これをこれをこれをこれを本本本本日日日日ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドのののの 1111 つつつつとしてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげてててて、、、、ディディディディススススカカカカッションをしてまいりたいとッションをしてまいりたいとッションをしてまいりたいとッションをしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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        最最最最初初初初にににに、、、、庄子庄子庄子庄子さんからさんからさんからさんから、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装、、、、特特特特ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減にににに、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは、、、、消費者消費者消費者消費者のののの自主的自主的自主的自主的なななな減減減減ららららすすすす行行行行動動動動、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは世田谷世田谷世田谷世田谷区区区区、、、、韓韓韓韓国国国国、、、、またまたまたまた、、、、私私私私はははは今今今今からからからから十十十十七七七七、、、、八八八八年年年年前前前前にイにイにイにイギリギリギリギリスにスにスにスにししししばばばばらくらくらくらくおりまおりまおりまおりましたんですがしたんですがしたんですがしたんですが、、、、そのときそのときそのときそのとき、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋 1111つつつつににににつつつつきましてきましてきましてきまして 1111ペペペペニーニーニーニー、、、、ですからですからですからですから当当当当時時時時ですとですとですとですと 2222円円円円 50505050銭銭銭銭ぐぐぐぐらいですがらいですがらいですがらいですが、、、、そういったそういったそういったそういった有料化有料化有料化有料化ということをということをということをということを彼彼彼彼らはらはらはらはややややっておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。法法法法制制制制度度度度というというというという政策手政策手政策手政策手段段段段ををををとるようになったとるようになったとるようになったとるようになった経経経経緯緯緯緯ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてもういてもういてもういてもう少少少少しししし詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけることがありましたらけることがありましたらけることがありましたらけることがありましたら、、、、おおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。特特特特にににに、、、、従来従来従来従来そそそそういったことでういったことでういったことでういったことで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを生生生生産産産産してしてしてして、、、、使使使使用用用用してしてしてして、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても廃棄廃棄廃棄廃棄をするというをするというをするというをするという、、、、こういったプロこういったプロこういったプロこういったプロセセセセスをスをスをスを変変変変えなけれえなけれえなけれえなければばばばならないということにならないということにならないということにならないということにつつつついていていていて、、、、もうもうもうもう少少少少ししししごごごご説説説説明明明明いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    庄庄庄庄子室長補佐子室長補佐子室長補佐子室長補佐 

  今今今今年年年年のののの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの改改改改正正正正のののの中中中中ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減というのがというのがというのがというのが 1 つつつつののののポポポポイントになったとイントになったとイントになったとイントになったというおいうおいうおいうお話話話話をををを先先先先ほほほほどさせていたどさせていたどさせていたどさせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、ななななぜぜぜぜいろいろあるいろいろあるいろいろあるいろいろある容容容容器包器包器包器包装装装装のののの中中中中ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減なのなのなのなのかということとかということとかということとかということと、、、、そのそのそのその手法手法手法手法としてとしてとしてとして、、、、法法法法制制制制度度度度にににに位位位位置置置置づけてづけてづけてづけて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、どういうどういうどういうどういう考考考考ええええ方方方方なのかということになのかということになのかということになのかということにつつつついていていていて少少少少しおしおしおしお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  容容容容器包器包器包器包装装装装ごごごごみのみのみのみの 3R、、、、中中中中でもでもでもでもリデュリデュリデュリデュースということでースということでースということでースということで、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生量量量量をををを削減削減削減削減しまししまししまししましょょょょううううというというというという取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついてはいてはいてはいては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ペペペペットットットットボボボボトルなんかをトルなんかをトルなんかをトルなんかを見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの軽軽軽軽量量量量化化化化、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは薄薄薄薄肉肉肉肉化化化化ということでということでということでということで薄薄薄薄くするというくするというくするというくするという取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、あるあるあるある程程程程度進度進度進度進んできているのではないかんできているのではないかんできているのではないかんできているのではないかとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。理理理理由由由由としてはとしてはとしてはとしては、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、事業事業事業事業者者者者にににに対対対対してしてしてしてリリリリサイクサイクサイクサイクルのルのルのルの義義義義務務務務がかかりますけれどもがかかりますけれどもがかかりますけれどもがかかりますけれども、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装のののの使使使使用用用用量量量量にににに応応応応じじじじておておておてお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる仕仕仕仕組組組組みになっておりまみになっておりまみになっておりまみになっておりますのですのですのですので、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ負担負担負担負担をををを減減減減らそうということでらそうということでらそうということでらそうということで使使使使用用用用量量量量もももも減減減減らしていくというらしていくというらしていくというらしていくという取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつつながながながながっていますっていますっていますっています。。。。 

  一方一方一方一方でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは、、、、例例例例ええええばばばばスーパーがスーパーがスーパーがスーパーがレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの量量量量をををを減減減減らそうというらそうというらそうというらそうということでことでことでことで、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ配配配配らないようにしようとしてもらないようにしようとしてもらないようにしようとしてもらないようにしようとしても、、、、消費者消費者消費者消費者がががが欲欲欲欲ししししいいいい、、、、欲欲欲欲しいということでもらしいということでもらしいということでもらしいということでもらってしまったらってしまったらってしまったらってしまったら、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか効効効効果果果果がががが上上上上がらないがらないがらないがらない。。。。一方一方一方一方でででで、、、、消費者消費者消費者消費者のののの中中中中でもでもでもでも、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけレレレレジジジジ袋袋袋袋をもをもをもをもらわないようにしようとらわないようにしようとらわないようにしようとらわないようにしようと思思思思ってもってもってもっても、、、、それがそれがそれがそれが一一一一部部部部のののの消費者消費者消費者消費者にににに限限限限られてられてられてられて、、、、事業事業事業事業者者者者がそのがそのがそのがその気気気気になってくになってくになってくになってくれないとそういったれないとそういったれないとそういったれないとそういった取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが広広広広がらないということでがらないということでがらないということでがらないということで、、、、事業事業事業事業者者者者とととと消費者消費者消費者消費者とととと双双双双方一体方一体方一体方一体となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきものではないかということできものではないかということできものではないかということできものではないかということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  レレレレジジジジ袋袋袋袋そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、年年年年間間間間使使使使用用用用量量量量はははは年年年年間間間間大体大体大体大体 300 億億億億枚枚枚枚というというというというふふふふうにうにうにうに業界団体業界団体業界団体業界団体がががが推推推推計計計計しておりまししておりまししておりまししておりましてててて、、、、ごごごごみのみのみのみの量量量量にするとにするとにするとにすると重重重重さにしてさにしてさにしてさにして 60 万万万万トントントントンほほほほどになりますどになりますどになりますどになります。。。。一一一一般般般般廃棄物全廃棄物全廃棄物全廃棄物全体体体体ですとですとですとですと約約約約 5,000 万万万万トントントントンごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその比比比比較較較較でででで見見見見るとるとるとると 1％％％％ちちちちょょょょっとというっとというっとというっとという量量量量ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、
CO2対策対策対策対策ということでということでということでということで見見見見ましてもましてもましてもましても、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋 300 億億億億枚枚枚枚をををを原油原油原油原油にににに換換換換算算算算するとするとするとすると 55.8 万万万万キキキキロロロロリリリリットルとットルとットルとットルといういういういう推推推推計計計計ももももごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、200 リリリリットルのットルのットルのットルのドドドドラムラムラムラム缶缶缶缶にしてにしてにしてにして約約約約 250 万万万万本本本本使使使使われているのではないかわれているのではないかわれているのではないかわれているのではないかというというというという見見見見方方方方ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは、、、、我我我我々々々々のののの日日日日々々々々のののの生生生生活活活活のののの中中中中でででで非非非非常常常常にににに身近身近身近身近なななな存存存存在在在在ででででごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、ここここれまでれまでれまでれまで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋にににに限限限限らずですけれどもらずですけれどもらずですけれどもらずですけれども、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく出出出出てきたてきたてきたてきたごごごごみがあれみがあれみがあれみがあればばばば、、、、それをそれをそれをそれをリリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばば最最最最終終終終的的的的にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てられるてられるてられるてられるごごごごみみみみのののの量量量量はははは減減減減るのではないかということでるのではないかということでるのではないかということでるのではないかということで進進進進めてきましたがめてきましたがめてきましたがめてきましたが、、、、それよそれよそれよそれよりもりもりもりも、、、、まずまずまずまず元元元元をををを絶絶絶絶つつつつ対策対策対策対策がががが一一一一番番番番効効効効果果果果的的的的ではないかということでではないかということでではないかということでではないかということで、、、、そのそのそのその最最最最もももも象象象象徴徴徴徴的的的的なななな対策対策対策対策というこというこというこということにはなりますけれどもとにはなりますけれどもとにはなりますけれどもとにはなりますけれども、、、、先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からもからもからもからも、、、、ななななぜぜぜぜレレレレジジジジ袋袋袋袋かということでかということでかということでかということで整整整整理理理理してしてしてしてごごごご紹介紹介紹介紹介いいいいたたたただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、まさにまさにまさにまさにレレレレジジジジ袋対策袋対策袋対策袋対策はははは私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりがそうしたとりがそうしたとりがそうしたとりがそうした容容容容器包器包器包器包装装装装ののののごごごごみのみのみのみの量量量量をををを減減減減らすらすらすらす
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行行行行動動動動をををを起起起起こすきっかけになれこすきっかけになれこすきっかけになれこすきっかけになればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使っているからっているからっているからっているからいいいいいいいいじゃじゃじゃじゃないかとかないかとかないかとかないかとか、、、、そういったおそういったおそういったおそういったお話話話話ももももごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで有効有効有効有効にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくのはいいんですけれどもくのはいいんですけれどもくのはいいんですけれどもくのはいいんですけれども、、、、必必必必ずしもそういうずしもそういうずしもそういうずしもそういう使使使使われわれわれわれ方方方方ばばばばかりではないのではないかかりではないのではないかかりではないのではないかかりではないのではないか。。。。 

  昨昨昨昨年年年年 9 月月月月にににに、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府がががが世世世世論論論論調調調調査査査査をををを実施実施実施実施いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化ににににつつつついていていていて調調調調査査査査をしたわけをしたわけをしたわけをしたわけですがですがですがですが、、、、55％％％％のののの国民国民国民国民のののの方方方方がががが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化賛賛賛賛成成成成とおとおとおとお答答答答えをいたえをいたえをいたえをいただだだだいたということもありますしいたということもありますしいたということもありますしいたということもありますし、、、、このたびこのたびこのたびこのたび法法法法律律律律でででで事業事業事業事業者者者者、、、、消費者消費者消費者消費者がががが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるめるめるめる枠枠枠枠組組組組みをみをみをみをつつつつくったということでくったということでくったということでくったということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの特特特特質質質質としてもうとしてもうとしてもうとしてもう少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、他他他他のののの容容容容器包器包器包器包装装装装ですとですとですとですと、、、、完完完完全全全全にゼロにするというにゼロにするというにゼロにするというにゼロにするというのはなかなかのはなかなかのはなかなかのはなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても商商商商品品品品をををを買買買買うということですとうということですとうということですとうということですと、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装がそのがそのがそのがその商商商商品品品品をををを入入入入れたりれたりれたりれたり包包包包んんんんだだだだりということでりということでりということでりということで必必必必ずずずずつつつついてくるいてくるいてくるいてくるケケケケースがースがースがースがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。一方一方一方一方でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私たたたたちちちち消費者消費者消費者消費者がががが、、、、家家家家からマイバッグをからマイバッグをからマイバッグをからマイバッグを持持持持っていくということでっていくということでっていくということでっていくということで、、、、ちちちちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした心心心心がけでがけでがけでがけで、、、、全全全全くくくく使使使使わないわないわないわないというというというという取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも可能可能可能可能であるということでありましてであるということでありましてであるということでありましてであるということでありまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策にににに関連関連関連関連していえしていえしていえしていえばばばば、、、、冷冷冷冷房房房房とかとかとかとか暖房暖房暖房暖房のののの温温温温度度度度をををを 1 度度度度上上上上げげげげたりたりたりたり下下下下げげげげたりということとかたりということとかたりということとかたりということとか、、、、家家家家電製電製電製電製品品品品のののの待待待待機機機機電電電電力力力力をををを減減減減らしらしらしらしましましましましょょょょうということとうということとうということとうということと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、日日日日々々々々ののののちちちちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした工夫工夫工夫工夫をををを通通通通じじじじてこうしたてこうしたてこうしたてこうした環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを削減削減削減削減でででできるのではないかきるのではないかきるのではないかきるのではないか。。。。そうしたそうしたそうしたそうした取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを広広広広げげげげていこうということでていこうということでていこうということでていこうということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、商商商商品品品品をををを買買買買うときにうときにうときにうときに、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装をををを買買買買っているわけではなくてっているわけではなくてっているわけではなくてっているわけではなくて、、、、中中中中のののの商商商商品品品品がががが必要必要必要必要なわけですなわけですなわけですなわけですからからからから、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、家家家家からマイバッグからマイバッグからマイバッグからマイバッグ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはふふふふろしきのようなものをろしきのようなものをろしきのようなものをろしきのようなものを持持持持っていっていっていっていっていっていっていっていたたたただだだだくことによってくことによってくことによってくことによってむむむむだだだだをををを省省省省くくくく、、、、まさにこういったまさにこういったまさにこういったまさにこういった取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方をををを我我我我がががが国国国国のののの社会社会社会社会にににに根根根根付付付付かせるきっかけになるのではないかとかせるきっかけになるのではないかとかせるきっかけになるのではないかとかせるきっかけになるのではないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  たたたただだだだ、、、、法法法法制制制制度度度度ををををつつつつくったということでありますけれどもくったということでありますけれどもくったということでありますけれどもくったということでありますけれども、、、、限限限限界界界界もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ガガガガイイイイドドドドラインということでラインということでラインということでラインということで、、、、事業事業事業事業者者者者のののの、、、、小小小小売売売売業業業業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを促促促促進進進進していしていしていしていこうというこうというこうというこうという枠枠枠枠組組組組みになっておりますみになっておりますみになっておりますみになっております。。。。ですからですからですからですから、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化がががが全全全全事業事業事業事業者者者者にににに義義義義務務務務づけらづけらづけらづけられているということではありませんでれているということではありませんでれているということではありませんでれているということではありませんで、、、、それはそれはそれはそれは個個個個々々々々のののの事業事業事業事業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みということになりますみということになりますみということになりますみということになります。。。。実際実際実際実際にどれくらいにどれくらいにどれくらいにどれくらい実効性実効性実効性実効性がががが上上上上がっていくのかというのはこれからのがっていくのかというのはこれからのがっていくのかというのはこれからのがっていくのかというのはこれからの話話話話ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、枠枠枠枠組組組組みはみはみはみはつつつつくりましたがくりましたがくりましたがくりましたが、、、、それにいかにそれにいかにそれにいかにそれにいかに魂魂魂魂をををを入入入入れていくのかというのはれていくのかというのはれていくのかというのはれていくのかというのは、、、、来来来来年年年年のののの 4 月以降月以降月以降月以降、、、、新新新新しいしいしいしい制制制制度度度度ががががスタートしてからスタートしてからスタートしてからスタートしてから我我我我々々々々もきもきもきもきちちちちんとんとんとんとややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そうしたことそうしたことそうしたことそうしたことでででで、、、、法法法法制制制制度度度度だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、なかなかクールなかなかクールなかなかクールなかなかクールビビビビズのようにいくかどうかというのはありますけれズのようにいくかどうかというのはありますけれズのようにいくかどうかというのはありますけれズのようにいくかどうかというのはありますけれどもどもどもども、、、、国民国民国民国民運運運運動的動的動的動的なななな形形形形でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ使使使使わないようにしましわないようにしましわないようにしましわないようにしましょょょょうといううといううといううという取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを広広広広げげげげていけれていけれていけれていければばばばとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどどどど杉浦杉浦杉浦杉浦さんからさんからさんからさんから、、、、かなりかなりかなりかなりレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが持持持持ちちちち込込込込まれるというおまれるというおまれるというおまれるというお話話話話でありましたけれどもでありましたけれどもでありましたけれどもでありましたけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、私私私私ががががレレレレジジジジ袋袋袋袋をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん抱抱抱抱えていてえていてえていてえていて、、、、目目目目のののの前前前前にあるとにあるとにあるとにあると、、、、これはこれはこれはこれはなかなかなかなかなかなかなかなか厄厄厄厄介介介介だだだだなとなとなとなと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、それをどこかにそれをどこかにそれをどこかにそれをどこかに持持持持っていってしまってっていってしまってっていってしまってっていってしまって、、、、自分自分自分自分のののの目目目目のののの前前前前からなくなりますとからなくなりますとからなくなりますとからなくなりますと、、、、私私私私としてはすっきりしてしまうわけですとしてはすっきりしてしまうわけですとしてはすっきりしてしまうわけですとしてはすっきりしてしまうわけですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで、、、、今今今今かかかかなりなりなりなりレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを、、、、引引引引きききき受受受受けらけらけらけられているんですがれているんですがれているんですがれているんですが、、、、逆逆逆逆にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、消費者消費者消費者消費者としてのとしてのとしてのとしての立立立立場場場場ももももごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。そういったそういったそういったそういった点点点点でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋があるからがあるからがあるからがあるから使使使使うのかうのかうのかうのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを出出出出すすすす、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても販販販販売売売売業業業業者者者者ののののほほほほうはそれをサーうはそれをサーうはそれをサーうはそれをサービビビビスススス的的的的にににに出出出出すというわけですけれどもすというわけですけれどもすというわけですけれどもすというわけですけれども、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺ににににつつつついていていていて、、、、一一一一消費者消費者消費者消費者としてとしてとしてとしてのののの立立立立場場場場とととと、、、、今今今今たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを引引引引きききき受受受受けられているというけられているというけられているというけられているという立立立立場場場場でででで、、、、何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見ががががごごごござざざざいましたいましたいましたいましたらららら、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだけたらけたらけたらけたらとととと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    
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    杉浦代表杉浦代表杉浦代表杉浦代表    

        はいはいはいはい。。。。これはこれはこれはこれは本本本本当当当当にににに大大大大変難変難変難変難しいしいしいしい問問問問題題題題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。実際実際実際実際、、、、私私私私たたたたちちちちのところものところものところものところも、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを購購購購入入入入ししししてててて使使使使っているわけなんですっているわけなんですっているわけなんですっているわけなんです。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋がががが無無無無料料料料、、、、たたたただだだだだだだだとはとはとはとは、、、、ととととてもではないんですけれどもてもではないんですけれどもてもではないんですけれどもてもではないんですけれども、、、、思思思思ええええないんですけれどもないんですけれどもないんですけれどもないんですけれども、、、、たたたただだだだ、、、、ほほほほかにいろいろかにいろいろかにいろいろかにいろいろ使使使使うからうからうからうから欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという感感感感覚覚覚覚ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり当然当然当然当然理理理理解解解解できできできできないわけではないんですないわけではないんですないわけではないんですないわけではないんです。。。。ですからですからですからですから、、、、問問問問題題題題はははは、、、、ワンワンワンワンウウウウェイェイェイェイ、、、、たったたったたったたった 1111 回回回回しかしかしかしか使使使使わないのにわないのにわないのにわないのにレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを要要要要求求求求ししししちちちちゃゃゃゃうといううといううといううという、、、、このあたりがこのあたりがこのあたりがこのあたりが根根根根っこではないのかなというっこではないのかなというっこではないのかなというっこではないのかなというふふふふうにもうにもうにもうにもちちちちょょょょっとっとっとっと思思思思うんでうんでうんでうんですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そのあたりをそのあたりをそのあたりをそのあたりをココココストのストのストのストの面面面面だだだだとかとかとかとか、、、、資源資源資源資源のののの両両両両方方方方をををを絡絡絡絡みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて消費者消費者消費者消費者にににに提提提提示示示示していくしていくしていくしていく、、、、そんなそんなそんなそんな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要かなというかなというかなというかなというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを破破破破れるまでもしれるまでもしれるまでもしれるまでもし使使使使ったとったとったとったとするとするとするとすると、、、、先先先先ほほほほどどどど国連大学国連大学国連大学国連大学のののの鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がががが言言言言われましたけれわれましたけれわれましたけれわれましたけれどもどもどもども、、、、例例例例ええええばばばば半半半半減減減減したりしたりしたりしたり、、、、3333 分分分分のののの 1111 になになになになったりしますとったりしますとったりしますとったりしますと、、、、随随随随分地球分地球分地球分地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの防止防止防止防止になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかということもないかということもないかということもないかということもちちちちょょょょっとっとっとっと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままああああ、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで……………………。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。個個個個人人人人のののの立立立立場場場場でででで実際実際実際実際にににに使使使使っているというのでっているというのでっているというのでっているというので難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。同同同同じじじじようなことでようなことでようなことでようなことで、、、、少少少少しししし、、、、三木三木三木三木社社社社長長長長さんにさんにさんにさんに、、、、現現現現在行在行在行在行われているわれているわれているわれている事業事業事業事業とはとはとはとは少少少少しししし立立立立場場場場はははは変変変変わるかとわるかとわるかとわるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、事業事業事業事業者者者者というというというという立立立立場場場場からからからから見見見見てててて、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減というのはというのはというのはというのは、、、、主主主主にににに消費者消費者消費者消費者サイサイサイサイドドドドがががが行行行行うものかうものかうものかうものか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業者者者者側側側側ででででややややるのかるのかるのかるのか、、、、そういったあたりにそういったあたりにそういったあたりにそういったあたりにつつつついていていていて、、、、個個個個人人人人的的的的なななな見見見見解解解解でもでもでもでも結結結結構構構構ででででごごごござざざざいいいいますのでますのでますのでますので、、、、何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見があれがあれがあれがあればちばちばちばちょょょょううううだだだだいしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

    三木三木三木三木社社社社長長長長    

        はいはいはいはい、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、両両両両方方方方ともともともとも必要必要必要必要なことなことなことなことだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いましていましていましていまして、、、、実際実際実際実際、、、、企業企業企業企業というものはおというものはおというものはおというものはお客客客客様様様様にににに対対対対していかにしていかにしていかにしていかに優優優優良良良良なサーなサーなサーなサービビビビスをスをスをスをココココストストストスト安安安安くくくく提提提提供供供供させてもらうかということさせてもらうかということさせてもらうかということさせてもらうかということをををを至至至至上上上上命命命命題題題題にしておりますのでにしておりますのでにしておりますのでにしておりますので、、、、おおおお客客客客さんのニーズにさんのニーズにさんのニーズにさんのニーズに合合合合ったったったった、、、、例例例例ええええばレばレばレばレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは一方一方一方一方ではではではではおおおお客客客客さんにニーズにさんにニーズにさんにニーズにさんにニーズに合合合合っていますよっていますよっていますよっていますよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そういったそういったそういったそういった便便便便利利利利なものをなものをなものをなものを提提提提供供供供するということするということするということするということはははは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なことでありましてなことでありましてなことでありましてなことでありまして、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして努努努努力力力力をするというのはをするというのはをするというのはをするというのは当然当然当然当然のことでのことでのことでのことですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、一方一方一方一方でででで、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスを提提提提供供供供することによってすることによってすることによってすることによって環境環境環境環境のののの面面面面でででで問問問問題題題題がががが出出出出てくるということになれてくるということになれてくるということになれてくるということになればばばばどうなどうなどうなどうなんんんんだだだだということになりますとということになりますとということになりますとということになりますと、、、、最最最最終終終終的的的的にはそのバランスといいますかにはそのバランスといいますかにはそのバランスといいますかにはそのバランスといいますか、、、、先先先先ほほほほどどどど私私私私もももも申申申申しししし上上上上げげげげたかたかたかたかとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、良良良良心心心心でもってでもってでもってでもってややややらないといかんなというところでありますらないといかんなというところでありますらないといかんなというところでありますらないといかんなというところであります。。。。    

        ということはということはということはということは、、、、1111 つつつつはははは、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが大事大事大事大事であるというであるというであるというであるという消費者消費者消費者消費者さんのさんのさんのさんの意見意見意見意見であるとかであるとかであるとかであるとか意識意識意識意識というものがというものがというものがというものが高高高高まってきますとまってきますとまってきますとまってきますと、、、、こういったこういったこういったこういったむむむむだだだだなことはなことはなことはなことは企業企業企業企業側側側側としてもできなくなるんですよとしてもできなくなるんですよとしてもできなくなるんですよとしてもできなくなるんですよねねねね。。。。そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに対対対対してどうしてどうしてどうしてどうややややってってってって対対対対応応応応するかということになるとするかということになるとするかということになるとするかということになると、、、、1111 つつつつはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは資源資源資源資源のののの、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの問問問問題題題題のののの 1111 つつつつのののの象象象象徴徴徴徴であるであるであるであるということをおっしということをおっしということをおっしということをおっしゃゃゃゃっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに対対対対してしてしてして事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとして逆逆逆逆にににに消費者消費者消費者消費者さんのさんのさんのさんの皆皆皆皆さんのニーズにおこたえするためにはさんのニーズにおこたえするためにはさんのニーズにおこたえするためにはさんのニーズにおこたえするためには、、、、環境環境環境環境のためにはのためにはのためにはのためにはこういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややりますよということをりますよということをりますよということをりますよということを 1111 つつつつ提提提提案案案案をするといいますかをするといいますかをするといいますかをするといいますか、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも必要必要必要必要であろうしであろうしであろうしであろうし、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、そういうことになるとそういうことになるとそういうことになるとそういうことになると、、、、不不不不便便便便をををを来来来来すというすというすというすという意見意見意見意見もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする不満不満不満不満もももも当然当然当然当然出出出出てくるてくるてくるてくるだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていかにいていかにいていかにいていかに理理理理解解解解をををを得得得得ててててややややってってってっていくかいくかいくかいくか。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業のののの存存存存続続続続意意意意義義義義でありますでありますでありますであります採採採採算算算算面面面面のののの重重重重視視視視といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういったそういったそういったそういったものをバランスよくものをバランスよくものをバランスよくものをバランスよく皆皆皆皆さんのニーズにおこたえするというのはさんのニーズにおこたえするというのはさんのニーズにおこたえするというのはさんのニーズにおこたえするというのは事業事業事業事業者者者者のののの役役役役目目目目であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これこれこれこれ、、、、非非非非常常常常にににに難難難難しいところですよしいところですよしいところですよしいところですよねねねね。。。。    
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    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、三木三木三木三木社社社社長長長長さんからもおさんからもおさんからもおさんからもお話話話話ががががありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、このこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋といといといといったものをったものをったものをったものを、、、、事業事業事業事業者者者者側側側側からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、購購購購入入入入するするするする人人人人にににに対対対対してしてしてして満満満満足足足足感感感感をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要だだだだというというというというよよよよううううなことでしたけれどもなことでしたけれどもなことでしたけれどもなことでしたけれども、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がががが最最最最初初初初にににに講演講演講演講演のののの中中中中でもでもでもでも触触触触れておりましたけれどもれておりましたけれどもれておりましたけれどもれておりましたけれども、、、、少少少少しこのしこのしこのしこの件件件件にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、まとめまとめまとめまとめ的的的的なおなおなおなお話話話話としてとしてとしてとして、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からからからからごごごご意見意見意見意見ををををちちちちょょょょううううだだだだいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですが、、、、私私私私がががが子子子子どものときどものときどものときどものときはははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋なんていうのはなかったわけでなんていうのはなかったわけでなんていうのはなかったわけでなんていうのはなかったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、物物物物をををを購購購購入入入入するときのするときのするときのするときの、、、、消費者消費者消費者消費者側側側側がいろいろなサーがいろいろなサーがいろいろなサーがいろいろなサービビビビスとかスとかスとかスとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは物物物物をををを購購購購入入入入するときのするときのするときのするときの価値価値価値価値観観観観というというというというかかかか、、、、意識意識意識意識というのがというのがというのがというのが変変変変わってきているのではないかというわってきているのではないかというわってきているのではないかというわってきているのではないかというよよよようにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、これではこれではこれではこれでは容容容容器器器器包包包包装装装装だだだだけにしてもどんどんけにしてもどんどんけにしてもどんどんけにしてもどんどん量量量量はははは増増増増えるえるえるえる一方一方一方一方でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、今今今今少少少少しししし頭頭頭頭打打打打ちちちちのののの部部部部分分分分もあるようにももあるようにももあるようにももあるようにも聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。それをそれをそれをそれを、、、、最最最最初初初初のおのおのおのお話話話話ににににごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、パラダイムシフトしないとパラダイムシフトしないとパラダイムシフトしないとパラダイムシフトしないと、、、、今後今後今後今後のののの私私私私どものどものどものどもの社社社社会会会会がががが破破破破局局局局をををを迎迎迎迎えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるというがあるというがあるというがあるというごごごご指指指指摘摘摘摘ででででごごごござざざざいましたんですがいましたんですがいましたんですがいましたんですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと問問問問題題題題のののの焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋といったものにといったものにといったものにといったものに関関関関するするするする今回今回今回今回のののの法法法法改改改改正正正正といったものがそういうといったものがそういうといったものがそういうといったものがそういうふふふふうなパラダイムシフトするためのうなパラダイムシフトするためのうなパラダイムシフトするためのうなパラダイムシフトするための 1111 つつつつのののの突破突破突破突破口口口口になるのかになるのかになるのかになるのか、、、、ならないのかならないのかならないのかならないのか、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺ににににつつつつききききましてましてましてましてごごごご見見見見解解解解をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        レレレレジジジジ袋袋袋袋 1111 つつつつのののの問問問問題題題題をををを解解解解決決決決したからしたからしたからしたから破破破破局局局局からからからから逃逃逃逃れられるとかれられるとかれられるとかれられるとか、、、、多多多多分分分分そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題ではないんではないんではないんではないんだだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本当当当当ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、枚枚枚枚数数数数からするとからするとからするとからすると確確確確かにかにかにかに 300300300300 億億億億枚枚枚枚。。。。たたたただだだだ、、、、それそれそれそれはははは量量量量ととととしてはしてはしてはしては、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではではししししれているれているれているれている量量量量なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの問問問問題題題題がこれがこれがこれがこれだだだだけけけけ話話話話題題題題になってきたということがになってきたということがになってきたということがになってきたということが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを考考考考えることによってえることによってえることによってえることによって私私私私たたたたちちちちのののの生生生生きききき方方方方そのものをそのものをそのものをそのものを見見見見直直直直すすすす 1111 つつつつのきっかけにのきっかけにのきっかけにのきっかけに多多多多分分分分なるんなるんなるんなるんじゃじゃじゃじゃないないないないかとかとかとかと思思思思えるからですえるからですえるからですえるからです。。。。そうそうそうそういういういういう意意意意味味味味でもでもでもでも 1111 つつつつのののの象象象象徴徴徴徴としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに重要重要重要重要でしでしでしでしょょょょうううう。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、買買買買いいいい物物物物にいくとにいくとにいくとにいくと、、、、おおおお店店店店ののののマークマークマークマークがががが入入入入っていたりっていたりっていたりっていたり、、、、いろんないろんないろんないろんな袋袋袋袋がありますがありますがありますがあります。。。。紙紙紙紙袋袋袋袋もももも同同同同じじじじだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものにににに何何何何となくとなくとなくとなく手手手手軽軽軽軽にににに物物物物をををを入入入入れてれてれてれて帰帰帰帰ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを貯貯貯貯めてめてめてめて、、、、いろんないろんないろんないろんな使使使使いいいい方方方方をされることもあるとをされることもあるとをされることもあるとをされることもあると思思思思うんでうんでうんでうんですがすがすがすが、、、、考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりふふふふろしきというようなものがろしきというようなものがろしきというようなものがろしきというようなものが昔昔昔昔からありながらからありながらからありながらからありながら、、、、そういうそういうそういうそういう紙紙紙紙、、、、ププププラスラスラスラスチチチチックのックのックのックの袋袋袋袋でででで持持持持ってってってって帰帰帰帰ってってってって、、、、おおおお店店店店ののののほほほほうはうはうはうは、、、、それをそれをそれをそれを安安安安易易易易にににに提提提提供供供供してしてしてして、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような文文文文化化化化がががが広広広広まってしまったというのはまってしまったというのはまってしまったというのはまってしまったというのは、、、、考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると非非非非常常常常にににに貧貧貧貧しいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。あんなあんなあんなあんな袋袋袋袋なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの、、、、ききききちちちちんとしたんとしたんとしたんとした日日日日本本本本のののの生生生生活活活活にににに、、、、例例例例ええええばばばば畳畳畳畳のののの暮暮暮暮らしにどうらしにどうらしにどうらしにどう考考考考えてもえてもえてもえても合合合合わないもわないもわないもわないもののののじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょょょょうかうかうかうか。。。。畳畳畳畳のののの生生生生活活活活がいいということをがいいということをがいいということをがいいということを言言言言っているわけっているわけっているわけっているわけじゃじゃじゃじゃないんですがないんですがないんですがないんですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり何何何何かそういうかそういうかそういうかそういうごごごごみになるようなものがみになるようなものがみになるようなものがみになるようなものがちちちちららららちちちちらららら身身身身のののの回回回回りにりにりにりに置置置置いてあるというようないてあるというようないてあるというようないてあるというような暮暮暮暮らしはらしはらしはらしは、、、、本本本本来新来新来新来新たなたなたなたな豊豊豊豊かさというときにかさというときにかさというときにかさというときに、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり合合合合わないわないわないわないでしでしでしでしょょょょうううう。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、そういうものをどうそういうものをどうそういうものをどうそういうものをどうややややってってってって生生生生活活活活のののの場場場場からからからから、、、、ももももちちちちろんろんろんろん資源的資源的資源的資源的ななななむむむむだだだだもあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで私私私私たたたたちちちちのののの身身身身のののの回回回回りからそういうりからそういうりからそういうりからそういう形形形形のののの文文文文化化化化をををを排排排排除除除除していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みができてしまったものをみができてしまったものをみができてしまったものをみができてしまったものを排排排排除除除除していくのかというしていくのかというしていくのかというしていくのかということになったときにことになったときにことになったときにことになったときに、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、消費者消費者消費者消費者がががが先先先先なのかなのかなのかなのか、、、、事業事業事業事業者者者者なのかとなのかとなのかとなのかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり先先先先ほほほほどどどど来来来来おおおお話話話話がありますようにがありますようにがありますようにがありますように、、、、事業事業事業事業者者者者のののの中中中中でもでもでもでも、、、、ううううちだちだちだちだけがけがけがけがややややめるとめるとめるとめるとほほほほかかかかへへへへおおおお客客客客さんをさんをさんをさんを取取取取られられられられちちちちゃゃゃゃうかもしれないうかもしれないうかもしれないうかもしれない。。。。消費者消費者消費者消費者のののの側側側側もももも、、、、それがあれそれがあれそれがあれそれがあればばばばまたまたまたまた便便便便利利利利なななな使使使使いいいい方方方方ができるができるができるができる。。。。いろいろいろいろんなんなんなんな話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、行政行政行政行政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国にににに 1111 つつつつのののの基基基基準準準準ををををつつつつくってもらうとくってもらうとくってもらうとくってもらうと、、、、みみみみんながわっとんながわっとんながわっとんながわっと動動動動ききききややややすくてというようなことですくてというようなことですくてというようなことですくてというようなことで、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは法法法法改改改改正正正正みたいなときにそれをみたいなときにそれをみたいなときにそれをみたいなときにそれを入入入入れれれれてもらいたいというてもらいたいというてもらいたいというてもらいたいという話話話話がががが出出出出てくるのかもしれませんてくるのかもしれませんてくるのかもしれませんてくるのかもしれません。。。。    

        しかししかししかししかし、、、、本本本本来来来来はははは、、、、そんなものにそんなものにそんなものにそんなものに法法法法規規規規制制制制、、、、おおおお上上上上のののの力力力力をををを借借借借りてりてりてりて変変変変えていくなんていうのはえていくなんていうのはえていくなんていうのはえていくなんていうのは、、、、非非非非常常常常にににに
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これもまたこれもまたこれもまたこれもまた精神精神精神精神的的的的にににに寂寂寂寂しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分たたたたちちちちのののの考考考考ええええ方方方方でででで、、、、もうもうもうもう私私私私はははは要要要要らないとらないとらないとらないと思思思思ったらったらったらったら、、、、おおおお店店店店にににに行行行行ってってってって、、、、こんなものはこんなものはこんなものはこんなものはややややめてくれとそれめてくれとそれめてくれとそれめてくれとそれぞぞぞぞれのれのれのれの方方方方がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃれれれればばばば、、、、店店店店ののののほほほほうはうはうはうは、、、、賢賢賢賢いいいい店店店店でででであれあれあれあればやばやばやばやめるめるめるめるだだだだろろろろうとうとうとうと思思思思うしうしうしうし、、、、店店店店ののののほほほほうもうもうもうもややややはりはりはりはり毅毅毅毅然然然然としたとしたとしたとした態態態態度度度度でででで、、、、ううううちちちちははははややややらないというらないというらないというらないという態態態態度度度度をををを貫貫貫貫きききき通通通通せせせせばばばば、、、、多多多多分分分分ややややらなくてらなくてらなくてらなくて済済済済むむむむんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは理理理理解解解解されるんされるんされるんされるんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。たたたただだだだ、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような、、、、精神精神精神精神的的的的にににに貧貧貧貧しくなったしくなったしくなったしくなった私私私私たたたたちちちちのののの象象象象徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは法法法法にににに頼頼頼頼ららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないというないというないというないという面面面面もあるのかもしれないもあるのかもしれないもあるのかもしれないもあるのかもしれない。。。。しかししかししかししかし、、、、それはしようがないそれはしようがないそれはしようがないそれはしようがない面面面面もあるもあるもあるもある。。。。非非非非常常常常にジにジにジにジレレレレンマがありますンマがありますンマがありますンマがありますねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、最最最最初初初初にににに申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、こういうこういうこういうこういうレレレレジジジジ袋袋袋袋というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを通通通通じじじじてててて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり我我我我々々々々がががが安安安安易易易易なななな利利利利便便便便性性性性みたいなものにみたいなものにみたいなものにみたいなものに流流流流されてしまったというされてしまったというされてしまったというされてしまったという、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身をををを反反反反省省省省するするするする、、、、あるいあるいあるいあるいはははは社会社会社会社会をををを反反反反省省省省するするするする 1111 つつつつのきっかけになれのきっかけになれのきっかけになれのきっかけになればばばば、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで非非非非常常常常にににに意意意意味味味味があるんがあるんがあるんがあるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと、、、、そんなそんなそんなそんな気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、時時時時間間間間ががががだだだだんんんんだだだだんんんん残残残残りりりり少少少少なくなりましたのでなくなりましたのでなくなりましたのでなくなりましたので、、、、次次次次のののの話話話話題題題題にににに移移移移らせてらせてらせてらせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。次次次次はははは、、、、3R3R3R3R でででで暮暮暮暮らしをどのようにらしをどのようにらしをどのようにらしをどのように変変変変えていくかえていくかえていくかえていくか。。。。今後今後今後今後そういったことでそういったことでそういったことでそういったことでどういうどういうどういうどういうビビビビジョンがあるジョンがあるジョンがあるジョンがあるののののかということにかということにかということにかということにつつつついていていていて少少少少しおしおしおしお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどかどかどかどからららら杉浦杉浦杉浦杉浦さんにいろいろおさんにいろいろおさんにいろいろおさんにいろいろお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしておりますけれどもいしておりますけれどもいしておりますけれどもいしておりますけれども、、、、活動活動活動活動としてとしてとしてとして 3R3R3R3R、、、、現現現現在在在在はははは、、、、どどどどちちちちらからからからかというとというとというとというと 3R3R3R3R のののの 3333つつつつ目目目目ののののリリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということで取取取取りりりり組組組組みをされておりますけれどもみをされておりますけれどもみをされておりますけれどもみをされておりますけれども、、、、これにこれにこれにこれに関関関関しましてしましてしましてしまして限限限限界界界界といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうようなものをそういうようなものをそういうようなものをそういうようなものを感感感感じじじじてことはてことはてことはてことはごごごござざざざいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後、、、、今今今今までのまでのまでのまでの活動活動活動活動をさらにをさらにをさらにをさらに続続続続けていくけていくけていくけていく上上上上でででで、、、、将将将将来来来来、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな社会社会社会社会がががが望望望望ましいのではないましいのではないましいのではないましいのではないかというかというかというかというふふふふうなことにうなことにうなことにうなことにつつつつきましておきましておきましておきましてお考考考考えがありましたらえがありましたらえがありましたらえがありましたら、、、、おおおお伺伺伺伺いしたいんですがいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですが。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    杉浦代表杉浦代表杉浦代表杉浦代表    

        これはもうこれはもうこれはもうこれはもう最最最最初初初初にににに触触触触れましたけれどもれましたけれどもれましたけれどもれましたけれども、、、、グローバグローバグローバグローバリリリリゼーションのゼーションのゼーションのゼーションの嵐嵐嵐嵐のののの中中中中でででで、、、、海海海海外外外外からからからから山山山山のようのようのようのようにににに安安安安いいいい品物品物品物品物がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい入入入入ってくるわけでってくるわけでってくるわけでってくるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。国内国内国内国内ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか完完完完結結結結できないようなできないようなできないようなできないような循環循環循環循環型型型型社会社会社会社会のののの構築構築構築構築というテーマがあるわけでというテーマがあるわけでというテーマがあるわけでというテーマがあるわけで、、、、リリリリサイクルよりサイクルよりサイクルよりサイクルよりリユリユリユリユースースースース、、、、再再再再使使使使用用用用ののののほほほほうがとてもうがとてもうがとてもうがとても大大大大切切切切だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに訴訴訴訴えてもえてもえてもえても、、、、現実的現実的現実的現実的にはにはにはには修修修修理代理代理代理代よりもよりもよりもよりも新新新新品品品品をををを買買買買ううううほほほほうがうがうがうが安安安安かったりというかったりというかったりというかったりという、、、、そういそういそういそういうううう現実現実現実現実がががが迫迫迫迫ってくるわけでってくるわけでってくるわけでってくるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、私私私私たたたたちちちちのののの会会会会のののの技術技術技術技術ボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの方方方方がががが壊壊壊壊れたれたれたれた家家家家のののの電電電電化化化化製製製製品品品品をををを直直直直しましたしましたしましたしました。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、奥奥奥奥さんからさんからさんからさんから怒怒怒怒られたというられたというられたというられたという話話話話をををを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく新新新新しいのをしいのをしいのをしいのを買買買買うことができたのにうことができたのにうことができたのにうことができたのに、、、、喜喜喜喜んでいたのにというんでいたのにというんでいたのにというんでいたのにというふふふふうにうにうにうに言言言言われたとおっしわれたとおっしわれたとおっしわれたとおっしゃゃゃゃっておられっておられっておられっておられましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではよいではよいではよいではよい品物品物品物品物をををを修修修修理理理理しながらなるしながらなるしながらなるしながらなるべべべべくくくく長長長長くくくく使使使使っていっっていっっていっっていってててて、、、、不不不不要要要要になったらになったらになったらになったら――――――――このこのこのこの辺辺辺辺がががが大事大事大事大事だだだだとととと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども――――――――不不不不要要要要になったらになったらになったらになったら、、、、それをまたそれをまたそれをまたそれをまた使使使使ってってってってくくくくだだだださるさるさるさる人人人人のネットワークをもうのネットワークをもうのネットワークをもうのネットワークをもう一一一一回回回回再再再再構築構築構築構築するするするする必要必要必要必要があるんがあるんがあるんがあるんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうようそういうようそういうようそういうようなななな環境環境環境環境がががが人人人人にもにもにもにも物物物物にもにもにもにも優優優優しいんしいんしいんしいんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回使使使使ってくってくってくってくだだだださるネットワークをさるネットワークをさるネットワークをさるネットワークを育育育育まれるようなまれるようなまれるようなまれるような感感感感性性性性をどこかでをどこかでをどこかでをどこかで育育育育てていけるようなことがてていけるようなことがてていけるようなことがてていけるようなことが、、、、多多多多少少少少ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、未来未来未来未来ににににつつつつながるんながるんながるんながるんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに漠漠漠漠然然然然とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話がががが出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、グローバグローバグローバグローバリリリリゼーゼーゼーゼーションションションションといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなことがうなことがうなことがうなことが現現現現在在在在のののの環境環境環境環境問問問問題題題題にはにはにはには必必必必ずずずずつつつついてくるわけでいてくるわけでいてくるわけでいてくるわけでごごごござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、三木三木三木三木社社社社長長長長さんにさんにさんにさんに、、、、現現現現在在在在リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業をしているをしているをしているをしている立立立立場場場場でででで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういう
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形形形形がいいんがいいんがいいんがいいんだだだだろうかということろうかということろうかということろうかということ、、、、それからそれからそれからそれから、、、、少少少少しししし具具具具体的体的体的体的なななな質問質問質問質問になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、私私私私もももも最最最最初初初初ににににちちちちょょょょっとっとっとっと触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの中中中中でででで一一一一部部部部資源資源資源資源がががが海海海海外外外外にににに流流流流れているとれているとれているとれているといういういういう点点点点、、、、あるいはそういったことをあるいはそういったことをあるいはそういったことをあるいはそういったことを通通通通しましてしましてしましてしまして、、、、海海海海外外外外でででで新新新新たなたなたなたな汚染汚染汚染汚染がががが生生生生みみみみ出出出出されているとかされているとかされているとかされているとか、、、、そそそそういうういうういうういう話話話話をををを聞聞聞聞くくくくこともこともこともこともごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、三木三木三木三木社社社社長長長長さんにはさんにはさんにはさんには、、、、そういったおそういったおそういったおそういったお話話話話をををを聞聞聞聞かれたことかれたことかれたことかれたことがあるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、将将将将来来来来こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな形形形形がいいんがいいんがいいんがいいんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというよよよようなこととうなこととうなこととうなことと、、、、そういったそういったそういったそういった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物等等等等のののの越越越越境境境境問問問問題題題題というかというかというかというか、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことにつつつつきましておきましておきましておきましてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    三木三木三木三木社社社社長長長長    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私どもどもどもども、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを達達達達成成成成するためにどうするためにどうするためにどうするためにどうややややったらいいのかとったらいいのかとったらいいのかとったらいいのかということをいうことをいうことをいうことを日日日日々々々々仕仕仕仕事事事事をしながらをしながらをしながらをしながら考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、具具具具体的体的体的体的にににに実実実実行行行行させてもらっているものもありさせてもらっているものもありさせてもらっているものもありさせてもらっているものもありますますますます。。。。先先先先ほほほほどおっしどおっしどおっしどおっしゃゃゃゃいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、グローバグローバグローバグローバリリリリゼーションということでゼーションということでゼーションということでゼーションということで、、、、最最最最近近近近とみにとみにとみにとみに資源資源資源資源ののののマーマーマーマーケケケケットといいますかットといいますかットといいますかットといいますか、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが世世世世界的界的界的界的なななな流流流流れのれのれのれの中中中中でででで動動動動いていくようになりましたいていくようになりましたいていくようになりましたいていくようになりました。。。。これはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますと、、、、これもこれもこれもこれも皆皆皆皆さんもうさんもうさんもうさんもうごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、世世世世のののの中中中中のののの素素素素材材材材リリリリサイクサイクサイクサイクルというのはルというのはルというのはルというのは、、、、為為為為替替替替とととと需需需需給給給給バランスでバランスでバランスでバランスで動動動動いているということでありますいているということでありますいているということでありますいているということであります。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、それをそれをそれをそれを主主主主にににに動動動動かしているのはかしているのはかしているのはかしているのはややややはりはりはりはり世世世世界的界的界的界的なななな市市市市場場場場経済経済経済経済というというというという 1111 つつつつのグローバのグローバのグローバのグローバリリリリゼーションゼーションゼーションゼーション的的的的なななな流流流流れのれのれのれの中中中中にあろうということでにあろうということでにあろうということでにあろうということで、、、、日日日日本本本本もかもかもかもかつつつつてはてはてはては資源資源資源資源輸輸輸輸入入入入国国国国であったであったであったであった事実事実事実事実はははは、、、、今今今今もそうなんですもそうなんですもそうなんですもそうなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、一一一一部部部部資源資源資源資源輸輸輸輸出出出出国国国国になっているというになっているというになっているというになっているという現現現現状状状状がありますがありますがありますがあります。。。。これをどうこれをどうこれをどうこれをどうややややってってってって、、、、ややややっていくっていくっていくっていくのかのかのかのか。。。。だだだだからからからから、、、、これをこれをこれをこれを我我我我々々々々もももも、、、、推進推進推進推進のののの中中中中でででで、、、、1111 つつつつはははは貿易貿易貿易貿易のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとしてややややっていこうということでっていこうということでっていこうということでっていこうということで、、、、一方一方一方一方ではではではでは推進推進推進推進をしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれどもをしておりますけれども、、、、これこれこれこれ自体自体自体自体がすがすがすがすべべべべてててて正正正正しいものであるとはしいものであるとはしいものであるとはしいものであるとは思思思思っておりませっておりませっておりませっておりませんでんでんでんで、、、、現現現現状状状状ややややはりはりはりはり問問問問題題題題点点点点もあるともあるともあるともあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、それにそれにそれにそれにつつつついてはスライいてはスライいてはスライいてはスライドドドドででででちちちちょょょょっとっとっとっと説説説説明明明明をさせをさせをさせをさせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        （（（（スライスライスライスライドドドド））））これこれこれこれ、、、、私私私私がががが映映映映っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、これこれこれこれ、、、、中中中中国国国国のののの取取取取引引引引先先先先にににに実際実際実際実際におにおにおにお伺伺伺伺いしましいしましいしましいしましたたたた。。。。私私私私どもどもどもども、、、、リリリリサイクルされたサイクルされたサイクルされたサイクルされた資源資源資源資源がどのようながどのようながどのようながどのような形形形形になっているのかということをになっているのかということをになっているのかということをになっているのかということを 1111 つつつつははははややややははははりフローでりフローでりフローでりフローで説説説説明明明明するするするする必要必要必要必要性性性性があるということとがあるということとがあるということとがあるということと、、、、そのそのそのそのリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの流流流流れがれがれがれが環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ与与与与えないようなえないようなえないようなえないようなややややりりりり方方方方でできるかということをでできるかということをでできるかということをでできるかということを推進推進推進推進しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、これこれこれこれ、、、、中中中中国国国国のののの被被被被覆覆覆覆線線線線ををををリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする工場工場工場工場ですですですです。。。。    

        これはこれはこれはこれは中中中中国国国国のののの工場工場工場工場なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを手手手手作作作作業業業業ででででリリリリサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしております。。。。これはこれはこれはこれは被被被被覆覆覆覆線線線線をををを手手手手ででででむむむむきましてきましてきましてきまして、、、、要要要要はははは、、、、銅銅銅銅線線線線とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックにックにックにックに分分分分別別別別をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。銅銅銅銅線線線線ににににつつつついいいいてはてはてはては、、、、皆皆皆皆さんもうさんもうさんもうさんもうごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、リリリリサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしております。。。。世世世世界的界的界的界的にににに今今今今銅銅銅銅がががが足足足足りないというりないというりないというりないという状況状況状況状況がががが起起起起こっておりますけれどもこっておりますけれどもこっておりますけれどもこっておりますけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック等等等等ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、これをこれをこれをこれを再再再再資源化資源化資源化資源化工場工場工場工場にににに送送送送りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまたリリリリサイクルされてサイクルされてサイクルされてサイクルされておりますおりますおりますおります。。。。一一一一部部部部ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば 100100100100 円円円円ショップショップショップショップのプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックックックック原原原原料料料料になったりということもになったりということもになったりということもになったりということも聞聞聞聞いておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル自体自体自体自体はそれなりにはそれなりにはそれなりにはそれなりに行行行行われているというわれているというわれているというわれているという現現現現状状状状はおわかりいたはおわかりいたはおわかりいたはおわかりいただだだだけるかとけるかとけるかとけるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        こういったものですこういったものですこういったものですこういったものですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本ででででややややりたいんりたいんりたいんりたいんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかココココストがかストがかストがかストがかかるものをかるものをかるものをかるものを日日日日本本本本ででででややややりりりり続続続続けるにはけるにはけるにはけるには限限限限界界界界があるというものをがあるというものをがあるというものをがあるというものを、、、、現実現実現実現実はははは中中中中国国国国ででででややややっているっているっているっている現現現現状状状状があるがあるがあるがあるということでありましてということでありましてということでありましてということでありまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、本本本本当当当当ににににリリリリサイクルできるものサイクルできるものサイクルできるものサイクルできるもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはひひひひょょょょっとしたらっとしたらっとしたらっとしたら有有有有害害害害であってであってであってであって、、、、問問問問題題題題点点点点がががが出出出出てくるものてくるものてくるものてくるもの。。。。具具具具体的体的体的体的にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、バーゼルバーゼルバーゼルバーゼル条条条条約約約約のののの中中中中でででで有有有有害害害害廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの輸輸輸輸出出出出というのはというのはというのはというのは禁禁禁禁止止止止されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを、、、、我我我我々々々々のののの良良良良心心心心でもってきでもってきでもってきでもってきちちちちんとんとんとんと選選選選別別別別ををををするということするということするということするということ。。。。それとそれとそれとそれと、、、、中中中中国国国国当当当当局局局局等等等等はははは非非非非常常常常にににに監監監監視視視視をををを強化強化強化強化しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、そういったそういったそういったそういった問問問問題題題題点点点点ががががあるものにあるものにあるものにあるものにつつつついてはいてはいてはいては食食食食いとめるということをいとめるということをいとめるということをいとめるということを徹底徹底徹底徹底的的的的ににににややややっているというっているというっているというっているという現現現現状状状状がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、



 91 

残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、そういったそういったそういったそういった一一一一部部部部のののの有有有有害害害害廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが輸輸輸輸出出出出されてされてされてされて問問問問題題題題になっているということがになっているということがになっているということがになっているということが現現現現状状状状としとしとしとしてありますのでてありますのでてありますのでてありますので、、、、これはこれはこれはこれは事業事業事業事業者者者者のののの側側側側としてとしてとしてとして特特特特にににに気気気気ををををつつつつけなけれけなけれけなけれけなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという点点点点があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですですねねねね。。。。    

        これもこれもこれもこれも被被被被覆覆覆覆線線線線ですですですですねねねね。。。。    

        あとあとあとあと、、、、自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつついていていていて少少少少しししし触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだきますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、自動自動自動自動車車車車ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、我我我我々々々々、、、、リリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルとリユリユリユリユースということでースということでースということでースということで、、、、中中中中古古古古部品部品部品部品ののののリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを今今今今推進推進推進推進しているところであしているところであしているところであしているところでありましてりましてりましてりまして、、、、海海海海外外外外・・・・国内国内国内国内ともともともとも、、、、そういったそういったそういったそういった面面面面でのでのでのでのリユリユリユリユースというのをースというのをースというのをースというのを推進推進推進推進していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうとうとうとうと。。。。リリリリユユユユースにかからなかったものにースにかからなかったものにースにかからなかったものにースにかからなかったものにつつつついてはいてはいてはいては適適適適正正正正なななな処処処処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、これもきこれもきこれもきこれもきちちちちんとんとんとんとリリリリサイクルしていきサイクルしていきサイクルしていきサイクルしていきましましましましょょょょうということをうということをうということをうということを推進推進推進推進しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、今今今今までまでまでまで自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの中中中中でででで経済的経済的経済的経済的にににに成成成成りりりり立立立立たなくなってたなくなってたなくなってたなくなって問問問問題題題題がががが出出出出てきたとてきたとてきたとてきたと言言言言われますわれますわれますわれます自動自動自動自動車車車車のシのシのシのシュレュレュレュレッダーダストとッダーダストとッダーダストとッダーダストと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、あとあとあとあとはプラスはプラスはプラスはプラスチチチチックなんかのックなんかのックなんかのックなんかの、、、、自動自動自動自動車車車車関係関係関係関係からからからから出出出出てくるてくるてくるてくるごごごごみをどのようにみをどのようにみをどのようにみをどのように処処処処理理理理するかというものにするかというものにするかというものにするかというものにつつつついてはいてはいてはいては、、、、法法法法律律律律できできできできちちちちんとんとんとんとリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法によってによってによってによって消費者消費者消費者消費者皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから負担負担負担負担をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、そういったそういったそういったそういったプールしたおプールしたおプールしたおプールしたお金金金金をををを処処処処理理理理事業事業事業事業者者者者ががががココココストストストスト負担負担負担負担にににに対対対対するものをいたするものをいたするものをいたするものをいただだだだくというようなくというようなくというようなくというような形形形形がががが既既既既にできてにできてにできてにできておりますおりますおりますおります。。。。    

        こういったものもこういったものもこういったものもこういったものも同様同様同様同様でででで、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを中中中中古古古古部品部品部品部品としてとしてとしてとして海海海海外外外外にににに輸輸輸輸出出出出をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、リリリリユユユユースのースのースのースの中中中中でででで、、、、必要必要必要必要なものになものになものになものにつつつついてできるいてできるいてできるいてできるだだだだけけけけ提提提提供供供供しようというしようというしようというしようという考考考考ええええ方方方方ででででややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですですねねねね。。。。これはタイのこれはタイのこれはタイのこれはタイの工場工場工場工場なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、そういっそういっそういっそういったものをたものをたものをたものをリリリリサイクルしていサイクルしていサイクルしていサイクルしているるるる市市市市場場場場があるということでありますがあるということでありますがあるということでありますがあるということであります。。。。    

        こういったものにこういったものにこういったものにこういったものにつつつついてもいてもいてもいても、、、、在在在在庫庫庫庫をストックしておりますをストックしておりますをストックしておりますをストックしております。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですですねねねね。。。。    

        これはこれはこれはこれは、、、、中中中中東東東東のののの UAEUAEUAEUAE ののののドドドドバイというところなんですけれどもバイというところなんですけれどもバイというところなんですけれどもバイというところなんですけれども、、、、そういったところでそういったところでそういったところでそういったところで中中中中古古古古車車車車のののの輸輸輸輸出出出出のののの現現現現状状状状。。。。具具具具体的体的体的体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本車車車車ががががほほほほとんどなんですとんどなんですとんどなんですとんどなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、日日日日本本本本ではではではでは実際実際実際実際にににに乗乗乗乗れるれるれるれる車車車車であってもであってもであってもであっても、、、、車車車車検検検検制制制制度度度度やややや整備整備整備整備費費費費用用用用がかかるがかかるがかかるがかかる等等等等ののののココココストストストスト的的的的なななな問問問問題題題題からからからから、、、、海海海海外外外外にににに輸輸輸輸出出出出されされされされているているているている現現現現状状状状がががが一一一一部部部部にあるというにあるというにあるというにあるという現現現現状状状状ををををごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、これそのものこれそのものこれそのものこれそのもの自体自体自体自体ははははリユリユリユリユースといースといースといースということでうことでうことでうことで、、、、非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばららららしいしいしいしい考考考考ええええ方方方方でででで一方一方一方一方ではではではでは推進推進推進推進すすすすべべべべきところでありますけれどもきところでありますけれどもきところでありますけれどもきところでありますけれども、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、排排排排ガガガガスススス規規規規制制制制であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、環境環境環境環境法法法法にににに対対対対してしてしてして、、、、古古古古いいいい車車車車がががが果果果果たしてたしてたしてたして環境環境環境環境にいいのかどうかということもにいいのかどうかということもにいいのかどうかということもにいいのかどうかということも一方一方一方一方ではではではでは考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいけないいけないいけないいけない課課課課題題題題であるということをであるということをであるということをであるということを私私私私もももも認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

        これはこれはこれはこれは、、、、ロシアですけれどもロシアですけれどもロシアですけれどもロシアですけれども、、、、ロシアもロシアもロシアもロシアも新新新新興興興興工工工工業国業国業国業国としてとしてとしてとして発展発展発展発展しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、実際実際実際実際にににに中中中中古古古古自自自自動動動動車車車車のニーズがあるということでありますのニーズがあるということでありますのニーズがあるということでありますのニーズがあるということであります。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですですねねねね。。。。これなんかはこれなんかはこれなんかはこれなんかは比比比比較較較較的的的的新新新新しいしいしいしい車車車車ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ロシアなんかではロシアなんかではロシアなんかではロシアなんかでは特特特特にそういにそういにそういにそういったったったった面面面面でのニでのニでのニでのニュュュューーーーリリリリッッッッチチチチ層層層層がががが出出出出てきましててきましててきましててきまして、、、、中中中中古古古古自動自動自動自動車車車車にににに対対対対するニーズするニーズするニーズするニーズ、、、、特特特特にににに日日日日本本本本車車車車にににに対対対対するニするニするニするニーズがあるということでありますーズがあるということでありますーズがあるということでありますーズがあるということであります。。。。    

        これもこれもこれもこれも、、、、ウウウウラジオストックラジオストックラジオストックラジオストック港港港港のののの様子様子様子様子ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういったそういったそういったそういった面面面面でででで日日日日本本本本のののの中中中中古古古古自動自動自動自動車車車車がががが輸輸輸輸出出出出さささされているというれているというれているというれているという現現現現状状状状ですですですです。。。。    

        これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、日日日日本本本本においてオークションにおいてオークションにおいてオークションにおいてオークション会社会社会社会社にににに保管保管保管保管されているされているされているされている車車車車ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、実際実際実際実際にににに車車車車がががが国内国内国内国内でででで解解解解体体体体されているものとされているものとされているものとされているものと、、、、解解解解体体体体されずにされずにされずにされずに中中中中古古古古自動自動自動自動車車車車としてとしてとしてとして輸輸輸輸出出出出をされるためにをされるためにをされるためにをされるために外外外外国国国国人人人人バイバイバイバイヤヤヤヤーさんがーさんがーさんがーさんが特特特特にににに日日日日本本本本にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃってってってって、、、、こういったこういったこういったこういったココココストのストのストのストの安安安安いいいい中中中中古古古古車車車車をををを買買買買ってってってって海海海海外外外外にににに輸輸輸輸出出出出しているというしているというしているというしているという現現現現状状状状がありますがありますがありますがあります。。。。    

        ということでということでということでということで、、、、以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    ですからですからですからですから、、、、私私私私どももどももどももどもも、、、、必要必要必要必要なものをできるなものをできるなものをできるなものをできるだだだだけけけけリユリユリユリユースをースをースをースを推進推進推進推進してしてしてしてややややっていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいという、、、、ももももちちちち



 92 

ろんニーズもありますしろんニーズもありますしろんニーズもありますしろんニーズもありますし、、、、そういったものはそういったものはそういったものはそういったものは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事であるとであるとであるとであると思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、そのそのそのその努努努努力力力力ももももしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、それがすそれがすそれがすそれがすべべべべてててて正正正正しいものではないということでしいものではないということでしいものではないということでしいものではないということで、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを特特特特にににに認識認識認識認識をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、現現現現状状状状よりよりよりより改改改改善善善善にににに向向向向かっていくといいますかかっていくといいますかかっていくといいますかかっていくといいますか、、、、3R3R3R3R をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばいけないことはたくさんあるといけないことはたくさんあるといけないことはたくさんあるといけないことはたくさんあると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。具具具具体的体的体的体的なななな写写写写真真真真をををを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだきながらおきながらおきながらおきながらお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましいましいましいましたたたた。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、日日日日本本本本がががが、、、、私私私私どもですとどもですとどもですとどもですと、、、、資源資源資源資源をををを輸輸輸輸出出出出しているなんていうしているなんていうしているなんていうしているなんていうのはあまりのはあまりのはあまりのはあまり考考考考えていなかったわけでえていなかったわけでえていなかったわけでえていなかったわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、現現現現在廃棄物在廃棄物在廃棄物在廃棄物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは中中中中古古古古品品品品、、、、こういこういこういこういったものがったものがったものがったものが資源資源資源資源としてとしてとしてとして海海海海外外外外にににに輸輸輸輸出出出出されているというされているというされているというされているという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これにこれにこれにこれにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、何何何何かかかかココココメメメメントントントントごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら。。。。特特特特にににに日日日日本本本本ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業とととと、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、中中中中国等国等国等国等ですとですとですとですと、、、、あるいはタイもあるいはタイもあるいはタイもあるいはタイもごごごござざざざいましたいましたいましたいましたがががが、、、、工工工工賃賃賃賃のののの安安安安さというかさというかさというかさというか、、、、そういったそういったそういったそういった点点点点でででで日日日日本本本本ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業とととと外外外外国国国国ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業がががが、、、、製製製製造造造造業業業業がそうであったようながそうであったようながそうであったようながそうであったような形形形形でででで、、、、競争競争競争競争力力力力がががが出出出出てくるてくるてくるてくるのかのかのかのか、、、、出出出出てこなてこなてこなてこないのかいのかいのかいのか、、、、そういったそういったそういったそういった点点点点もももも含含含含めてめてめてめて、、、、何何何何かかかかココココメメメメントいたントいたントいたントいただだだだけれけれけれければばばばありがたいんですがありがたいんですがありがたいんですがありがたいんですが。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表    

        私私私私もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ、、、、日日日日本本本本のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、日日日日本本本本ではではではでは使使使使わなくなったものがわなくなったものがわなくなったものがわなくなったものが主主主主としてとしてとしてとしてアジアにアジアにアジアにアジアに流流流流れているというのはいろいろなところでおれているというのはいろいろなところでおれているというのはいろいろなところでおれているというのはいろいろなところでお話話話話をををを伺伺伺伺いますしいますしいますしいますし、、、、私私私私自身自身自身自身もももも、、、、例例例例ええええばばばば 8888 月月月月のののの末末末末にモンにモンにモンにモンゴゴゴゴルにルにルにルに行行行行っておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりましたが、、、、走走走走っているっているっているっている車車車車のかなりののかなりののかなりののかなりの割割割割合合合合がががが日日日日本本本本車車車車でででですすすす。。。。非非非非常常常常にににに立立立立派派派派なななな道路道路道路道路があるところはがあるところはがあるところはがあるところはウウウウランバートルランバートルランバートルランバートルぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、外外外外へへへへ出出出出るともうるともうるともうるともう日日日日本本本本のランのランのランのランドドドドクルークルークルークルーザザザザーみたいーみたいーみたいーみたいなものなものなものなものじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと走走走走れないれないれないれない。。。。そういうそういうそういうそういう車車車車かかかか、、、、あとはもうあとはもうあとはもうあとはもう徹底徹底徹底徹底的的的的にににに古古古古いロシアのジープいロシアのジープいロシアのジープいロシアのジープ。。。。そっそっそっそっちちちちののののほほほほうはうはうはうは自分自分自分自分でででで直直直直せるわけですせるわけですせるわけですせるわけです。。。。ところがところがところがところが、、、、日日日日本本本本のののの車車車車はははは自分自分自分自分ではではではでは直直直直せないからせないからせないからせないから、、、、そういうそういうそういうそういうガガガガレレレレージージージージがあるところがあるところがあるところがあるところじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと使使使使えないえないえないえない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、盗盗盗盗難難難難車車車車のののの場場場場合合合合はははは全全全全くくくく別別別別のののの話話話話なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、日日日日本本本本でででで廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になったようなものをになったようなものをになったようなものをになったようなものを、、、、例例例例ええええばばばば香香香香港港港港近近近近辺辺辺辺にににに送送送送るるるる、、、、あるいはタイにあるいはタイにあるいはタイにあるいはタイに送送送送るるるる、、、、そこでそこでそこでそこで利用利用利用利用されるかされるかされるかされるからいいらいいらいいらいいじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。パパパパソソソソココココンのンのンのンの古古古古くなったくなったくなったくなったのはかなりのはかなりのはかなりのはかなり流流流流れていっていますれていっていますれていっていますれていっていますねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、バーゼルバーゼルバーゼルバーゼル条条条条約約約約がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、有有有有害害害害なななな物物物物質質質質をををを含含含含んでいるというようなことでんでいるというようなことでんでいるというようなことでんでいるというようなことで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というというというという形形形形でででで送送送送るとすれるとすれるとすれるとすればばばば、、、、これはこれはこれはこれは密密密密輸輸輸輸でででで送送送送るしかないるしかないるしかないるしかない。。。。ですですですですからからからから、、、、そこにそこにそこにそこに価値価値価値価値ををををつつつつけてけてけてけて商商商商品品品品としてとしてとしてとして送送送送るというようなこるというようなこるというようなこるというようなことをとをとをとをややややっているんでしっているんでしっているんでしっているんでしょょょょうがうがうがうが、、、、結結結結局局局局のところのところのところのところ、、、、今向今向今向今向こうではそれでもこうではそれでもこうではそれでもこうではそれでも欲欲欲欲しいしいしいしい、、、、それでもそれでもそれでもそれでも値値値値ががががつつつつくくくく、、、、そしてそしてそしてそして工工工工賃賃賃賃がががが安安安安いからいからいからいから、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの形形形形でそこででそこででそこででそこで再再再再生生生生ができるができるができるができる、、、、資源資源資源資源としてもまたとしてもまたとしてもまたとしてもまた使使使使えるえるえるえる。。。。一方一方一方一方、、、、日日日日本本本本においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、人人人人件件件件費費費費もももも高高高高いしいしいしいし、、、、そんなものはとてもそんなものはとてもそんなものはとてもそんなものはとても利用利用利用利用できないできないできないできない。。。。そこでそこでそこでそこで 1111 つつつつのののの何何何何かかかか市市市市場場場場取取取取引引引引がががが成成成成りりりり立立立立つつつつようなようなようなような印印印印象象象象をををを与与与与えるわけですがえるわけですがえるわけですがえるわけですが、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりあるりあるりあるりある時時時時期期期期のののの、、、、まあまあまあまあ、、、、経済的経済的経済的経済的なななな格格格格差差差差がありがありがありがあり、、、、発展発展発展発展段段段段階階階階のののの格差格差格差格差があるからがあるからがあるからがあるから成成成成りりりり立立立立っているわけでっているわけでっているわけでっているわけで、、、、これがこれがこれがこれが、、、、例例例例ええええばばばば中中中中国国国国なんかはなんかはなんかはなんかは巨巨巨巨大大大大なマーなマーなマーなマーケケケケットでットでットでットでししししょょょょうからうからうからうから、、、、ししししばばばばらくはらくはらくはらくは続続続続くくくくかもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれども、、、、いずれはいずれはいずれはいずれは必必必必ずずずず向向向向こうでもこうでもこうでもこうでもそうそうそうそうややややってってってって再再再再生生生生したものはしたものはしたものはしたものは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になっていくわけですになっていくわけですになっていくわけですになっていくわけですねねねね。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような全全全全体的体的体的体的なななな、、、、定定定定常常常常的的的的なななな物物物物質質質質のののの循環循環循環循環をををを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、結結結結局局局局のところのところのところのところ、、、、公公公公害輸害輸害輸害輸出出出出というかというかというかというか、、、、有有有有害害害害なななな製製製製品品品品をををを日日日日本本本本からからからから向向向向こうこうこうこうへへへへ時時時時間間間間おくれでおくれでおくれでおくれで流流流流しているということにならないのかしているということにならないのかしているということにならないのかしているということにならないのか。。。。        じゃじゃじゃじゃ、、、、それをそれをそれをそれをカカカカバーするためにバーするためにバーするためにバーするために一体一体一体一体どうしたらいいのかというようなことをどうしたらいいのかというようなことをどうしたらいいのかというようなことをどうしたらいいのかというようなことを、、、、これこれこれこれ、、、、日日日日本本本本のののの企企企企業業業業がががが考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは大大大大変変変変だだだだとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ややややはりはりはりはり経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省ののののほほほほうでうでうでうで、、、、多多多多分分分分あるあるあるある程程程程度考度考度考度考ええええておられますよておられますよておられますよておられますよねねねね。。。。そういうアジアにそういうアジアにそういうアジアにそういうアジアに流流流流れていったもののれていったもののれていったもののれていったものの行行行行くくくく末末末末はどはどはどはどうするのかうするのかうするのかうするのか、、、、そこにそこにそこにそこに日日日日本本本本のののの持持持持っているっているっているっている技術技術技術技術みたいなものみたいなものみたいなものみたいなものででででちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとカカカカバーするようなバーするようなバーするようなバーするような形形形形のののの支援支援支援支援ができるのかどうかができるのかどうかができるのかどうかができるのかどうか。。。。いろんいろんいろんいろん
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なななな問問問問題題題題がががが多多多多分分分分今今今今検討検討検討検討されなくてはいけないされなくてはいけないされなくてはいけないされなくてはいけない課課課課題題題題としてとしてとしてとして存存存存在在在在しているとしているとしているとしていると思思思思いますいますいますいます。。。。古古古古紙紙紙紙、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう大大大大量量量量にににに流流流流れているためにれているためにれているためにれているために、、、、逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、せっかくせっかくせっかくせっかくペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの再再再再生工場生工場生工場生工場をををを日日日日本本本本ににににつつつつくったんくったんくったんくったんだだだだけれどけれどけれどけれど、、、、原原原原料料料料がないというがないというがないというがないという、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況にもなったりしているわけでにもなったりしているわけでにもなったりしているわけでにもなったりしているわけですすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうところでそういうところでそういうところでそういうところで、、、、日日日日本本本本とアジアとアジアとアジアとアジア、、、、近近近近隣隣隣隣諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、そしてそこそしてそこそしてそこそしてそこへへへへ物物物物がががが流流流流れてれてれてれていっていっていっていって、、、、最最最最終終終終的的的的にそのものがどうなるのかにそのものがどうなるのかにそのものがどうなるのかにそのものがどうなるのか。。。。とことんとことんとことんとことん、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににになったらなったらなったらなったら、、、、それはそれはそれはそれは日日日日本本本本のののの、、、、それそれそれそれこそこそこそこそ同同同同和和和和鉱鉱鉱鉱業業業業みたいなところみたいなところみたいなところみたいなところへへへへ持持持持ってきたってきたってきたってきたほほほほうがうがうがうが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源としてとしてとしてとして有効有効有効有効なななな循環利用循環利用循環利用循環利用をををを進進進進めるめるめるめるためにはためにはためにはためには適適適適しているかもしれないとかしているかもしれないとかしているかもしれないとかしているかもしれないとか、、、、いろんないろんないろんないろんな考考考考ええええ方方方方がありがありがありがあり得得得得るとるとるとると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、それはそれはそれはそれは多多多多分分分分今後今後今後今後のののの検討検討検討検討課課課課題題題題としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう残残残残されたされたされたされた時時時時間間間間ががががほほほほとんどないんでとんどないんでとんどないんでとんどないんでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、最後最後最後最後にににに、、、、まとめまとめまとめまとめ的的的的なおなおなおなお話話話話としてとしてとしてとして、、、、バックバックバックバックキキキキャャャャステステステスティィィィングというングというングというングというキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで少少少少しししし議議議議論論論論したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        このこのこのこのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、今鈴木今鈴木今鈴木今鈴木先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうからココココメメメメントがントがントがントがごごごござざざざいいいいましたようにましたようにましたようにましたように、、、、将将将将来来来来像像像像をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか。。。。今今今今はははは経済経済経済経済格差格差格差格差があるからがあるからがあるからがあるから流流流流れているけれどもれているけれどもれているけれどもれているけれども、、、、将将将将来来来来はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか、、、、それはわそれはわそれはわそれはわかりませんかりませんかりませんかりません、、、、というというというというふふふふうなことでうなことでうなことでうなことでごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。3R3R3R3R といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、我我我我々々々々がががが住住住住むむむむこのこのこのこの地球地球地球地球上上上上をどをどをどをどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに持持持持っていくのかということでっていくのかということでっていくのかということでっていくのかということで、、、、着着着着地地地地点点点点というおというおというおというお話話話話があったかとがあったかとがあったかとがあったかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを決決決決めてめてめてめて、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現するためにこれからどういうするためにこれからどういうするためにこれからどういうするためにこれからどういう施施施施策策策策ををををややややってってってっていくいくいくいくののののかかかか、、、、そういうこととそういうこととそういうこととそういうことと私私私私はははは理理理理解解解解しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、まずまずまずまず県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みといたしましてみといたしましてみといたしましてみといたしまして、、、、このこのこのこの 3R3R3R3R のののの推進推進推進推進にににに向向向向けましてけましてけましてけまして、、、、県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような取取取取りりりり組組組組みをされていみをされていみをされていみをされているかということにるかということにるかということにるかということにつつつついていていていておおおお伺伺伺伺いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと存存存存じじじじますますますます。。。。松松松松井室長井室長井室長井室長さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    松松松松井室長井室長井室長井室長    

        先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、現現現現在在在在のののの日日日日本本本本人人人人のライフスタイルではのライフスタイルではのライフスタイルではのライフスタイルでは地球地球地球地球がががが 2.42.42.42.4 個個個個必要必要必要必要になになになになるということですからるということですからるということですからるということですから、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術のののの進進進進歩歩歩歩、、、、向上向上向上向上などをなどをなどをなどを考考考考慮慮慮慮したとしましてもしたとしましてもしたとしましてもしたとしましても、、、、もうもうもうもう少少少少しししし生生生生活活活活レベレベレベレベルをルをルをルを落落落落としていかなけれとしていかなけれとしていかなけれとしていかなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。とはとはとはとは申申申申しましてもしましてもしましてもしましても、、、、無無無無理理理理をするとをするとをするとをすると長長長長続続続続きはしませんからきはしませんからきはしませんからきはしませんから、、、、まずはまずはまずはまずは現現現現在在在在のののの生生生生活活活活をををを見見見見詰詰詰詰めめめめ直直直直すすすす中中中中ででででむむむむだだだだなななな部部部部分分分分をなくしていくということがをなくしていくということがをなくしていくということがをなくしていくということが大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。本県本県本県本県ではではではでは、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ基本的基本的基本的基本的なななな指針指針指針指針としましてとしましてとしましてとしまして環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまとくしまとくしまとくしま憲憲憲憲章章章章、、、、今日今日今日今日もももも資料資料資料資料のののの中中中中にこういうものがにこういうものがにこういうものがにこういうものが入入入入っているとっているとっているとっていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それをそれをそれをそれを平平平平成成成成 16161616 年年年年 3333 月月月月にににに制定制定制定制定しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの憲憲憲憲章章章章ではではではでは、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーやごやごやごやごみみみみ、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境やややや水水水水などなどなどなど、、、、私私私私たたたたちちちちをををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく重要重要重要重要なななな要素要素要素要素ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、日日日日々々々々のののの暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中でででで少少少少しししし心心心心がけることでがけることでがけることでがけることで無無無無理理理理なくなくなくなく取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる 21212121 項項項項目目目目のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを「「「「トライトライトライトライ 21212121」」」」としてとしてとしてとして取取取取りまとめておりますりまとめておりますりまとめておりますりまとめております。。。。このトライこのトライこのトライこのトライ 21212121のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんがみずからのさんがみずからのさんがみずからのさんがみずからの生生生生活活活活にににに 1111 つつつつでもでもでもでも 2222 つつつつでもでもでもでも取取取取りりりり入入入入れていたれていたれていたれていただだだだけるようけるようけるようけるよう、、、、県民会議県民会議県民会議県民会議のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんとともにともにともにともに、、、、エエエエココココイイイイベベベベントのントのントのントの取取取取りりりり組組組組みとかみとかみとかみとか、、、、環境環境環境環境美美美美化活動化活動化活動化活動、、、、ささささままままざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動をををを通通通通しましてしましてしましてしまして普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        またまたまたまた、、、、3R3R3R3R のののの中中中中でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組みがおくれておりますみがおくれておりますみがおくれておりますみがおくれておりますリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースのースのースのースの部部部部分分分分にににに力力力力をををを入入入入れていれていれていれていかなけれかなけれかなけれかなければばばばならないというならないというならないというならないというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化をををを進進進進めていくためのシステムづめていくためのシステムづめていくためのシステムづめていくためのシステムづくりをくりをくりをくりを市市市市町村町村町村町村、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、民民民民間間間間団体団体団体団体、、、、これこそみんなでこれこそみんなでこれこそみんなでこれこそみんなで 3R3R3R3R ということでということでということでということで、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって、、、、協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら推進推進推進推進していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。特特特特にににに今今今今年度年度年度年度検討検討検討検討しておりましておりましておりましておりますすすすリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースをースをースをースを推進推進推進推進するするするする販販販販売売売売方方方方法法法法、、、、例例例例ええええばばばばばばばばらららら売売売売りとかはかりりとかはかりりとかはかりりとかはかり売売売売りりりり、、、、それからトそれからトそれからトそれからトレレレレーーーーをををを使使使使わないわないわないわない販販販販売売売売方方方方法法法法などなどなどなど、、、、実効性実効性実効性実効性のあるものとしてのあるものとしてのあるものとしてのあるものとして取取取取りまとめましてりまとめましてりまとめましてりまとめまして、、、、普及普及普及普及をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、
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改改改改正正正正されましたされましたされましたされました容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが十十十十分分分分にににに効効効効果果果果がががが上上上上げげげげられるようられるようられるようられるよう、、、、国国国国やややや事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと連連連連携携携携をををを密密密密にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、対策対策対策対策をををを講講講講じじじじていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        次次次次にににに、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業などのなどのなどのなどの環境関連産業環境関連産業環境関連産業環境関連産業のののの育成育成育成育成ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか事業化事業化事業化事業化にまではにまではにまではにまでは結結結結びびびびつつつつけられるけられるけられるけられる事事事事案案案案がががが少少少少のうのうのうのうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス会議会議会議会議をををを中中中中心心心心にににに、、、、県内事業県内事業県内事業県内事業者者者者のニーズをきめのニーズをきめのニーズをきめのニーズをきめ細細細細かくかくかくかく把握把握把握把握しながらしながらしながらしながら、、、、できるできるできるできる限限限限りサりサりサりサポポポポートをしてまいりたいとートをしてまいりたいとートをしてまいりたいとートをしてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        それからそれからそれからそれから、、、、拡大拡大拡大拡大生生生生産産産産者者者者責任責任責任責任のののの考考考考ええええ方方方方をもとにしましてをもとにしましてをもとにしましてをもとにしまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル制制制制度度度度のののの拡拡拡拡充充充充もももも図図図図っていかなっていかなっていかなっていかなけれけれけれければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これはこれはこれはこれは徳島県徳島県徳島県徳島県だだだだけでできることはけでできることはけでできることはけでできることは非非非非常常常常にににに限限限限らららられておりますかられておりますかられておりますかられておりますから、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国国国国にににに対対対対してさましてさましてさましてさまざざざざまなまなまなまな機機機機会会会会にににに提言提言提言提言、、、、要望要望要望要望をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、またそのまたそのまたそのまたその運運運運用用用用やややや普及普及普及普及ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力をしてまいりたいというをしてまいりたいというをしてまいりたいというをしてまいりたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

        以以以以上上上上のようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めることによりましてめることによりましてめることによりましてめることによりまして、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀のののの世世世世界界界界がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会にににに一一一一歩歩歩歩でもでもでもでも近近近近づけるようづけるようづけるようづけるよう、、、、徳島徳島徳島徳島のののの皆皆皆皆さんともどもにさんともどもにさんともどもにさんともどもに努努努努力力力力をしていきたいというをしていきたいというをしていきたいというをしていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと時時時時間間間間がががが押押押押してまいりましたけれどもしてまいりましたけれどもしてまいりましたけれどもしてまいりましたけれども、、、、杉浦杉浦杉浦杉浦会会会会長長長長さんさんさんさんににににはははは、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしているんですがいしているんですがいしているんですがいしているんですが、、、、現現現現在在在在ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業のそののそののそののその先先先先、、、、バックバックバックバックキキキキャャャャスススステテテティィィィングというングというングというングという視点視点視点視点からからからから考考考考えましてえましてえましてえまして、、、、これからこういうこれからこういうこれからこういうこれからこういう方方方方向向向向性性性性にににに持持持持っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふううううなななな点点点点がありましたらがありましたらがありましたらがありましたらごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。    

    杉浦代表杉浦代表杉浦代表杉浦代表    

        なかなかなかなかなかなかなかなか未来未来未来未来ににににつつつつながるというのはうまくいかないんですけれどもながるというのはうまくいかないんですけれどもながるというのはうまくいかないんですけれどもながるというのはうまくいかないんですけれども、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう愚愚愚愚直直直直にににに、、、、人人人人もももも物物物物もももも生生生生かされるかされるかされるかされる町町町町づくりをづくりをづくりをづくりを地地地地道道道道にこにこにこにこつつつつここここつつつつとととと行行行行っていくしっていくしっていくしっていくしかないんかないんかないんかないんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、ちちちちょょょょっとそんなっとそんなっとそんなっとそんなふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。リリリリサイクルよりはサイクルよりはサイクルよりはサイクルよりはリユリユリユリユースースースース、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回再再再再使使使使用用用用していたしていたしていたしていただだだだくくくくほほほほうがいいうがいいうがいいうがいい、、、、こういこういこういこういうううう活動活動活動活動をこをこをこをこつつつつここここつつつつとととと進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、環境首都環境首都環境首都環境首都とくしまというのはすとくしまというのはすとくしまというのはすとくしまというのはすばばばばらしらしらしらしいテーマいテーマいテーマいテーマだだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、しかししかししかししかし、、、、私私私私はははは思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはこれはこれはこれは本本本本当当当当にににに大大大大変変変変でででで、、、、気気気気がががが遠遠遠遠くなるようなくなるようなくなるようなくなるような活動活動活動活動のののの持続持続持続持続とととと愚愚愚愚直直直直なななな頑頑頑頑固固固固さがさがさがさが必要必要必要必要じゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。かなわかなわかなわかなわぬぬぬぬことことことことだだだだとはとはとはとは思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ推進推進推進推進室長室長室長室長のののの松松松松井井井井さんがさんがさんがさんが、、、、例例例例ええええばばばば室長室長室長室長としてとしてとしてとして最最最最低低低低 10101010 年年年年くらいくらいくらいくらいはははは居居居居すわるようなすわるようなすわるようなすわるような覚覚覚覚悟悟悟悟でででで取取取取りりりり組組組組まないとなかなかまないとなかなかまないとなかなかまないとなかなか変変変変わわわわらないらないらないらない、、、、そんなそんなそんなそんなふふふふうなうなうなうな感感感感想想想想をををを持持持持ちちちちましたましたましたました。。。。私私私私たたたたちちちちもももも、、、、皆皆皆皆さんにあきられることなくさんにあきられることなくさんにあきられることなくさんにあきられることなく、、、、25252525 年年年年目目目目、、、、30303030 年年年年目目目目とととと、、、、とにかくことにかくことにかくことにかくこつつつつここここつつつつととととややややっていきっていきっていきっていきたいとたいとたいとたいと、、、、そんなそんなそんなそんなふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじをををを持持持持たせていたたせていたたせていたたせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、「「「「みんでもっとみんでもっとみんでもっとみんでもっとリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」」」」というというというという、、、、これをこれをこれをこれを今日今日今日今日のののの「「「「みんなでもっとみんなでもっとみんなでもっとみんなでもっと 3R3R3R3R」」」」のののの出出出出典典典典になっているになっているになっているになっているんんんんだだだだそうですけれどもそうですけれどもそうですけれどもそうですけれども、、、、これをこれをこれをこれを提唱提唱提唱提唱されましたされましたされましたされました三木三木三木三木社社社社長長長長さんからさんからさんからさんから、、、、今後今後今後今後事業事業事業事業者者者者としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういうふふふふうなうなうなうな事業展開事業展開事業展開事業展開をををを考考考考えておられるのかえておられるのかえておられるのかえておられるのか、、、、もしよろしけれもしよろしけれもしよろしけれもしよろしければごばごばごばご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うんですけれどうんですけれどうんですけれどうんですけれどもももも。。。。    

    三木三木三木三木社社社社長長長長    

        これもこれもこれもこれも、、、、当当当当社社社社もももも「「「「資源資源資源資源」」」」というというというという名名名名前前前前ががががつつつつくくくく会社会社会社会社でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、今今今今までまでまでまで資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは儲儲儲儲けのけのけのけの
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ためのものためのものためのものためのものだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、時代時代時代時代はははは必必必必ずしもそれずしもそれずしもそれずしもそれだだだだけではなくなりましてけではなくなりましてけではなくなりましてけではなくなりまして、、、、このこのこのこの資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは人人人人なんなんなんなんだだだだということがということがということがということが当当当当社社社社のののの理念理念理念理念でありでありでありであり、、、、方方方方針針針針でありますでありますでありますであります。。。。ということはということはということはということは、、、、我我我我々々々々ももももリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事事事事業業業業者者者者としてとしてとしてとして、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮するするするする、、、、環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを考考考考えるというのがえるというのがえるというのがえるというのが当然当然当然当然でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、そそそそういったものをできるういったものをできるういったものをできるういったものをできるだだだだけけけけ、、、、できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲のののの中中中中でででで、、、、身身身身のののの丈丈丈丈のののの中中中中でででで精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい努努努努力力力力をしていくというをしていくというをしていくというをしていくということをことをことをことを今後今後今後今後ともともともとも推進推進推進推進していかないといけしていかないといけしていかないといけしていかないといけませんしませんしませんしませんし、、、、実際実際実際実際そういったそういったそういったそういったリリリリサイクルとかサイクルとかサイクルとかサイクルとか、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル自体自体自体自体もこれもこれもこれもこれ、、、、すすすすべべべべてててて正正正正しいものでないということもしいものでないということもしいものでないということもしいものでないということも非非非非常常常常にににに強強強強くくくく私私私私自身自身自身自身認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。ですかですかですかですからららら、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、一方一方一方一方ではではではでは我我我我々々々々としていろいろなものをとしていろいろなものをとしていろいろなものをとしていろいろなものを提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、消費者消費者消費者消費者のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから逆逆逆逆にこういったにこういったにこういったにこういった先進的先進的先進的先進的なななな事事事事例例例例がありますよというようなものをがありますよというようなものをがありますよというようなものをがありますよというようなものを提提提提案案案案いたいたいたいただだだだいいいいてててて、、、、そういったそういったそういったそういった教教教教えをえをえをえを請請請請いながらいながらいながらいながら事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとして 3R3R3R3R をををを推進推進推進推進していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。最後最後最後最後にににに、、、、このこのこのこの件件件件ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお二二二二人人人人にまとめていにまとめていにまとめていにまとめていたたたただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、庄子庄子庄子庄子さんとさんとさんとさんと鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生におにおにおにお願願願願いいたしたいんですがいいたしたいんですがいいたしたいんですがいいたしたいんですが、、、、まずまずまずまず、、、、庄子庄子庄子庄子さんにさんにさんにさんにはははは、、、、今回今回今回今回のののの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの改改改改正正正正をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、事業事業事業事業者者者者のののの方方方方、、、、それからそれからそれからそれから消費者消費者消費者消費者のののの方方方方にどうにどうにどうにどういったいったいったいった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを期待期待期待期待されているのかというようなことをされているのかというようなことをされているのかというようなことをされているのかというようなことを、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度そのそのそのその要要要要点点点点をををを整整整整理理理理しておしておしておしてお話話話話ししししいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、このこのこのこの件件件件にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、来来来来年度年度年度年度のののの概算概算概算概算要要要要求求求求等等等等のののの動動動動向向向向ににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介できることがありましたらできることがありましたらできることがありましたらできることがありましたら、、、、今後今後今後今後のののの国国国国のののの展展展展望望望望もももも含含含含めておめておめておめてお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐庄子室長補佐 

  まずまずまずまず、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法をををを通通通通じじじじてということでてということでてということでてということで、、、、特特特特ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減対策対策対策対策にににに関関関関してしてしてして申申申申しししし上上上上げげげげれれれればばばば、、、、本本本本日日日日ここのここのここのここの会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題ににににごごごご関関関関心心心心がおありがおありがおありがおありだだだだということでということでということでということで、、、、おそらおそらおそらおそらくくくくレレレレジジジジ袋袋袋袋ににににつつつついてもいてもいてもいても「「「「要要要要りませんよりませんよりませんよりませんよ」」」」というというというという取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていためていためていためていただだだだいているかといているかといているかといているかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、広広広広くくくく消費者消費者消費者消費者のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに呼呼呼呼びかけたいということとしてはびかけたいということとしてはびかけたいということとしてはびかけたいということとしては、、、、まずまずまずまず行行行行動動動動をををを起起起起こしてみましこしてみましこしてみましこしてみましょょょょうといううといううといううということですことですことですことです。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋にににに関関関関してしてしてして言言言言うとうとうとうと、、、、スーパースーパースーパースーパー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはココココンンンンビビビビニでもニでもニでもニでも、、、、昔昔昔昔のののの八八八八百百百百屋屋屋屋さんとかさんとかさんとかさんとか魚魚魚魚屋屋屋屋さんとかとはさんとかとはさんとかとはさんとかとは違違違違ってってってって、、、、全全全全くくくく会会会会話話話話をしないでをしないでをしないでをしないで買買買買いいいい物物物物をするというのがをするというのがをするというのがをするというのが一一一一般般般般的的的的なスタイルでなスタイルでなスタイルでなスタイルで、、、、そのそのそのその中中中中でででで「「「「レレレレジジジジ袋要袋要袋要袋要りませんりませんりませんりません」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「バッグバッグバッグバッグ持持持持ってきましたからってきましたからってきましたからってきましたから」」」」というというというというふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを一言言一言言一言言一言言ううううだだだだけけけけでもわりとでもわりとでもわりとでもわりと勇勇勇勇気気気気がががが要要要要るのではないかということでありますけれどもるのではないかということでありますけれどもるのではないかということでありますけれどもるのではないかということでありますけれども、、、、これもこれもこれもこれも慣慣慣慣れれれれれれれればばばばそれがそれがそれがそれが普通普通普通普通のことになってくるかとのことになってくるかとのことになってくるかとのことになってくるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、まずそういったまずそういったまずそういったまずそういった行行行行動動動動をををを 1つつつつ起起起起こしていたこしていたこしていたこしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、それそれそれそれがががが今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに広広広広がっていくのではないかとがっていくのではないかとがっていくのではないかとがっていくのではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに対対対対しましましましましてはしてはしてはしては、、、、このこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減というのはというのはというのはというのは、、、、事業事業事業事業者者者者にとってもにとってもにとってもにとっても経済的経済的経済的経済的ななななメメメメリリリリットがありますットがありますットがありますットがあります。。。。当然当然当然当然ののののことながらことながらことながらことながら、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの仕仕仕仕入入入入れれれれ代代代代もももも要要要要らなくなりますしらなくなりますしらなくなりますしらなくなりますし、、、、あとあとあとあと、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法にににに基基基基づくづくづくづくリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル費費費費用用用用もももも、、、、そそそそうしたうしたうしたうした容容容容器包器包器包器包装装装装をををを使使使使わないということでわないということでわないということでわないということで少少少少なくなるということでなくなるということでなくなるということでなくなるということでごごごござざざざいますいますいますいますのでのでのでので、、、、ぜひぜひぜひぜひ一一一一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出出出出していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、レレレレジジジジ袋対策袋対策袋対策袋対策はははは、、、、卵卵卵卵がががが先先先先かニワトかニワトかニワトかニワトリリリリがががが先先先先かということもかということもかということもかということもごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、三木三木三木三木さんからさんからさんからさんから、、、、双双双双方方方方がががが努努努努めるめるめるめるべべべべきではないかというおきではないかというおきではないかというおきではないかというお話話話話ががががごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。私私私私どもどもどもども、、、、今回今回今回今回ののののレレレレジジジジ袋対策袋対策袋対策袋対策にににに関関関関してしてしてして環環環環境境境境省省省省のののの中中中中でででで議議議議論論論論しているしているしているしている中中中中でででで、、、、例例例例ええええばばばば消費者消費者消費者消費者のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが左左左左手手手手でででで、、、、事業事業事業事業者者者者のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが右右右右手手手手だだだだととととすれすれすれすればばばば、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減というのはというのはというのはというのは、、、、消費者消費者消費者消費者とととと事業事業事業事業者者者者がががが両両両両方方方方手手手手をををを合合合合わせないとわせないとわせないとわせないと音音音音がががが出出出出ないとないとないとないと同同同同じじじじよよよようにうにうにうに、、、、取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進まないであろうということまないであろうということまないであろうということまないであろうということでででで、、、、どどどどちちちちらからからからかだだだだけではけではけではけでは実効性実効性実効性実効性がががが上上上上がらないものがらないものがらないものがらないものだだだだ



 96 

ということでということでということでということで考考考考えておりましたえておりましたえておりましたえておりました。。。。まさにまさにまさにまさに両両両両手手手手がががが、、、、手手手手がががが鳴鳴鳴鳴るようなるようなるようなるような形形形形でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていためていためていためていただだだだききききたいということでありますたいということでありますたいということでありますたいということであります。。。。とはいいましてもとはいいましてもとはいいましてもとはいいましても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか一事業一事業一事業一事業者者者者だだだだけではけではけではけでは、、、、自分自分自分自分のところのところのところのところだだだだけけけけレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化ををををややややったらおったらおったらおったらお客客客客さんがさんがさんがさんが逃逃逃逃げげげげていってしまうのではないかというていってしまうのではないかというていってしまうのではないかというていってしまうのではないかという心心心心配配配配があるのではがあるのではがあるのではがあるのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そこでそこでそこでそこで重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていたたしていたたしていたたしていただだだだくのはくのはくのはくのは、、、、地域地域地域地域にににに根差根差根差根差したしたしたした行政行政行政行政をををを行行行行っておられるっておられるっておられるっておられる市市市市町村町村町村町村のののの方方方方々々々々かなとかなとかなとかなと。。。。本本本本日日日日、、、、市市市市町村町村町村町村のののの関係関係関係関係者者者者のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃれれれればばばば、、、、ぜひぜひぜひぜひそうしたそうしたそうしたそうした事業事業事業事業者者者者、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは消費消費消費消費者者者者のののの仲仲仲仲立立立立ちちちちをするようなをするようなをするようなをするような形形形形でででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、地域地域地域地域でででで協議会協議会協議会協議会みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものをつつつつくってくってくってくって取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだくとかくとかくとかくとか、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、国国国国レベレベレベレベルでルでルでルで、、、、ローローローローソソソソンとかモスフーンとかモスフーンとかモスフーンとかモスフードドドドとととと協協協協定定定定をををを結結結結ぶぶぶぶというというというという話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、地域地域地域地域でもそういったでもそういったでもそういったでもそういった協協協協定定定定をををを使使使使ってってってって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていためていためていためていただだだだくとかくとかくとかくとか、、、、既既既既にににに先先先先ほほほほどどどど東京東京東京東京のののの杉杉杉杉並並並並区区区区などではなどではなどではなどでは取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めているというおめているというおめているというおめているというお話話話話ももももごごごござざざざいましたしいましたしいましたしいましたし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは京京京京都都都都でもでもでもでも同同同同じじじじようにようにようにように地域地域地域地域のののの小小小小売店売店売店売店とととと、、、、行政行政行政行政もかかわるもかかわるもかかわるもかかわる形形形形でででで有料化有料化有料化有料化をををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという検討検討検討検討もももも進進進進められていめられていめられていめられているとるとるとると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。そうしたそうしたそうしたそうした取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて、、、、ぜひぜひぜひぜひ徳島徳島徳島徳島でもでもでもでも進進進進めていためていためていためていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。 またまたまたまた、、、、市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆さんはおさんはおさんはおさんはお帰帰帰帰りになったかもしれませんけれどもりになったかもしれませんけれどもりになったかもしれませんけれどもりになったかもしれませんけれども、、、、ままままだだだだここにここにここにここに学学学学校校校校関係関係関係関係者者者者のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃれれれればばばば、、、、学学学学校教校教校教校教育育育育というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだということをということをということをということを、、、、ききききょょょょうううう市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校のののの皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をををを聞聞聞聞きましてきましてきましてきまして強強強強くくくく感感感感じじじじましたましたましたました。。。。非非非非常常常常にににに心心心心強強強強いいいい思思思思いをしたいをしたいをしたいをした次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋にににに関関関関しましてもしましてもしましてもしましても、、、、小小小小学学学学生生生生、、、、中中中中学学学学生生生生のののの皆皆皆皆さんがそういったさんがそういったさんがそういったさんがそういった取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの重要重要重要重要性性性性をををを認識認識認識認識すすすすることでることでることでることで、、、、おおおお父父父父さんさんさんさんややややおおおお母母母母さんにさんにさんにさんに、「、「、「、「何何何何ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋なんかもらっているのなんかもらっているのなんかもらっているのなんかもらっているの？」？」？」？」というというというというふふふふうにおうにおうにおうにお子子子子ささささんからんからんからんから言言言言っていたっていたっていたっていただだだだくということもくということもくということもくということも非非非非常常常常にににに有効有効有効有効ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そうしたそうしたそうしたそうした小小小小学学学学生生生生、、、、中中中中学学学学生生生生がががが大大大大人人人人になったときにになったときにになったときにになったときに、、、、そういったそういったそういったそういった世世世世のののの中中中中がががが定定定定着着着着していくということがしていくということがしていくということがしていくということが期待期待期待期待もされますのでもされますのでもされますのでもされますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ環境環境環境環境教教教教育育育育のののの中中中中でそうしたでそうしたでそうしたでそうしたごごごごみみみみ問問問問題題題題をををを引引引引きききき続続続続きききき進進進進めていためていためていためていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 あとあとあとあと、、、、国国国国としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、来来来来年度年度年度年度のののの概算概算概算概算要要要要求求求求にににに絡絡絡絡めてめてめてめて申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、いろいいろいいろいいろいろそうしたろそうしたろそうしたろそうした先進的先進的先進的先進的なななな、、、、モモモモデデデデルルルル的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを広広広広くくくく支援支援支援支援していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、環境環境環境環境省省省省でエでエでエでエココココココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ事業事業事業事業というのをというのをというのをというのをややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、今今今今年度年度年度年度もももも募募募募集集集集いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、81件件件件のののの応応応応募募募募のうのうのうのうちちちち 7件件件件採採採採択択択択をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの上上上上勝勝勝勝町町町町ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品をををを販販販販売売売売ししししていくシていくシていくシていくシステムをステムをステムをステムをつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうといううといううといううという取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援させていたさせていたさせていたさせていただだだだくことにしておりますのでくことにしておりますのでくことにしておりますのでくことにしておりますので、、、、こうしたこうしたこうしたこうした仕仕仕仕組組組組みもみもみもみもぜひぜひぜひぜひ活用活用活用活用していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした地域的地域的地域的地域的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、地球地球地球地球規規規規模模模模のののの問問問問題題題題ということでということでということでということで目目目目をををを転転転転じじじじますとますとますとますと、、、、先先先先ほほほほどどどど三木三木三木三木さんからさんからさんからさんから具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、国際的国際的国際的国際的なななな 3R といといといということでうことでうことでうことで、、、、日日日日本本本本からからからから輸輸輸輸出出出出されるされるされるされる中中中中古製古製古製古製品品品品、、、、中中中中古古古古のののの部品部品部品部品などがなどがなどがなどが輸輸輸輸出出出出先先先先でででで環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染をををを引引引引きききき起起起起したりししたりししたりししたりしないようにないようにないようにないように、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 3R をををを推進推進推進推進するということでするということでするということでするということで、、、、外外外外国国国国だだだだととととリリリリサイクルできないものがサイクルできないものがサイクルできないものがサイクルできないものが日日日日本本本本のののの技術技術技術技術だだだだととととリリリリサイクルできるとかサイクルできるとかサイクルできるとかサイクルできるとか、、、、そういったそういったそういったそういった 3R をををを、、、、日日日日本本本本だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、国際的国際的国際的国際的にににに広広広広げげげげていけていけていけていけれれれればばばばということをということをということをということを環境環境環境環境省省省省もももも進進進進めていくということにしておりますめていくということにしておりますめていくということにしておりますめていくということにしております。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、当然当然当然当然、、、、国内国内国内国内ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル制制制制度度度度、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど杉浦杉浦杉浦杉浦さんからおさんからおさんからおさんからお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、家家家家電電電電ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル制制制制度度度度というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、今今今今家家家家電製電製電製電製品品品品ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、家家家家電製電製電製電製品品品品をををを捨捨捨捨てるてるてるてる際際際際ににににリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル料料料料金金金金をををを払払払払っていたっていたっていたっていただだだだくくくく後後後後払払払払いといういといういといういという方方方方式式式式になっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、それがそれがそれがそれが不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄をををを引引引引きききき起起起起ししししややややすいのではないかということですいのではないかということですいのではないかということですいのではないかということで、、、、前前前前払払払払いがいがいがいが有効有効有効有効なのではないかというなのではないかというなのではないかというなのではないかという議議議議論論論論ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法とかとかとかとか、、、、あとあとあとあと、、、、食品廃棄食品廃棄食品廃棄食品廃棄物物物物、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのもというのもというのもというのもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、消費消費消費消費期期期期限限限限がががが切切切切れたれたれたれたココココンンンンビビビビニニニニ弁弁弁弁当当当当とかとかとかとか、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは食食食食べべべべ残残残残しとかしとかしとかしとか、、、、そういったものをできるそういったものをできるそういったものをできるそういったものをできるだだだだけけけけ少少少少なくしようというなくしようというなくしようというなくしようという取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ままままだだだだままままだだだだ不不不不十十十十分分分分だだだだとととと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、今今今今年年年年からからからから来来来来年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、そうしたそうしたそうしたそうした制制制制度度度度のののの見見見見直直直直しというのもしというのもしというのもしというのも進進進進めてめてめてめていきたいということでいきたいということでいきたいということでいきたいということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした我我我我がががが国国国国のののの中中中中のののの 3R のののの取取取取りりりり組組組組みをアジアにみをアジアにみをアジアにみをアジアに発発発発信信信信してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを広広広広くくくく世世世世界界界界にににに発発発発信信信信していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 長長長長くなりましたけれどもくなりましたけれどもくなりましたけれどもくなりましたけれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと最後最後最後最後にににに一言一言一言一言だだだだけけけけ。。。。容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法はははは、、、、10 年年年年前前前前にでにでにでにできましたきましたきましたきました。。。。そのときにはそのときにはそのときにはそのときにはペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは、、、、ままままだだだだままままだだだだ始始始始まったまったまったまったばばばばかりでかりでかりでかりで、「、「、「、「ペペペペットットットットボボボボトルなんてトルなんてトルなんてトルなんてリリリリサイクルできるのサイクルできるのサイクルできるのサイクルできるの？」？」？」？」というというというという見見見見方方方方もされておったかともされておったかともされておったかともされておったかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今ややややもうもうもうもう大分大分大分大分ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの分分分分別別別別収収収収集集集集なりなりなりなりリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは進進進進んできておりましてんできておりましてんできておりましてんできておりまして、、、、今今今今やリやリやリやリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの優等優等優等優等生生生生とととと言言言言わわわわれるようにまでなってきておりますれるようにまでなってきておりますれるようにまでなってきておりますれるようにまでなってきております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、例例例例ええええばレばレばレばレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化ということですがということですがということですがということですが、、、、10年年年年前前前前ののののペペペペットットットットボボボボトルとトルとトルとトルと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、今今今今ははははレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化はははは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか限限限限定定定定的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みというこみというこみというこみということでとでとでとでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今今今今度度度度のののの容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの見見見見直直直直しはしはしはしは 7 年年年年後後後後になりますになりますになりますになります。。。。そのとそのとそのとそのときにはきにはきにはきには、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化がががが当当当当たりたりたりたり前前前前だだだだというというというという社会社会社会社会になっていることをになっていることをになっていることをになっていることを強強強強くくくく期待期待期待期待いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、私私私私のののの発言発言発言発言ととととさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと時時時時間間間間がががが延延延延びているんですがびているんですがびているんですがびているんですが、、、、最後最後最後最後にまとめというにまとめというにまとめというにまとめという形形形形でででで、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生にににに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりということにづくりということにづくりということにづくりということに向向向向けてけてけてけて、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民とかとかとかとか、、、、事業事業事業事業者者者者とかとかとかとか、、、、行政行政行政行政とかとかとかとか、、、、市民市民市民市民のののの集集集集まりでありますまりでありますまりでありますまりであります NPONPONPONPO 法人法人法人法人とかとかとかとか、、、、そういったそれそういったそれそういったそれそういったそれぞぞぞぞれのれのれのれの各主体各主体各主体各主体のののの役割役割役割役割とかとかとかとか考考考考ええええ方方方方ににににつつつつききききましてましてましてまして、、、、総総総総括括括括的的的的ななななごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばうれしいんですがうれしいんですがうれしいんですがうれしいんですが、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットネットネットネットワークワークワークワーク代表代表代表代表    

        時時時時間間間間がががが非非非非常常常常にににに限限限限られているようですしられているようですしられているようですしられているようですし、、、、いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお話話話話はもうはもうはもうはもう既既既既にパネにパネにパネにパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々等等等等からもからもからもからも、、、、水口水口水口水口先先先先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、1111 つだつだつだつだけけけけ私私私私付付付付けけけけ加加加加えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。このこのこのこの徳徳徳徳島島島島でこういうフォーラムをおでこういうフォーラムをおでこういうフォーラムをおでこういうフォーラムをお持持持持ちちちちいたいたいたいただだだだいたというのはいたというのはいたというのはいたというのは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムのののの活動活動活動活動はははは、、、、ややややはりゼロエミッションシテはりゼロエミッションシテはりゼロエミッションシテはりゼロエミッションシティィィィ、、、、エエエエココココタタタタウウウウンみたいなものをンみたいなものをンみたいなものをンみたいなものをつつつつくっていくというときにくっていくというときにくっていくというときにくっていくというときに、、、、住住住住民民民民のののの方方方方々々々々、、、、すすすすべべべべてのステークてのステークてのステークてのステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの方方方方々々々々がどういうがどういうがどういうがどういう形形形形でででで参加参加参加参加ししししてそれをてそれをてそれをてそれをつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげていくかていくかていくかていくか、、、、そのプロそのプロそのプロそのプロセセセセススススをををを大大大大変変変変重重重重視視視視してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。こここここにおこにおこにおこにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方々々々々はははは信信信信じじじじられないかもしれませんがられないかもしれませんがられないかもしれませんがられないかもしれませんが、、、、東京東京東京東京なんかですとなんかですとなんかですとなんかですと、、、、もうこういうもうこういうもうこういうもうこういうココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィがががが欠欠欠欠落落落落しているしているしているしている。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、もうもうもうもう住住住住民民民民のののの間間間間でもでもでもでも新新新新しくしくしくしく移移移移りりりり住住住住んんんんだだだだいわゆるいわゆるいわゆるいわゆる新新新新住住住住民民民民ががががほほほほとんどですしとんどですしとんどですしとんどですし、、、、いろんないろんないろんないろんな意意意意味味味味でのでのでのでの、、、、意意意意思思思思のののの疎疎疎疎通通通通がががが欠欠欠欠けているけているけているけている。。。。行政行政行政行政はははは、、、、もうもうもうもう世田谷世田谷世田谷世田谷区区区区 1111 区区区区だだだだけでけでけでけで 80808080 万万万万人人人人住住住住民民民民がいますからがいますからがいますからがいますから、、、、区区区区のののの出出出出張張張張所所所所をををを置置置置いておいたっていておいたっていておいたっていておいたってだだだだれもれもれもれも相相相相手手手手にしないみたいなにしないみたいなにしないみたいなにしないみたいな感感感感じじじじですですですですねねねね。。。。そういうところにそういうところにそういうところにそういうところに比比比比べべべべるとるとるとると、、、、ここはまここはまここはまここはまだだだだままままだだだだ人人人人とととと人人人人ととととののののつつつつながりがあるんながりがあるんながりがあるんながりがあるんだだだだろうとろうとろうとろうと感感感感じじじじますますますます。。。。そしてなおかそしてなおかそしてなおかそしてなおかつつつつ、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも津川津川津川津川さんのスライさんのスライさんのスライさんのスライドドドドにもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが、、、、阿波阿波阿波阿波おどりおどりおどりおどりなんていうなんていうなんていうなんていう大大大大変変変変なななな武武武武器器器器をををを持持持持っているわけでっているわけでっているわけでっているわけですすすすねねねね。。。。東京東京東京東京なんかでなんかでなんかでなんかでココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィがががが失失失失われていくときにわれていくときにわれていくときにわれていくときに、、、、それをそれをそれをそれを再再再再生生生生させるためにさせるためにさせるためにさせるために何何何何をしようとをしようとをしようとをしようとしているかというとしているかというとしているかというとしているかというと、、、、それはそれはそれはそれは町町町町によってによってによってによって随随随随分分分分違違違違うとうとうとうと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、有効有効有効有効なのはなのはなのはなのは「「「「おおおお祭祭祭祭りりりり」」」」をするをするをするをする。。。。ともかくともかくともかくともかく昔昔昔昔からからからからそこにそこにそこにそこに残残残残っているっているっているっている神神神神社社社社・お・お・お・お寺寺寺寺のおのおのおのお祭祭祭祭りりりり。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、恐恐恐恐るるるる恐恐恐恐るるるる一一一一部部部部のののの人人人人がががが参加参加参加参加ししししてててて、、、、おみこしをおみこしをおみこしをおみこしを担担担担いいいいだだだだりりりり、、、、始始始始めるわけですめるわけですめるわけですめるわけです。。。。それによってそれによってそれによってそれによって少少少少しずしずしずしずつコつコつコつコミミミミュュュュニテニテニテニティィィィ意識意識意識意識がががが強化強化強化強化されされされされることがることがることがることが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。しかししかししかししかし、、、、ここはもうそれがここはもうそれがここはもうそれがここはもうそれが既既既既にあるわけでにあるわけでにあるわけでにあるわけで、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、ここのここのここのここの徳島徳島徳島徳島ではではではでは環境環境環境環境のののの問問問問題題題題、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はいろんなはいろんなはいろんなはいろんな議議議議論論論論のののの種種種種にしていたにしていたにしていたにしていただだだだくといいくといいくといいくといいとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、いろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題でででで、、、、おおおお祭祭祭祭りをりをりをりを続続続続けていたけていたけていたけていただだだだくくくく。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、エエエエココココイイイイベベベベントサントサントサントサポポポポートというートというートというートという、、、、津川津川津川津川さんのおさんのおさんのおさんのおややややりになっていりになっていりになっていりになってい
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るるるる NPONPONPONPO もあるわけですもあるわけですもあるわけですもあるわけです。。。。ともかくおともかくおともかくおともかくお祭祭祭祭りをしてりをしてりをしてりをして、、、、それをそれをそれをそれを全部全部全部全部エエエエココココイイイイベベベベントにしていくントにしていくントにしていくントにしていく。。。。毎毎毎毎日日日日ををををおおおお祭祭祭祭りにしたらどうなるかということですりにしたらどうなるかということですりにしたらどうなるかということですりにしたらどうなるかということですねねねね。。。。毎毎毎毎日日日日ががががおおおお祭祭祭祭りにりにりにりになるとなるとなるとなると、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でのでのでのでの環境環境環境環境にににに関関関関するするするする意識意識意識意識、、、、ものすものすものすものすごごごごくくくく変変変変わっていくでしわっていくでしわっていくでしわっていくでしょょょょうううう。。。。ぜひぜひぜひぜひそれをそれをそれをそれを住住住住民民民民のののの方方方方々々々々、、、、住住住住民一民一民一民一人人人人ひひひひとりはとりはとりはとりは消費者消費者消費者消費者でありでありでありであり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生産産産産者者者者にかかわっているにかかわっているにかかわっているにかかわっている部部部部分分分分もありもありもありもあり、、、、行政行政行政行政にににに関関関関わっているわっているわっているわっている面面面面もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうううう。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな総総総総合的合的合的合的なななな面面面面をををを持持持持っているわけっているわけっているわけっているわけでででで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方々々々々がががが、、、、そのそのそのその中中中中ででででややややっっっっぱぱぱぱりりりり融融融融合合合合してしてしてして 1111 つつつつのののの地域地域地域地域としてとしてとしてとして、、、、まあまあまあまあ、、、、地域興地域興地域興地域興しもしもしもしも、、、、一一一一村村村村一一一一品品品品もももも良良良良いかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんが、、、、もうもうもうもうともかくともかくともかくともかく徳島徳島徳島徳島全全全全体体体体がががが、、、、毎毎毎毎日日日日がおがおがおがお祭祭祭祭りでりでりでりで盛盛盛盛りりりり上上上上がるがるがるがるぐぐぐぐらいのことをおらいのことをおらいのことをおらいのことをおややややりになっていくとりになっていくとりになっていくとりになっていくと、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋なんてなんてなんてなんて飛飛飛飛んでいっんでいっんでいっんでいっちちちちゃゃゃゃいますよいますよいますよいますよ。。。。もうもうもうもう要要要要らないでしらないでしらないでしらないでしょょょょうううう、、、、そんなものはそんなものはそんなものはそんなものは。。。。だだだだからからからから、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形ででででぜひぜひぜひぜひ、、、、日日日日本本本本のののの理理理理想想想想のののの市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは町町町町のののの姿姿姿姿をここでおをここでおをここでおをここでおつつつつくりになっていたくりになっていたくりになっていたくりになっていただだだだけけけけばばばば、、、、それがそれがそれがそれがサステサステサステサスティィィィナブルナブルナブルナブルなななな将将将将来来来来像像像像をををを示示示示すことになるのではないかすことになるのではないかすことになるのではないかすことになるのではないか。。。。そういうところにそういうところにそういうところにそういうところに、、、、またまたまたまた小小小小学学学学校校校校はははは力強力強力強力強いいいい活動活動活動活動ををををしておられるわけですししておられるわけですししておられるわけですししておられるわけですし、、、、まあまあまあまあ、、、、毎毎毎毎日日日日がおがおがおがお祭祭祭祭りになるとりになるとりになるとりになるとエエエエココココイイイイベベベベントのサントのサントのサントのサポポポポートをなさるートをなさるートをなさるートをなさる方方方方はははは大大大大変変変変かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、役役役役所所所所もももも一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、そんなそんなそんなそんな形形形形でででで活性化活性化活性化活性化をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくとくとくとくと、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう連連連連日日日日のようにのようにのようにのように回回回回りからりからりからりから人人人人がががが集集集集まるところになるんまるところになるんまるところになるんまるところになるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。        勝勝勝勝手手手手なことなことなことなこと、、、、極極極極端端端端なことなことなことなことをををを申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、それくらいのそれくらいのそれくらいのそれくらいのポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルをルをルをルを徳島徳島徳島徳島はははは持持持持っているっているっているっているんんんんだだだだということでということでということでということで、、、、元元元元気気気気になっていたになっていたになっていたになっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題もおのずともおのずともおのずともおのずと解解解解決決決決していたしていたしていたしていただだだだけるけるけるけるのかなのかなのかなのかなとととと、、、、そんなそんなそんなそんな気気気気がいたしておりますがいたしておりますがいたしておりますがいたしております。。。。    

    水口教授水口教授水口教授水口教授    

        どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。時時時時間間間間がががが、、、、予定予定予定予定時時時時間間間間をををを過過過過ぎぎぎぎましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、このこのこのこの 3R3R3R3R でででで循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会ををををつつつつくっていくということくっていくということくっていくということくっていくということににににつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋といったものをといったものをといったものをといったものを象象象象徴徴徴徴的的的的にににに取取取取りりりり扱扱扱扱わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。最最最最初初初初にににに、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、パラダイムシフトをしないといパラダイムシフトをしないといパラダイムシフトをしないといパラダイムシフトをしないといけないけないけないけない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには文文文文化化化化をををを変変変変えるということになりますえるということになりますえるということになりますえるということになります。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、伊伊伊伊勢勢勢勢神神神神宮宮宮宮とととというのはいうのはいうのはいうのは 20202020 年年年年遷遷遷遷宮宮宮宮ををををややややっているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、20202020 年年年年たたたたつつつつとととと新新新新しいものにかえるというしいものにかえるというしいものにかえるというしいものにかえるという、、、、こういうこういうこういうこういう、、、、少少少少しししし古古古古いものをいものをいものをいものを捨捨捨捨てるというてるというてるというてるという文文文文化性化性化性化性をををを持持持持っているっているっているっている、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが長長長長くくくく使使使使うことはいいことうことはいいことうことはいいことうことはいいことだだだだとかとかとかとか、、、、そそそそれかられかられかられから、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、何何何何がががが我我我我々々々々にとってにとってにとってにとって豊豊豊豊かさなのかかさなのかかさなのかかさなのか。。。。我我我我々々々々にとってのにとってのにとってのにとっての豊豊豊豊かさかさかさかさとととと、、、、地球地球地球地球のののの中中中中でででで、、、、これこれこれこれはははは人人人人間間間間というのはというのはというのはというのは、、、、非非非非常常常常にににに不不不不遜遜遜遜でありますけれどもでありますけれどもでありますけれどもでありますけれども、、、、人類人類人類人類がががが生生生生存存存存していくしていくしていくしていくためにはどういうためにはどういうためにはどういうためにはどういうふふふふうにしていけうにしていけうにしていけうにしていけばばばばいいかといういいかといういいかといういいかというふふふふうなことにうなことにうなことにうなことにつつつつきましてきましてきましてきまして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが考考考考えてえてえてえて、、、、市市市市場小場小場小場小学学学学校校校校ののののほほほほうでスローうでスローうでスローうでスローガガガガンでありましたンでありましたンでありましたンでありました、、、、最後最後最後最後にににに、「、「、「、「楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、賢賢賢賢くくくく」」」」とととと。。。。こういったこういったこういったこういったことでことでことでことで、、、、ここここつつつつここここつつつつとととと行行行行動動動動をををを起起起起こしていくということではないかとこしていくということではないかとこしていくということではないかとこしていくということではないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、具具具具体的体的体的体的なことになことになことになことにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、またそれまたそれまたそれまたそれぞぞぞぞれおれおれおれお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、少少少少なくともなくともなくともなくともレレレレジジジジ袋袋袋袋はははは要要要要りませんといりませんといりませんといりませんということをうことをうことをうことを今日今日今日今日ごごごご出席出席出席出席のののの皆皆皆皆様様様様方方方方からからからから始始始始めていためていためていためていただだだだけれけれけれければばばば、、、、このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの価値価値価値価値もあもあもあもあったのかなというったのかなというったのかなというったのかなというよよよようなうなうなうな気気気気はしておりますはしておりますはしておりますはしております。。。。    

        ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの不不不不手手手手際際際際でででで 20202020 分分分分もももも予定予定予定予定時時時時間間間間をオーバーしてしまいましたをオーバーしてしまいましたをオーバーしてしまいましたをオーバーしてしまいました。。。。大大大大変変変変申申申申しわけなしわけなしわけなしわけなくくくく思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これでパネルこれでパネルこれでパネルこれでパネルディディディディススススカカカカッションはッションはッションはッションは終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

        たたたただだだだ、、、、もうもうもうもう少少少少しししし時時時時間間間間ががががごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様方方方方からもからもからもからもごごごご質問質問質問質問をををを受受受受けたかったんですけたかったんですけたかったんですけたかったんですがががが、、、、時時時時間間間間がなくなってしまいましたんですががなくなってしまいましたんですががなくなってしまいましたんですががなくなってしまいましたんですが、、、、このパンフこのパンフこのパンフこのパンフレレレレットのットのットのットの裏裏裏裏のところにのところにのところにのところに、、、、環境首都環境首都環境首都環境首都課課課課企企企企画画画画調調調調整担当整担当整担当整担当ということでということでということでということで、、、、フフフファァァァックスックスックスックス番番番番号号号号とととと EEEE メメメメールがールがールがールがごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご質問質問質問質問ががががごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、電話電話電話電話でなくてでなくてでなくてでなくて、、、、フフフファァァァックスかックスかックスかックスか EEEEメメメメールでおールでおールでおールでお問問問問いいいい合合合合わせをいたわせをいたわせをいたわせをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、大大大大変不変不変不変不手手手手際際際際でででで、、、、長時長時長時長時間間間間になりましたになりましたになりましたになりましたがががが、、、、以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッショッショッショッションをンをンをンを終終終終わりにさせていたわりにさせていたわりにさせていたわりにさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもどうもどうもどうも、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。
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（（（（拍拍拍拍手手手手））））    

    司司司司会会会会    

        ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター役役役役をおをおをおをお務務務務めいためいためいためいただだだだきましたきましたきましたきました水口様水口様水口様水口様、、、、そしてパネラーのそしてパネラーのそしてパネラーのそしてパネラーの皆皆皆皆様様様様、、、、本本本本当当当当にににに長時長時長時長時間間間間どどどどうもありがとううもありがとううもありがとううもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。もうもうもうもう一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお送送送送りさせていたりさせていたりさせていたりさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本当当当当にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））    

        皆皆皆皆様様様様方方方方におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、本本本本当当当当にににに長時長時長時長時間間間間にわたっにわたっにわたっにわたってててて開催開催開催開催してまいりましたゼロエミッションフしてまいりましたゼロエミッションフしてまいりましたゼロエミッションフしてまいりましたゼロエミッションフォーラム・イン・ォーラム・イン・ォーラム・イン・ォーラム・イン・徳島徳島徳島徳島、、、、熱熱熱熱心心心心におにおにおにお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

        これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして閉閉閉閉会会会会とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本日日日日のフォーラムがのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムが皆皆皆皆様様様様方方方方のこれかのこれかのこれかのこれからのらのらのらの環境活動環境活動環境活動環境活動やややや事業活動事業活動事業活動事業活動のののの参参参参考考考考になれになれになれになればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        それではそれではそれではそれでは、、、、時時時時間間間間がががが遅遅遅遅くなってしまいましたけれどもくなってしまいましたけれどもくなってしまいましたけれどもくなってしまいましたけれども、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだだささささいますようおいますようおいますようおいますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど水口水口水口水口先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうからごごごござざざざいましたいましたいましたいました、、、、ごごごご質問質問質問質問などになどになどになどに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、皆皆皆皆様様様様おおおお手手手手持持持持ちちちちののののリリリリーフーフーフーフレレレレットットットット、、、、EEEE メメメメールールールール、、、、もしくはフもしくはフもしくはフもしくはファァァァックスのックスのックスのックスのほほほほうでうでうでうで受受受受けけけけ付付付付けけけけをされるということでをされるということでをされるということでをされるということでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひともまたこともまたこともまたこともまたこちちちちらのらのらのらのほほほほうにおうにおうにおうにお寄寄寄寄せいたせいたせいたせいただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

        本本本本日日日日はははは、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりましてのにわたりましてのにわたりましてのにわたりましての聴聴聴聴講講講講、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。どうかおどうかおどうかおどうかお気気気気ををををつつつつけけけけておておておてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    

    

――――――――    了了了了    ――――――――    
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・静岡静岡静岡静岡 「「「「身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから始始始始めるめるめるめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり～～～～しずおかのしずおかのしずおかのしずおかの挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」 

 日時日時日時日時    ：：：：    2006 年年年年 10 月月月月 21日日日日（（（（金金金金））））13:00－－－－17:00 場所場所場所場所    ：：：：    ツツツツインインインインメメメメッッッッセセセセ静岡静岡静岡静岡 北北北北館館館館 4階階階階 レセレセレセレセプションプションプションプションホホホホールールールール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            鈴木雅鈴木雅鈴木雅鈴木雅近近近近     氏氏氏氏          静岡県静岡県静岡県静岡県副知副知副知副知事事事事 

                           安安安安井井井井  至至至至        氏氏氏氏           国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成」」」」 安安安安井井井井  至至至至       氏氏氏氏           国際国際国際国際連合大学連合大学連合大学連合大学副副副副学学学学長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成 “まずはまずはまずはまずは 1割割割割” ごごごごみみみみ削減削減削減削減」」」」 

                           府川博府川博府川博府川博明明明明      氏氏氏氏           静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森林部長林部長林部長林部長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから始始始始めるめるめるめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり～～～～しずおかのしずおかのしずおかのしずおかの挑戦挑戦挑戦挑戦～」～」～」～」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 松松松松田美田美田美田美夜夜夜夜子子子子 氏氏氏氏            富士常葉富士常葉富士常葉富士常葉大学環境大学環境大学環境大学環境防防防防災災災災学学学学部教授部教授部教授部教授                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             田村田村田村田村佳佳佳佳之之之之     氏氏氏氏            稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合（（（（組組組組合合合合長代理長代理長代理長代理））））                             長長長長島島島島磯五郎磯五郎磯五郎磯五郎 氏氏氏氏            静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役                             佐藤佐藤佐藤佐藤エイエイエイエイ子子子子 氏氏氏氏            しずおかしずおかしずおかしずおか市市市市消費者消費者消費者消費者協会会協会会協会会協会会長長長長                             佐藤佐藤佐藤佐藤崇紀崇紀崇紀崇紀     氏氏氏氏            株式株式株式株式会社会社会社会社伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園開発開発開発開発部部部部 

                            安安安安井井井井    至至至至     氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                             水水水水島島島島    勤勤勤勤     氏氏氏氏            静岡県静岡県静岡県静岡県廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル室長室長室長室長 

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

 

 議事議事議事議事 司司司司会会会会 たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・イン・イン・イン・イン・静岡静岡静岡静岡をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、開会開会開会開会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、主催主催主催主催者者者者をををを代表代表代表代表しししし、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県副知副知副知副知事事事事、、、、鈴木雅鈴木雅鈴木雅鈴木雅近近近近からからからから皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいあいあいあいささささつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 開会開会開会開会あいさあいさあいさあいさつつつつ 

 鈴木副知鈴木副知鈴木副知鈴木副知事事事事 

  どうもどうもどうもどうも、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。静岡静岡静岡静岡県県県県副知副知副知副知事事事事のののの鈴木鈴木鈴木鈴木ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・静岡静岡静岡静岡のののの開催開催開催開催にににに当当当当たりたりたりたり、、、、一言一言一言一言あいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    
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皆皆皆皆様様様様にはにはにはには日日日日ごごごごろからろからろからろから、、、、県県県県行政行政行政行政のののの推進推進推進推進にににに様様様様々々々々なななな御支援御支援御支援御支援、、、、御御御御協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいておりますことにいておりますことにいておりますことにいておりますことに深深深深くくくく感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますとともにますとともにますとともにますとともに、、、、本本本本日日日日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、県県県県外外外外をををを含含含含めめめめ多多多多数数数数のののの皆皆皆皆様様様様にににに御御御御出席出席出席出席いたいたいたいただだだだきましきましきましきましたことにたことにたことにたことに対対対対してしてしてして、、、、心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    さてさてさてさて、、、、21212121 世世世世紀紀紀紀はははは、「、「、「、「環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀」」」」とととと言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、本県本県本県本県のののの環境環境環境環境をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情情情情勢勢勢勢をみますとをみますとをみますとをみますと、、、、依依依依然然然然としてとしてとしてとして多多多多量量量量ののののごごごごみがみがみがみが排排排排出出出出されされされされ、、、、悪悪悪悪質質質質なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄もももも目目目目立立立立っておりますっておりますっておりますっております。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量のののの増増増増加加加加、、、、森森森森林林林林整備整備整備整備のののの遅遅遅遅れによるれによるれによるれによる森森森森林林林林のののの多多多多面面面面的的的的機機機機能能能能のののの低低低低下下下下などなどなどなど、、、、課課課課題題題題がががが山積山積山積山積してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。    安心安心安心安心、、、、安安安安全全全全なななな県県県県土土土土をををを保保保保全全全全しししし、、、、富士富士富士富士山山山山をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする恵恵恵恵みみみみ豊豊豊豊かなかなかなかな環環環環境境境境をををを次次次次のののの世代世代世代世代にににに継承継承継承継承していくしていくしていくしていくためにためにためにために、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄型型型型のののの経済社会経済社会経済社会経済社会システムをシステムをシステムをシステムを見見見見直直直直しししし、、、、ごごごごみをみをみをみを減量減量減量減量するなどするなどするなどするなど環境環境環境環境へへへへのののの負荷負荷負荷負荷をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり小小小小さくしたさくしたさくしたさくした、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」をををを早急早急早急早急にににに構築構築構築構築していくしていくしていくしていくことがことがことがことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。    本県本県本県本県におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、県民県民県民県民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政がががが、、、、連連連連携携携携、、、、協働協働協働協働してしてしてして、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース：：：：廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、リユリユリユリユースースースース：：：：再再再再使使使使用用用用、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル：：：：再再再再生生生生利用利用利用利用のののの３３３３ＲＲＲＲをををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、資源循環型県資源循環型県資源循環型県資源循環型県土土土土づくりをづくりをづくりをづくりを積極積極積極積極的的的的にににに進進進進めているところでありますがめているところでありますがめているところでありますがめているところでありますが、、、、このフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムを契契契契機機機機としてとしてとしてとして、、、、さらにこれらのさらにこれらのさらにこれらのさらにこれらの取組取組取組取組のパワのパワのパワのパワーアップをしたいとーアップをしたいとーアップをしたいとーアップをしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。        本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの名称名称名称名称にありますにありますにありますにあります「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はははは、「、「、「、「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを極力極力極力極力ゼロゼロゼロゼロにににに近近近近づけるづけるづけるづける」」」」というというというという、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学においてにおいてにおいてにおいて提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた考考考考ええええ方方方方とととと伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。        このあとこのあとこのあとこのあと、、、、安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長のののの基調基調基調基調講演講演講演講演ののののほほほほかかかか、、、、県内県内県内県内でででで優優優優れたれたれたれた取組取組取組取組をををを実実実実践践践践されているされているされているされている事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様のののの事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、意見意見意見意見交交交交換換換換がががが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。        おおおお集集集集まりのまりのまりのまりの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、本本本本日日日日のフォーラムでののフォーラムでののフォーラムでののフォーラムでの講演講演講演講演やややや意見意見意見意見交交交交換換換換などをなどをなどをなどを参参参参考考考考にににに、、、、地域地域地域地域やややや職職職職場場場場、、、、家家家家庭庭庭庭などにおいてゼロエミッションなどにおいてゼロエミッションなどにおいてゼロエミッションなどにおいてゼロエミッション型社会型社会型社会型社会づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを進進進進めていためていためていためていただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、おおおお願願願願いすいすいすいするるるる次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。    結結結結びにびにびにびに、、、、本本本本フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開催開催開催開催にににに御御御御尽尽尽尽力力力力いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、関係関係関係関係するするするする皆皆皆皆様様様様にににに感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげますとともにますとともにますとともにますとともに、、、、本本本本日日日日、、、、御御御御出席出席出席出席のののの皆皆皆皆様様様様のますますののますますののますますののますますの御健勝御健勝御健勝御健勝とととと御御御御活活活活躍躍躍躍をををを心心心心からからからから祈祈祈祈念申念申念申念申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、私私私私のあいさのあいさのあいさのあいさつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  静岡県静岡県静岡県静岡県副知副知副知副知事事事事、、、、鈴木雅鈴木雅鈴木雅鈴木雅近近近近からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの安安安安井井井井至至至至副副副副学学学学長長長長からからからから皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。なおなおなおなお、、、、先先先先ののののごごごご案案案案内内内内ではではではでは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長のののの藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸ががががごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるる予定予定予定予定でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、都合都合都合都合によりによりによりにより変変変変更更更更になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの安安安安井井井井ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本来来来来ででででごごごござざざざいますといますといますといますと、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長ののののほほほほうからうからうからうからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげるるるるべべべべきところできところできところできところでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご都合都合都合都合によりましておによりましておによりましておによりましてお見見見見えになれないということでえになれないということでえになれないということでえになれないということで、、、、私私私私ががががごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ではではではでは、、、、ゼロエミッションというものをゼロエミッションというものをゼロエミッションというものをゼロエミッションというものを始始始始めましたのがめましたのがめましたのがめましたのが 1994 年年年年ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその当当当当時時時時、、、、グンター・パグンター・パグンター・パグンター・パウウウウリリリリというというというという人人人人がこのがこのがこのがこのココココンンンンセセセセプトをプトをプトをプトを言言言言いいいい出出出出しましてしましてしましてしまして、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのおかおかおかおかげげげげでででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの名名名名前前前前ははははかなりかなりかなりかなり日日日日本国内本国内本国内本国内にににに知知知知られるようなったられるようなったられるようなったられるようなったことがことがことがことがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それそれそれそれ以以以以後後後後、、、、2000 年年年年にはにはにはには、、、、ゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものを立立立立ちちちち上上上上げげげげていたていたていたていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、
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これはこれはこれはこれは立立立立場場場場としてはとしてはとしてはとしては国連大学国連大学国連大学国連大学のののの活動活動活動活動をををを日日日日本国内本国内本国内本国内でサでサでサでサポポポポートしていたートしていたートしていたートしていただだだだけるというけるというけるというけるという機機機機関関関関だだだだとととと思思思思ってってってっておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、そのおかそのおかそのおかそのおかげげげげでででで日日日日本国本国本国本国ではゼロエミッションというものがではゼロエミッションというものがではゼロエミッションというものがではゼロエミッションというものがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに企業企業企業企業によってによってによってによって現現現現実実実実のものになってまいりましたのものになってまいりましたのものになってまいりましたのものになってまいりました。。。。今今今今ややややゼロエミッションということにゼロエミッションということにゼロエミッションということにゼロエミッションということに関関関関してはしてはしてはしては、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリリリリサイサイサイサイクルにクルにクルにクルに関関関関してはとしてはとしてはとしてはと言言言言ったったったったほほほほうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんが、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは環境環境環境環境をををを非非非非常常常常によくによくによくによくややややられてられてられてられているということはよくいるということはよくいるということはよくいるということはよく言言言言われるんでありますがわれるんでありますがわれるんでありますがわれるんでありますが、、、、事事事事リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ととととうとううとううとううとう日日日日本本本本がががが世世世世界界界界一一一一になったとになったとになったとになったと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、それがいいかどうかというのはまたそれがいいかどうかというのはまたそれがいいかどうかというのはまたそれがいいかどうかというのはまた話話話話がががが別別別別ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にもまにもまにもまにもまだだだだ日日日日本本本本ははははややややることがあるかなというようなることがあるかなというようなることがあるかなというようなることがあるかなというような状況状況状況状況ではではではではごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど鈴木副知鈴木副知鈴木副知鈴木副知事事事事さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話のののの中中中中でででで、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと言言言言ってもってもってもっても、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 21世世世世紀紀紀紀環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀とととと言言言言われてもわれてもわれてもわれても、、、、実実実実態態態態はははは難難難難しいんしいんしいんしいんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというごごごご認識認識認識認識のようでのようでのようでのようでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、私私私私もまさにもまさにもまさにもまさに同同同同感感感感ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これからすこれからすこれからすこれからすぐぐぐぐおおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、根根根根本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えないえないえないえないとととと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 21 世世世世紀紀紀紀というのはうまくというのはうまくというのはうまくというのはうまく乗乗乗乗りりりり切切切切れないようなれないようなれないようなれないような気気気気がしておりますしがしておりますしがしておりますしがしておりますし、、、、あとあとあとあと、、、、先先先先ほほほほどどどど副知副知副知副知事事事事さんはさんはさんはさんは極極極極めてめてめてめて謙虚謙虚謙虚謙虚にににに、、、、県県県県ができることはわずかではというようなおができることはわずかではというようなおができることはわずかではというようなおができることはわずかではというようなお話話話話ががががごごごござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、実際実際実際実際にはそんなことにはそんなことにはそんなことにはそんなことごごごござざざざいませんでいませんでいませんでいませんで、、、、ややややはりはりはりはり県県県県がががが大大大大きなきなきなきなリリリリーダーシップをとっていたーダーシップをとっていたーダーシップをとっていたーダーシップをとっていただだだだけることけることけることけることがこのがこのがこのがこの社会社会社会社会をををを循環型循環型循環型循環型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは持続可能型持続可能型持続可能型持続可能型にににに変変変変えていくというえていくというえていくというえていくという、、、、そのそのそのその原原原原動力動力動力動力になるとになるとになるとになると我我我我々々々々はははは解解解解釈釈釈釈しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ききききょょょょうううう、、、、次次次次にににに府川府川府川府川さんからおさんからおさんからおさんからお話話話話をををを伺伺伺伺えるようでえるようでえるようでえるようでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、県県県県のイニシアのイニシアのイニシアのイニシアチチチチブというものにはブというものにはブというものにはブというものには大大大大変期待変期待変期待変期待しているところでしているところでしているところでしているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、県県県県にとりましてにとりましてにとりましてにとりましてややややはりどこもはりどこもはりどこもはりどこも最最最最終処終処終処終処分地分地分地分地のののの問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えておりますえておりますえておりますえております。。。。東京東京東京東京でもでもでもでも抱抱抱抱えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも抱抱抱抱えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな、、、、
21 世世世世紀紀紀紀のののの終終終終わりまでわりまでわりまでわりまで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処分分分分場場場場をををを持持持持っているっているっているっている県県県県なんてなんてなんてなんて日日日日本本本本中中中中にどこもありませんにどこもありませんにどこもありませんにどこもありません。。。。東京東京東京東京のののの
23 区区区区はははは結結結結構構構構長長長長くてくてくてくて、、、、あとあとあとあと残余残余残余残余年年年年数四十数数四十数数四十数数四十数年年年年というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに長長長長いいいいほほほほうでうでうでうでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、東京東京東京東京もももも多多多多摩摩摩摩地域地域地域地域はもうはもうはもうはもうほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに 10 年年年年ぐぐぐぐらいしかないんですらいしかないんですらいしかないんですらいしかないんですねねねね。。。。10 年年年年間間間間でででで最最最最終処終処終処終処分地分地分地分地がなくなったらがなくなったらがなくなったらがなくなったらどうするんどうするんどうするんどうするんだだだだろうということをろうということをろうということをろうということを、、、、多多多多分分分分すすすすべべべべてのてのてのての日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体がががが抱抱抱抱えているえているえているえている問問問問題題題題ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でもゼロエミッションというのはでもゼロエミッションというのはでもゼロエミッションというのはでもゼロエミッションというのは日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体にとってにとってにとってにとって非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なななな課課課課題題題題でありでありでありであり続続続続けるのではけるのではけるのではけるのではないかというようなないかというようなないかというようなないかというような気気気気がしているがしているがしているがしている次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  あまりあまりあまりあまり長長長長くしくしくしくしゃゃゃゃべべべべるるるるつつつつもりもないんでありますがもりもないんでありますがもりもないんでありますがもりもないんでありますが、、、、そんなことでそんなことでそんなことでそんなことで、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、私私私私のののの話話話話のののの中中中中にににに出出出出てまてまてまてまいりますがいりますがいりますがいりますが、、、、ややややはりはりはりはり 21 世世世世紀紀紀紀というものをというものをというものをというものを乗乗乗乗りりりり切切切切るためにはるためにはるためにはるためには多多多多分分分分何何何何かをかをかをかを個個個個人人人人がががが変変変変えていたえていたえていたえていただだだだかなかなかなかなけれけれけれければばばばいけないというようなことをいけないというようなことをいけないというようなことをいけないというようなことを述述述述べべべべさせていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくくつつつつもりでもりでもりでもりでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、私私私私のののの今今今今のののの立立立立場場場場といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものをゼロエミッションフォーラムというものを県及県及県及県及びびびび県民県民県民県民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりとササササポポポポートをしていたートをしていたートをしていたートをしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うううう次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、私私私私ののののごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつとかえさせていたとかえさせていたとかえさせていたとかえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。ありがありがありがありがとうとうとうとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの安安安安井井井井至至至至副副副副学学学学長長長長からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。なおなおなおなお、、、、副知副知副知副知事事事事はははは、、、、このこのこのこの後後後後別別別別のののの行行行行事事事事にににに出席出席出席出席するためするためするためするため、、、、ここでここでここでここで退退退退席席席席いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 （（（（副知副知副知副知事事事事退退退退席席席席））））     それではそれではそれではそれでは、、、、ステージのステージのステージのステージの準準準準備備備備がががが整整整整いますいますいますいます間間間間、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちちちちくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 



 103

基調講演基調講演基調講演基調講演 1 

 司司司司会会会会     本本本本日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演はははは 2 題題題題ですですですです。。。。最最最最初初初初のののの講講講講師師師師はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安安安安井井井井至至至至先先先先生生生生ですですですです。。。。安安安安井井井井先先先先生生生生はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの副副副副学学学学長長長長をををを務務務務めておられるめておられるめておられるめておられるほほほほかかかか、、、、環境科学会会環境科学会会環境科学会会環境科学会会長長長長、、、、日日日日本本本本 LCA 学会学会学会学会副副副副会会会会長長長長などなどなどなど、、、、多多多多方方方方面面面面ででででごごごご活活活活躍躍躍躍されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料にににに詳詳詳詳しいプロフしいプロフしいプロフしいプロフィィィィールをールをールをールを掲掲掲掲載載載載しておりましておりましておりましておりますのですのですのですので、、、、ごごごごらんくらんくらんくらんくだだだださいさいさいさい。。。。 

  本本本本日日日日ののののごごごご講演講演講演講演のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成－－－－モッタイナイモッタイナイモッタイナイモッタイナイ型型型型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションのののの奨奨奨奨めめめめ」」」」ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長     先先先先ほほほほどはどはどはどは、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの会会会会長代行長代行長代行長代行ということでということでということでということでごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきまきまきまきましたがしたがしたがしたが、、、、今回今回今回今回はははは国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ののののほほほほうのうのうのうの所所所所属属属属でおでおでおでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最最最最初初初初、、、、こんなこんなこんなこんな絵絵絵絵をををを出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますのもきますのもきますのもきますのも、、、、私私私私自身自身自身自身、、、、国際国際国際国際機機機機関関関関にいるにいるにいるにいる者者者者ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、国国国国連大学連大学連大学連大学もももも国連国連国連国連機機機機関関関関ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、私私私私もももも、、、、結結結結構構構構海海海海外外外外にににに長長長長らくいるというらくいるというらくいるというらくいるという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの間間間間、、、、2 週週週週間間間間ほほほほどどどど前前前前までおりましたインまでおりましたインまでおりましたインまでおりましたインドドドドのシッのシッのシッのシッキキキキムムムム地方地方地方地方からからからから見見見見たたたたカカカカンンンンチチチチェンジェンジェンジェンジュュュュンンンンガガガガというというというという山山山山なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、標標標標高高高高がががが 8,580メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですかねねねね、、、、世世世世界界界界でででで 3番番番番目目目目にににに高高高高いいいい山山山山でありまでありまでありまでありますすすす。。。。エエエエベレベレベレベレストストストスト、、、、K2、、、、カカカカンンンンチチチチェンジェンジェンジェンジュュュュンンンンガガガガというというというという順順順順番番番番ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその山山山山はははは、、、、我我我我々々々々がががが行行行行くくくく前前前前はははは大大大大雨雨雨雨でででで見見見見えなかったらしいんでありますがえなかったらしいんでありますがえなかったらしいんでありますがえなかったらしいんでありますが、、、、我我我我々々々々がががが行行行行きましたらかなりよくきましたらかなりよくきましたらかなりよくきましたらかなりよく見見見見えましてえましてえましてえまして、、、、こういうのこういうのこういうのこういうのをををを見見見見ていてていてていてていて何何何何をををを感感感感じじじじたかというとたかというとたかというとたかというと、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、このこのこのこの景景景景色色色色もももも結結結結構構構構もったいないかなともったいないかなともったいないかなともったいないかなと思思思思ったったったったんですんですんですんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、こんなこんなこんなこんな話話話話をををを考考考考えているうえているうえているうえているうちちちちにににに、、、、今回今回今回今回ややややっっっっぱぱぱぱりモッタイナイりモッタイナイりモッタイナイりモッタイナイ型型型型ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションというのをンというのをンというのをンというのを少少少少しししし考考考考えてみようというえてみようというえてみようというえてみようという気気気気になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、そういうそういうそういうそういう課課課課題題題題をををを自分自分自分自分ににににつつつつききききつつつつけてけてけてけて話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  国連大学国連大学国連大学国連大学なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、本体本体本体本体ののののほほほほうはうはうはうは、、、、私私私私、、、、副副副副学学学学長長長長ををををややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、大学大学大学大学ではではではでは全全全全然然然然なくてなくてなくてなくて、、、、学学学学生生生生はいませんはいませんはいませんはいません、、、、教授教授教授教授もいませんもいませんもいませんもいません。。。。30 年年年年ほほほほどどどど前前前前にできておりますがにできておりますがにできておりますがにできておりますが、、、、世世世世界界界界にににに研研研研修修修修セセセセンターンターンターンターとととと研究研究研究研究プログラムプログラムプログラムプログラム、、、、いろいろなものをいろいろなものをいろいろなものをいろいろなものを十数十数十数十数カカカカ所所所所持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、数数数数ええええ方方方方はいろいはいろいはいろいはいろいろなんですろなんですろなんですろなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、日日日日本本本本にににに本本本本部部部部はあるんですけはあるんですけはあるんですけはあるんですけれれれれどどどど、、、、日日日日本本本本のののの本本本本部部部部のののの活動活動活動活動はははは全全全全体体体体としてとしてとしてとして 2割割割割ぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしょょょょうかうかうかうか。。。。実際実際実際実際何何何何ををををややややっているのかというとっているのかというとっているのかというとっているのかというと、、、、本本本本来来来来はははは国連国連国連国連機機機機関関関関全全全全体体体体のシンクタンクになりのシンクタンクになりのシンクタンクになりのシンクタンクになりたいというたいというたいというたいという思思思思いをいをいをいを持持持持っているんでありますがっているんでありますがっているんでありますがっているんでありますが、、、、なかなかそうもいかないなかなかそうもいかないなかなかそうもいかないなかなかそうもいかない部部部部分分分分がありますがありますがありますがあります。。。。あとあとあとあと、、、、大学大学大学大学院教院教院教院教育育育育をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにすうにすうにすうにすべべべべきかきかきかきかということもということもということもということも、、、、ややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。あとあとあとあと、、、、途途途途上上上上国国国国のののの能力開発能力開発能力開発能力開発プログラムプログラムプログラムプログラム。。。。日日日日本本本本みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、一一一一億億億億数数数数千千千千万万万万というところのというところのというところのというところの国国国国におりますとにおりますとにおりますとにおりますと、、、、県県県県のののの役役役役人人人人のののの方方方方々々々々もももも大大大大変変変変有能有能有能有能なななな方方方方がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいおられるんでありますがいおられるんでありますがいおられるんでありますがいおられるんでありますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ツツツツバルなんていうバルなんていうバルなんていうバルなんていう国国国国はははは、、、、人口人口人口人口はははは、、、、多多多多分分分分
7,000 人人人人とかとかとかとか、、、、そんなものそんなものそんなものそんなものじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですか。。。。そういうところでそういうところでそういうところでそういうところで、、、、首首首首相相相相がいてがいてがいてがいて、、、、役役役役人人人人がいがいがいがいなきなきなきなきゃゃゃゃいいいいけないわけですけどけないわけですけどけないわけですけどけないわけですけど、、、、そういうそういうそういうそういう国国国国でもでもでもでも、、、、国国国国のののの機機機機構構構構をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりややややろうとするとろうとするとろうとするとろうとすると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそれなりりそれなりりそれなりりそれなりにににに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たさなきたさなきたさなきたさなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちのののの教教教教育育育育ををををややややるとかるとかるとかるとか、、、、そんなことをそんなことをそんなことをそんなことをややややってってってっているいるいるいる機機機機関関関関ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。個個個個人人人人的的的的にはにはにはには、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学セセセセンターのンターのンターのンターの２２２２つつつつのプログラムののプログラムののプログラムののプログラムの１１１１つつつつ：：：：環境環境環境環境とととと持続持続持続持続可能可能可能可能なななな開発開発開発開発プログラムのマネジプログラムのマネジプログラムのマネジプログラムのマネジメメメメントをントをントをントをややややっているということでっているということでっているということでっているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに関関関関してはしてはしてはしては、、、、グンター・パグンター・パグンター・パグンター・パウウウウリリリリというというというという者者者者がががが提提提提案案案案してどうこうというしてどうこうというしてどうこうというしてどうこうという話話話話がありがありがありがありますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、高高高高度度度度工工工工業化社会業化社会業化社会業化社会ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えられていましたえられていましたえられていましたえられていました。。。。ところところところところがががが、、、、日日日日本本本本のののの企業企業企業企業はははは実実実実にににに非非非非常常常常にすにすにすにすぐぐぐぐれたことをれたことをれたことをれたことをややややってってってって、、、、企業企業企業企業からからからから直直直直接接接接廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを排排排排出出出出しないしないしないしない産業形産業形産業形産業形態態態態というのをというのをというのをというのをほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに徹底徹底徹底徹底的的的的ににににややややったということでありますったということでありますったということでありますったということであります。。。。たたたただだだだ、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを全全全全くくくく
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出出出出さないということはありさないということはありさないということはありさないということはあり得得得得なくてなくてなくてなくて、、、、直直直直接接接接はははは出出出出なくてもなくてもなくてもなくても、、、、ややややはりはりはりはり処処処処理理理理業業業業者者者者はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても出出出出していしていしていしていくみたいなくみたいなくみたいなくみたいな形形形形でででで、、、、ほほほほんとうのゼロエミッションというのはなかなかんとうのゼロエミッションというのはなかなかんとうのゼロエミッションというのはなかなかんとうのゼロエミッションというのはなかなか難難難難しいんでありますがしいんでありますがしいんでありますがしいんでありますが、、、、それそれそれそれでもでもでもでも、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、日日日日本本本本というというというという国国国国のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはそのリリリリサイクルというのサイクルというのサイクルというのサイクルというのはははは多多多多分分分分今今今今やややや世世世世界界界界最高最高最高最高、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民のののの――日日日日本本本本というのはというのはというのはというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに変変変変わったわったわったわった国国国国、、、、というかというかというかというか、、、、不不不不法投法投法投法投棄棄棄棄がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると皆皆皆皆さんさんさんさん思思思思っておられるとっておられるとっておられるとっておられると思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、今今今今のののの家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのはというのはというのはというのは、、、、後後後後払払払払いですからいですからいですからいですから、、、、今今今今不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄率率率率がががが 1.5％％％％ぐぐぐぐらいあるんですけれどもらいあるんですけれどもらいあるんですけれどもらいあるんですけれども、、、、ヨヨヨヨーロッパあたりにああいーロッパあたりにああいーロッパあたりにああいーロッパあたりにああいうううう話話話話をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、1.5 しかないのしかないのしかないのしかないの？」？」？」？」というのがというのがというのがというのが普通普通普通普通なんですなんですなんですなんです。。。。ドドドドイイイイツツツツあたりでもあたりでもあたりでもあたりでも、、、、あのシステムをあのシステムをあのシステムをあのシステムを入入入入れたられたられたられたら、、、、多多多多分分分分 7％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが予予予予想想想想値値値値ですですですですねねねね。。。。そんなようなそんなようなそんなようなそんなような国国国国なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。非非非非常常常常にににに遵遵遵遵法法法法精神精神精神精神がががが高高高高いいいい国民性国民性国民性国民性でありますでありますでありますであります。。。。そういうそういうそういうそういう国国国国でででで、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、これからこれからこれからこれから新新新新・・・・日日日日本流本流本流本流モッタイナモッタイナモッタイナモッタイナイイイイ型型型型ゼロエミッションというものをおゼロエミッションというものをおゼロエミッションというものをおゼロエミッションというものをお勧勧勧勧めしてみたいというめしてみたいというめしてみたいというめしてみたいという気気気気になったわけでありになったわけでありになったわけでありになったわけでありますますますます。。。。 モッタイナイにモッタイナイにモッタイナイにモッタイナイに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、アルフアルフアルフアルファベァベァベァベットでットでットでットで書書書書きますきますきますきます「「「「Mottainai」、」、」、」、ワンワンワンワンガガガガリリリリ・マータイ・マータイ・マータイ・マータイさんがノーさんがノーさんがノーさんがノーベベベベルルルル平平平平和和和和賞賞賞賞をををを取取取取ってってってって、、、、それでそれでそれでそれで Mottainai というというというという単単単単語語語語をををを世世世世のののの中中中中にににに広広広広めてくれたわけでめてくれたわけでめてくれたわけでめてくれたわけでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと国際国際国際国際語語語語にもなってまいりましたにもなってまいりましたにもなってまいりましたにもなってまいりました。。。。漢字漢字漢字漢字でででで書書書書くとこうくとこうくとこうくとこう書書書書きますよきますよきますよきますよねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、「「「「勿勿勿勿体体体体」」」」ってってってって何何何何だだだだというというというという気気気気がいたしますががいたしますががいたしますががいたしますが、、、、広広広広辞苑辞苑辞苑辞苑はははは、「、「、「、「勿勿勿勿体体体体」」」」というというというという語語語語があったとがあったとがあったとがあったと言言言言うのであうのであうのであうのでありますがりますがりますがりますが、、、、必必必必ずしもどうもそうでないというずしもどうもそうでないというずしもどうもそうでないというずしもどうもそうでないという解解解解釈釈釈釈もあるようでしてもあるようでしてもあるようでしてもあるようでして、、、、それはそれはそれはそれは後後後後でででで述述述述べべべべますがますがますがますが、、、、いいいいろんなろんなろんなろんな意意意意味味味味、、、、こんなこんなこんなこんな意意意意味味味味があるみたいなんですがあるみたいなんですがあるみたいなんですがあるみたいなんですねねねね。。。。不不不不都合都合都合都合、、、、不不不不届届届届きとかというようなきとかというようなきとかというようなきとかというような意意意意味味味味とととと、、、、「「「「過過過過分分分分のことでのことでのことでのことで畏畏畏畏れれれれ多多多多いいいい」。」。」。」。さっきさっきさっきさっき、、、、カカカカンンンンチチチチェンジェンジェンジェンジュュュュンンンンガガガガをををを見見見見たときにもったいないとたときにもったいないとたときにもったいないとたときにもったいないと思思思思ったのったのったのったのはははは、、、、何何何何かこれみたいでかこれみたいでかこれみたいでかこれみたいで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか姿姿姿姿をををを見見見見せてくれないせてくれないせてくれないせてくれない山山山山がたまたまがたまたまがたまたまがたまたま見見見見えてきたのでもったいないえてきたのでもったいないえてきたのでもったいないえてきたのでもったいない、、、、だだだだからからからから神神神神仏仏仏仏だだだだったのかなったのかなったのかなったのかな、、、、ちちちちょょょょっとそのっとそのっとそのっとその辺辺辺辺よくわからないんですがよくわからないんですがよくわからないんですがよくわからないんですが、、、、いずれにしてもありがたいいずれにしてもありがたいいずれにしてもありがたいいずれにしてもありがたいことことことことだだだだということでということでということでということで、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという気気気気分分分分になりましたになりましたになりましたになりました。。。。一一一一般般般般的的的的にはにはにはには、、、、物物物物のののの値値値値打打打打ちちちちというもというもというもというものがのがのがのが十十十十分分分分にににに生生生生かされないというのがもったいないことでありますかされないというのがもったいないことでありますかされないというのがもったいないことでありますかされないというのがもったいないことであります。。。。 

  レレレレジジジジ袋袋袋袋、、、、これはこれはこれはこれは今今今今、、、、新新新新しいしいしいしい容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法でもでもでもでも削減削減削減削減対対対対象象象象になっておりますしになっておりますしになっておりますしになっておりますし、、、、まあまあまあまあ、、、、ももももったいないもののったいないもののったいないもののったいないものの 1つつつつのののの例例例例としてよくとしてよくとしてよくとしてよく言言言言われますわれますわれますわれます。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、おそらくなんですがおそらくなんですがおそらくなんですがおそらくなんですが、、、、こんなこんなこんなこんな小小小小さいさいさいさいももももののののもももも入入入入れるとれるとれるとれると、、、、多多多多分年分年分年分年間間間間 500枚枚枚枚ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを使使使使っているっているっているっている勘勘勘勘定定定定なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。年年年年間間間間消費消費消費消費量量量量はははは大体大体大体大体
30万万万万トンでありますトンでありますトンでありますトンであります。。。。10 グラムとするとグラムとするとグラムとするとグラムとすると大体大体大体大体 300枚枚枚枚ぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですかねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、10 グラムってグラムってグラムってグラムって、、、、かなりかなりかなりかなり大大大大きいきいきいきいレレレレジジジジ袋袋袋袋ですからですからですからですから、、、、それからいうとそれからいうとそれからいうとそれからいうと多多多多分分分分 500枚枚枚枚、、、、そんなそんなそんなそんな気気気気はしないんですけどはしないんですけどはしないんですけどはしないんですけど、、、、多多多多分分分分そうなんですそうなんですそうなんですそうなんですねねねね。。。。一方一方一方一方、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは 50万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使ってってってって、、、、たたたただだだだ、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率がががが 60％％％％ととととかかかか、、、、場場場場合合合合によるとによるとによるとによると 70、、、、80％％％％というところもありますというところもありますというところもありますというところもあります。。。。 

  じゃじゃじゃじゃ、、、、こっこっこっこっちちちちはもったいないはもったいないはもったいないはもったいない。。。。ペペペペットットットットボボボボトルはどうかトルはどうかトルはどうかトルはどうか。。。。私私私私はははは、、、、昔昔昔昔はかなりもったいないなとはかなりもったいないなとはかなりもったいないなとはかなりもったいないなと思思思思っていたんですけどっていたんですけどっていたんですけどっていたんですけど、、、、最最最最近近近近リリリリサイクルがここまでいってサイクルがここまでいってサイクルがここまでいってサイクルがここまでいって、、、、だだだだからいいのかなからいいのかなからいいのかなからいいのかな、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいとしいとしいとしいところですころですころですころですねねねね。。。。何何何何ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋はもったいないのかはもったいないのかはもったいないのかはもったいないのか。。。。リリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。いいいいやややや、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷的的的的にはにはにはには、、、、ごごごごみとしてはみとしてはみとしてはみとしては結結結結構大構大構大構大変変変変なんですなんですなんですなんです。。。。何何何何せせせせ軽軽軽軽量量量量ですしですしですしですし、、、、数数数数千千千千トンのトンのトンのトンのレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが捨捨捨捨てらてらてらてられておりますれておりますれておりますれております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、自治体自治体自治体自治体によってはによってはによってはによっては――このこのこのこの間間間間、、、、杉杉杉杉並並並並区区区区ですかですかですかですか、、、、3,000 トンとかトンとかトンとかトンとか言言言言っていっていっていっていましたがましたがましたがましたが、、、、それがそれがそれがそれが、、、、確確確確かにかにかにかにごごごごみとしてはみとしてはみとしてはみとしては大大大大変変変変なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、最最最最近近近近温暖温暖温暖温暖化化化化でででで問問問問題題題題のののの CO2 なんなんなんなんかにしかにしかにしかにしますとますとますとますと、、、、60 枚枚枚枚分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのレレレレジジジジ袋袋袋袋ででででちちちちょょょょうどうどうどうど 1 キキキキロロロロぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの CO2 がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、車車車車だだだだとととと 5 キキキキロロロロ走走走走っっっったたたた分分分分ぐぐぐぐらいなんですらいなんですらいなんですらいなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、年年年年間間間間、、、、これのこれのこれのこれの 50倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだとしますととしますととしますととしますと、、、、車車車車でででで 50キキキキロロロロ走走走走ったったったったぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの CO2 ですからですからですからですから、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、車車車車ををををむむむむだだだだにににに走走走走らせているらせているらせているらせているほほほほうがよっうがよっうがよっうがよっぽぽぽぽどもったいないのどもったいないのどもったいないのどもったいないのかもしれないというかもしれないというかもしれないというかもしれないという気気気気もするんですもするんですもするんですもするんですねねねね。。。。というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに何何何何でででで問問問問題題題題なのかといなのかといなのかといなのかというとうとうとうと、、、、多多多多分分分分、、、、私私私私はははは、、、、量量量量のののの問問問問題題題題じゃじゃじゃじゃないんないんないんないんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという気気気気がしがしがしがし始始始始めたんですよめたんですよめたんですよめたんですよ。。。。結結結結局局局局はははは質質質質のののの問問問問題題題題かかかか。。。。どうどうどうどうややややってってってって使使使使っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。 だだだだからからからから、、、、ややややはりさっきはりさっきはりさっきはりさっき言言言言ったモッタイナイったモッタイナイったモッタイナイったモッタイナイ流流流流のののの考考考考ええええ方方方方というのをもうというのをもうというのをもうというのをもう少少少少ししししちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし
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なきなきなきなきゃゃゃゃいけなくていけなくていけなくていけなくて、、、、おそらくおそらくおそらくおそらくレレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、場場場場合合合合によるとによるとによるとによると、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと昼昼昼昼御御御御飯飯飯飯をををを買買買買いにいにいにいに行行行行きまきまきまきましたしたしたした、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋でもらってきてでもらってきてでもらってきてでもらってきて、、、、それでおそれでおそれでおそれでお弁弁弁弁当当当当をををを食食食食べべべべましたましたましたました。。。。多多多多分分分分、、、、ココココンンンンビビビビニからニからニからニから自分自分自分自分のののの職職職職場場場場までまでまでまで
5 分分分分間間間間、、、、そのそのそのその 5 分分分分間間間間のののの利利利利便便便便性性性性だだだだけのためにこれけのためにこれけのためにこれけのためにこれだだだだけのものをけのものをけのものをけのものを使使使使っていいのかというっていいのかというっていいのかというっていいのかという感感感感じじじじかなといかなといかなといかなというううう気気気気がががが最最最最近近近近はしているんですはしているんですはしているんですはしているんですねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、もしももしももしももしも心心心心がけをがけをがけをがけをちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変えてえてえてえて、、、、マイバッグというもマイバッグというもマイバッグというもマイバッグというものをのをのをのを持持持持っていけっていけっていけっていけばばばば、、、、要要要要らないらないらないらない。。。。だだだだからからからから、、、、ほほほほかのものでかのものでかのものでかのもので代代代代替替替替ができるかどうかもができるかどうかもができるかどうかもができるかどうかも結結結結構大構大構大構大きいのかなきいのかなきいのかなきいのかなとととと。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、無無無無料料料料でででで配配配配られていられていられていられているるるる。。。。ああいうああいうああいうああいう価値価値価値価値のあるものをのあるものをのあるものをのあるものを無無無無料料料料でででで配配配配っっっっちちちちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、このこのこのこの 3つつつつかなとかなとかなとかなと最最最最近近近近思思思思っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。何何何何ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋がもったがもったがもったがもったいないかいないかいないかいないか。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも短短短短時時時時間間間間のののの利利利利便便便便性性性性だだだだけをけをけをけを考考考考えているえているえているえている。。。。瞬瞬瞬瞬間間間間的的的的なななな利利利利便便便便性性性性ですですですですねねねね。。。。 さっきさっきさっきさっき、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと、、、、はからずもはからずもはからずもはからずも食食食食事事事事をしながらをしながらをしながらをしながら議議議議論論論論をするようなをするようなをするようなをするような機機機機会会会会がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、そこでそこでそこでそこで自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機のののの話話話話もあったんですがもあったんですがもあったんですがもあったんですが、、、、自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機だだだだってってってって、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと遠遠遠遠くまくまくまくまでででで買買買買いにいけいにいけいにいけいにいけばばばばいいのにいいのにいいのにいいのに、、、、そのそのそのその場場場場ででででふふふふっとっとっとっと買買買買うためにいっうためにいっうためにいっうためにいっぱぱぱぱいあるといういあるといういあるといういあるという、、、、それがもったいないそれがもったいないそれがもったいないそれがもったいないのかなというのかなというのかなというのかなという気気気気もするんですがもするんですがもするんですがもするんですが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、非非非非常常常常にににに短短短短時時時時間間間間のののの利利利利便便便便性性性性、、、、瞬瞬瞬瞬間間間間的的的的なななな利利利利便便便便性性性性とととと、、、、昔昔昔昔だだだだったらこんなことしなくたってったらこんなことしなくたってったらこんなことしなくたってったらこんなことしなくたって、、、、別別別別のののの代代代代替替替替のののの手法手法手法手法があるがあるがあるがある。。。。車車車車はははは、、、、50 キキキキロロロロ乗乗乗乗るというときにるというときにるというときにるというときに、、、、代代代代替替替替のののの手法手法手法手法があれがあれがあれがあればばばば自自自自転転転転車車車車でででで行行行行けけけけばばばばいいんですけどいいんですけどいいんですけどいいんですけど、、、、自自自自転転転転車車車車でででで 50 キキキキロはロはロはロは結結結結構構構構しんどいししんどいししんどいししんどいし、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりなかなかもったいないとりなかなかもったいないとりなかなかもったいないとりなかなかもったいないと言言言言いにくいいにくいいにくいいにくい部部部部分分分分がありますがありますがありますがあります。。。。無無無無料料料料というのもというのもというのもというのも 1つつつつのののの要素要素要素要素かなかなかなかな、、、、なんなんなんなんてててて思思思思っていますっていますっていますっています。。。。自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機にしてみますとにしてみますとにしてみますとにしてみますと、、、、ややややはりどこではりどこではりどこではりどこで買買買買ってもおってもおってもおってもお値段値段値段値段はははは同同同同じじじじでででで、、、、自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機のものはもうのものはもうのものはもうのものはもう少少少少しししし高高高高くくくく売売売売らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないのかないけないのかないけないのかないけないのかなというというというという気気気気がするんですけどがするんですけどがするんですけどがするんですけど、、、、それはそれはそれはそれは後後後後でででで皆皆皆皆ささささんにんにんにんに伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 割割割割りりりり箸箸箸箸はははは何何何何ででででモッタイナイかモッタイナイかモッタイナイかモッタイナイか。。。。割割割割りりりり箸箸箸箸というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今 1人人人人大体大体大体大体 250膳膳膳膳もももも使使使使っているらしいんでっているらしいんでっているらしいんでっているらしいんですすすすねねねね。。。。ほほほほんとうですかんとうですかんとうですかんとうですかねねねね。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、おおおお弁弁弁弁当当当当をををを出出出出していたしていたしていたしていただだだだきましたけどきましたけどきましたけどきましたけど、、、、さすがにさすがにさすがにさすがに割割割割りりりり箸箸箸箸じゃじゃじゃじゃなかったですなかったですなかったですなかったですねねねね。。。。ごごごご立立立立派派派派。。。。割割割割りりりり箸箸箸箸はははは、、、、昔昔昔昔はははは間間間間伐伐伐伐材材材材をををを使使使使っているからっているからっているからっているから環境環境環境環境にににに優優優優しいとしいとしいとしいと言言言言わわわわれていたんですがれていたんですがれていたんですがれていたんですが、、、、最最最最近近近近はははは全全全全然然然然そんなことありませんそんなことありませんそんなことありませんそんなことありません。。。。中中中中国国国国がががが木木木木をををを切切切切れなくなってきていますかれなくなってきていますかれなくなってきていますかれなくなってきていますからららら、、、、材材材材木木木木はロシアからのはロシアからのはロシアからのはロシアからの、、、、多多多多分分分分不不不不法法法法輸輸輸輸入入入入材材材材であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、それをそれをそれをそれをぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるっとるっとるっとるっと、、、、大大大大根根根根のかのかのかのかつつつつららららむむむむきみたいなきみたいなきみたいなきみたいな格格格格好好好好でででで薄薄薄薄くくくく切切切切ってってってって、、、、それをパンパンパーンとそれをパンパンパーンとそれをパンパンパーンとそれをパンパンパーンとちちちちょょょょんんんん切切切切ってってってってつつつつくっていくっていくっていくっているるるる。。。。最最最最近近近近ちちちちょょょょっとっとっとっと高高高高くなっておりますがくなっておりますがくなっておりますがくなっておりますが、、、、昔昔昔昔はははは 50 銭銭銭銭ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。今今今今 2 円円円円ぐぐぐぐらいするかもしれませんらいするかもしれませんらいするかもしれませんらいするかもしれませんがががが、、、、いずれにしてもこんなおいずれにしてもこんなおいずれにしてもこんなおいずれにしてもこんなお値段値段値段値段ですよですよですよですよねねねね。。。。これもこれもこれもこれもリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル全全全全くなしですくなしですくなしですくなしです。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルにしてにしてにしてにして紙紙紙紙にすれにすれにすれにすればばばばいいのかなというんいいのかなというんいいのかなというんいいのかなというんだだだだけどけどけどけど、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、これもこれもこれもこれもややややっっっっぱぱぱぱりなかなかりなかなかりなかなかりなかなか問問問問題題題題があるがあるがあるがあるとととと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、1 つつつつはははは、、、、ややややはりはりはりはり同様同様同様同様にににに時時時時間間間間がががが短短短短いいいい。。。。まあまあまあまあ、、、、場場場場合合合合によるとによるとによるとによると 5 分分分分ですですですですねねねね。。。。ラーラーラーラーメメメメンンンン、、、、えいえいえいえいややややっとっとっとっと食食食食ええええばばばば 5 分分分分かなかなかなかな。。。。だだだだからからからから、、、、非非非非常常常常にににに短短短短いいいい時時時時間間間間のためにのためにのためにのために使使使使われているということとわれているということとわれているということとわれているということとかかかか、、、、大体大体大体大体無無無無料料料料であるであるであるである。。。。同同同同じじじじですよですよですよですよねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、あとはあとはあとはあとは短短短短期期期期的的的的なことなことなことなこと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、代代代代替替替替というもというもというもというものがのがのがのが可能可能可能可能であるであるであるである。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、洗洗洗洗いいいい箸箸箸箸でいいわけですからでいいわけですからでいいわけですからでいいわけですから。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、大体大体大体大体何何何何でででで割割割割りりりり箸箸箸箸がががが好好好好まれてまれてまれてまれているのかなというといるのかなというといるのかなというといるのかなというと、、、、どうもあっどうもあっどうもあっどうもあっちちちちののののほほほほうがうがうがうが清清清清潔潔潔潔だだだだからということもあるようなんですがからということもあるようなんですがからということもあるようなんですがからということもあるようなんですが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、割割割割りりりり箸箸箸箸なんてなんてなんてなんて洗洗洗洗われていないですしわれていないですしわれていないですしわれていないですし、、、、多多多多分分分分洗洗洗洗いいいい箸箸箸箸よりよりよりより清清清清潔潔潔潔でないようなでないようなでないようなでないような気気気気がするんですがするんですがするんですがするんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、実実実実態態態態、、、、何何何何ののののメメメメリリリリットもないのかもしれないットもないのかもしれないットもないのかもしれないットもないのかもしれない。。。。ということでということでということでということで多多多多分分分分モッタイナイのかなモッタイナイのかなモッタイナイのかなモッタイナイのかな、、、、ななななんていうんていうんていうんていう気気気気がしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。 というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、モッタイナイモッタイナイモッタイナイモッタイナイ流流流流ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、多多多多分分分分こんなことでいくのかなとこんなことでいくのかなとこんなことでいくのかなとこんなことでいくのかなと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。寿寿寿寿命命命命がががが非非非非常常常常にににに短短短短いいいい。。。。瞬瞬瞬瞬間間間間的的的的なななな利利利利益益益益しかないようなしかないようなしかないようなしかないようなものをものをものをものをつつつつくるのはモッタイナイくるのはモッタイナイくるのはモッタイナイくるのはモッタイナイとととと思思思思うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく大大大大量量量量のものをのものをのものをのものを使使使使うのはモッタイナイうのはモッタイナイうのはモッタイナイうのはモッタイナイ。。。。地地地地面面面面にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを埋埋埋埋めるなどモめるなどモめるなどモめるなどモッタイナイッタイナイッタイナイッタイナイ。。。。一度一度一度一度使使使使ったものったものったものったもの、、、、これはこっこれはこっこれはこっこれはこっちちちちとととと同同同同じじじじですけどですけどですけどですけど、、、、長長長長くくくく使使使使わないとモッタイナイといわないとモッタイナイといわないとモッタイナイといわないとモッタイナイというのはうのはうのはうのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、同同同同じじじじものでもものでもものでもものでも 10 年年年年間間間間持持持持てるようなものてるようなものてるようなものてるようなもの、、、、愛愛愛愛用用用用品品品品としてとしてとしてとして長長長長々々々々とととと、、、、場場場場合合合合によってによってによってによってはははは 30 年年年年間間間間持持持持てるようなものがいいんてるようなものがいいんてるようなものがいいんてるようなものがいいんじゃじゃじゃじゃないないないないですですですですかかかか。。。。価値価値価値価値のののの低低低低いいいい、、、、特特特特にににに無無無無料料料料のものはモッタイのものはモッタイのものはモッタイのものはモッタイ
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ナイナイナイナイ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リリリリサイクルしてますますサイクルしてますますサイクルしてますますサイクルしてますます価値価値価値価値をををを薄薄薄薄くしているくしているくしているくしている、、、、なんていうなんていうなんていうなんていう場場場場合合合合もあってもあってもあってもあって、、、、それそれそれそれもまずモッタイナイというようなことがあるのかなというもまずモッタイナイというようなことがあるのかなというもまずモッタイナイというようなことがあるのかなというもまずモッタイナイというようなことがあるのかなという気気気気がしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。これがこれがこれがこれが本本本本日日日日のののの要要要要旨旨旨旨なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、以以以以上上上上、、、、どうしてそんなことになるのかというどうしてそんなことになるのかというどうしてそんなことになるのかというどうしてそんなことになるのかという話話話話でありますでありますでありますであります。。。。 日日日日本本本本はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのがというのがというのがというのが今今今今キキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっていろいろとになっていろいろとになっていろいろとになっていろいろとややややられてきているわけでありられてきているわけでありられてきているわけでありられてきているわけでありますますますます。。。。世世世世のののの中中中中一一一一般般般般にはにはにはには持続可能型持続可能型持続可能型持続可能型のののの社会社会社会社会とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれるほほほほうがうがうがうが世世世世界的界的界的界的にはにはにはには多多多多いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、日日日日本本本本はははは循環循環循環循環型型型型というというというという言言言言葉葉葉葉がががが使使使使われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。これはこれはこれはこれはごごごご存存存存じじじじとととと思思思思いますいますいますいます。。。。容容容容器包器包器包器包装装装装というものがというものがというものがというものが家家家家庭庭庭庭ののののごごごごみみみみのののの中中中中ではではではでは容積容積容積容積比比比比でででで言言言言うととんでもなくうととんでもなくうととんでもなくうととんでもなく大大大大きいきいきいきい。。。。紙紙紙紙、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックそのックそのックそのックその他他他他ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装以以以以外外外外がががが 36.8ぐぐぐぐらいなんですがらいなんですがらいなんですがらいなんですが、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装がががが 61 もあってもあってもあってもあって大大大大きいきいきいきい。。。。まあまあまあまあ、、、、重重重重ささささ別別別別にするとそうでにするとそうでにするとそうでにするとそうでもないんですけどもないんですけどもないんですけどもないんですけど。。。。まあまあまあまあ、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは、、、、これまたこれまたこれまたこれまたごごごご存存存存じじじじのとおりでありまのとおりでありまのとおりでありまのとおりでありますがすがすがすが、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民はははは分分分分別別別別してしてしてして排排排排出出出出しししし、、、、あとはあとはあとはあとは再再再再商商商商品品品品化等化等化等化等がががが行行行行われていくわけですわれていくわけですわれていくわけですわれていくわけですねねねね。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言いまいまいまいましたしたしたした 1 つつつつのののの最最最最近近近近のののの問問問問題題題題点点点点はははは、、、、2 つつつつあるとあるとあるとあると言言言言ううううべべべべきかもしれませんがきかもしれませんがきかもしれませんがきかもしれませんが、、、、これこれこれこれ、、、、縦縦縦縦軸軸軸軸にににに処処処処理理理理単価単価単価単価がががが出出出出ていてていてていてていて、、、、ここここちちちちらららら側側側側にににに――申申申申しししし上上上上げげげげるのをるのをるのをるのを忘忘忘忘れましたがれましたがれましたがれましたが、、、、今今今今おおおお手手手手元元元元にににに配配配配付付付付しているものときしているものときしているものときしているものときょょょょうううう出出出出てくるものはてくるものはてくるものはてくるものは若干若干若干若干違違違違っているかもしれませんっているかもしれませんっているかもしれませんっているかもしれません。。。。もしもきもしもきもしもきもしもきょょょょうのバージョンがうのバージョンがうのバージョンがうのバージョンが欲欲欲欲しいということでしいということでしいということでしいということであれあれあれあればばばば、、、、私私私私のののの名名名名前前前前をインターネットのグーグルとかをインターネットのグーグルとかをインターネットのグーグルとかをインターネットのグーグルとかヤヤヤヤフーでフーでフーでフーで探探探探していしていしていしていたたたただだだだきますときますときますときますと、、、、私私私私ののののホホホホームームームームペペペページがージがージがージが出出出出てきててきててきててきて、、、、そこにはそこにはそこにはそこには東東東東大大大大のののの間間間間にににに使使使使っていたっていたっていたっていたメメメメールアールアールアールアドレドレドレドレスなんかがありますのでスなんかがありますのでスなんかがありますのでスなんかがありますので、、、、そこそこそこそこででででごごごご請請請請求求求求いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、たたたただだだだでというかでというかでというかでというか、、、、無無無無料料料料でというかでというかでというかでというか、、、、全全全全くフくフくフくフリリリリーにおーにおーにおーにお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。     さてさてさてさて、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ここでのここでのここでのここでの問問問問題題題題点点点点はははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの処処処処理費理費理費理費がががが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと今今今今やややや有有有有価価価価になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。いまいまいまいまだだだだにににに処処処処理費理費理費理費はははは、、、、若干若干若干若干取取取取れているのかもしれませれているのかもしれませれているのかもしれませれているのかもしれませんがんがんがんが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、昔昔昔昔はトンはトンはトンはトン当当当当たりたりたりたり 8万万万万円円円円といったといったといったといった処処処処理費理費理費理費がががが取取取取れていたのがれていたのがれていたのがれていたのが、、、、最最最最近近近近ははははほほほほとんとんとんとんどどどど取取取取れなくなったというのがれなくなったというのがれなくなったというのがれなくなったというのが 1つつつつ。。。。そのそのそのその割割割割にはにはにはには、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのケケケケミミミミカカカカルルルルリリリリサイクルとかマテサイクルとかマテサイクルとかマテサイクルとかマテリリリリアルアルアルアルリリリリサイクルといってサイクルといってサイクルといってサイクルといって材材材材料料料料をそのままをそのままをそのままをそのまま使使使使うようなものがどうもうようなものがどうもうようなものがどうもうようなものがどうも 10 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで高高高高どまりしてどまりしてどまりしてどまりしているいるいるいる。。。。紙紙紙紙なんかもなんかもなんかもなんかも下下下下がってきたがってきたがってきたがってきた。。。。まあまあまあまあ、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが 1つつつつのののの問問問問題題題題点点点点かとかとかとかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようなのはこのいましたようなのはこのいましたようなのはこのいましたようなのはこの辺辺辺辺なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、これこれこれこれだだだだけのおけのおけのおけのお金金金金、、、、公公公公的的的的にににに集集集集めたおめたおめたおめたお金金金金でででであるからあるからあるからあるから、、、、半半半半分分分分税税税税金金金金みたいなみたいなみたいなみたいな性性性性格格格格をををを持持持持ったものをこういうところでったものをこういうところでったものをこういうところでったものをこういうところで処処処処理費理費理費理費をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命使使使使っているっているっているっているのはいいのかなというのがのはいいのかなというのがのはいいのかなというのがのはいいのかなというのが 1つつつつのののの考考考考ええええ方方方方でありますでありますでありますであります。。。。まあまあまあまあ、、、、税税税税金金金金でないとでないとでないとでないと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、自治体自治体自治体自治体ははははかなりのかなりのかなりのかなりの税税税税金金金金をををを投入投入投入投入しておりますからしておりますからしておりますからしておりますから、、、、税税税税金金金金半半半半分分分分、、、、税税税税金金金金的的的的なななな公公公公的的的的おおおお金金金金というのをというのをというのをというのを使使使使ってってってって、、、、こういこういこういこういうものからできてくるものがうものからできてくるものがうものからできてくるものがうものからできてくるものが価値価値価値価値があるかががあるかががあるかががあるかが問問問問題題題題であるというようなであるというようなであるというようなであるというような状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  それそれそれそれ以以以以外外外外のののの国内国内国内国内のののの枠枠枠枠組組組組みですがみですがみですがみですが、、、、平平平平成成成成 12 年年年年、、、、2000 年年年年にににに、、、、循環型社会形成促進基本循環型社会形成促進基本循環型社会形成促進基本循環型社会形成促進基本法法法法というのというのというのというのができてができてができてができて、、、、それそれそれそれ以以以以来来来来、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境対対対対応応応応はははは循環型循環型循環型循環型だだだだよというよというよというよという話話話話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、先先先先ほほほほどどどど副知副知副知副知事事事事がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたことにっていたことにっていたことにっていたことに近近近近いんでありますがいんでありますがいんでありますがいんでありますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、それまではそれまではそれまではそれまではリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややれれれればばばばいいんですよといいんですよといいんですよといいんですよと言言言言っていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、リリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと 3番番番番目目目目だだだだ。。。。そのそのそのその前前前前ににににややややるるるることがあることがあることがあることがあるぞぞぞぞ。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かかかか。。。。リデュリデュリデュリデュースースースースだぞだぞだぞだぞ。。。。リリリリデュデュデュデュースっていうのはースっていうのはースっていうのはースっていうのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、最最最最初初初初はとはとはとはとにかくにかくにかくにかく廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリデュリデュリデュリデュースースースース。。。。ごごごごみにしないみにしないみにしないみにしない。。。。たたたただだだだ、、、、それもいろいろそれもいろいろそれもいろいろそれもいろいろ考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、ごごごごみにしないみにしないみにしないみにしないというのはというのはというのはというのは、、、、言言言言葉葉葉葉としてはとしてはとしてはとしては簡簡簡簡単単単単なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、一一一一たんたんたんたん地球地球地球地球からからからから掘掘掘掘りりりり出出出出してしまいますとしてしまいますとしてしまいますとしてしまいますと、、、、資源資源資源資源をををを掘掘掘掘りりりり出出出出してしてしてして何何何何かかかか使使使使ってしまいますとってしまいますとってしまいますとってしまいますと、、、、必必必必ずずずずやごやごやごやごみになるしかないんですみになるしかないんですみになるしかないんですみになるしかないんですねねねね。。。。未来未来未来未来永劫永劫永劫永劫ごごごごみにならみにならみにならみにならないものってないものってないものってないものって、、、、ないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、長長長長寿寿寿寿命命命命にするというのはかなりいいんですがにするというのはかなりいいんですがにするというのはかなりいいんですがにするというのはかなりいいんですが、、、、いずれにいずれにいずれにいずれにしてもしてもしてもしても、、、、一一一一たんたんたんたん使使使使われてしまえわれてしまえわれてしまえわれてしまえばばばば、、、、いかにいかにいかにいかに 100 年年年年、、、、200 年年年年といってもといってもといってもといっても、、、、それからそれからそれからそれから先先先先ではどこかでではどこかでではどこかでではどこかでごごごごみになるということもあってみになるということもあってみになるということもあってみになるということもあって、、、、1 つつつつはははは、、、、ややややはりはりはりはり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリデュリデュリデュリデュースースースースだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと省省省省資源資源資源資源というかというかというかというか、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、地球地球地球地球をををを掘掘掘掘らないというようならないというようならないというようならないというような形形形形のののの方方方方向向向向にににに行行行行かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないなといいけないなといいけないなといいけないなというううう気気気気がしてはおりますがしてはおりますがしてはおりますがしてはおります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、リユリユリユリユースースースース、、、、これはこれはこれはこれは同同同同じじじじものはものはものはものは 2回回回回使使使使うのがいいうのがいいうのがいいうのがいい、、、、3回回回回使使使使うのがいいうのがいいうのがいいうのがいい、、、、4回回回回使使使使うのがいうのがいうのがいうのがい
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いといういといういといういという話話話話ですですですですねねねね。。。。あとはあとはあとはあとはリリリリサイクルでサイクルでサイクルでサイクルで、、、、これはマテこれはマテこれはマテこれはマテリリリリアルアルアルアルリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、サーマルサーマルサーマルサーマルリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル。。。。サーマルサーマルサーマルサーマルリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは最最最最近近近近ややややっとプラスっとプラスっとプラスっとプラスチチチチックにックにックにックに導導導導入入入入されようとしてきておりますがされようとしてきておりますがされようとしてきておりますがされようとしてきておりますが、、、、まあまあまあまあ、、、、そそそそのままのままのままのままぽぽぽぽっとっとっとっと捨捨捨捨ててしまうんててしまうんててしまうんててしまうんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、何何何何かにかにかにかに変変変変えてえてえてえて使使使使うというのがいいうというのがいいうというのがいいうというのがいいだだだだろうということでろうということでろうということでろうということでありありありありますますますます。。。。 

  2003 年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの基本基本基本基本法法法法がががが 2000 年年年年にできてにできてにできてにできて、、、、2003 年年年年にににに基本基本基本基本計画計画計画計画がががが日日日日本本本本ではできではできではできではできましてましてましてまして、、、、閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されているんでありますがされているんでありますがされているんでありますがされているんでありますが、、、、そのそのそのその閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されたされたされたされた基本基本基本基本計画計画計画計画ではではではでは、、、、今今今今言言言言ったようったようったようったようなななな思思思思想想想想、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの、、、、2000 年年年年ですとですとですとですと、、、、リデュリデュリデュリデュースというのはースというのはースというのはースというのは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、減減減減らすことでらすことでらすことでらすことですすすす、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないということですとさないということですとさないということですとさないということですと言言言言いいいいつつつつつつつつ、、、、2003 年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、何何何何とととと入入入入りりりり口口口口側側側側がががが重要重要重要重要だだだだよというよというよというよという指指指指標標標標にににに切切切切りかわっているんですりかわっているんですりかわっているんですりかわっているんですねねねね。。。。それがそれがそれがそれが一一一一番番番番だだだだとととと書書書書いてあるんですいてあるんですいてあるんですいてあるんですねねねね。。。。これはなこれはなこれはなこれはなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、今今今今言言言言ったようなったようなったようなったような話話話話がそこにがそこにがそこにがそこに仕仕仕仕込込込込まれておりましてまれておりましてまれておりましてまれておりまして、、、、どうせどうせどうせどうせ人人人人間間間間はははは地球地球地球地球をををを掘掘掘掘ることはることはることはることはなかなかなかなかなかなかなかなかややややめられないめられないめられないめられない。。。。どうせどうせどうせどうせ地球地球地球地球をををを掘掘掘掘ってしまうのならってしまうのならってしまうのならってしまうのならばばばば、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく掘掘掘掘ったものでなるったものでなるったものでなるったものでなるべべべべくくくく多多多多くのおくのおくのおくのお金金金金をををを稼稼稼稼ぐぐぐぐとととと経済的経済的経済的経済的にはにはにはには回回回回るということになってるということになってるということになってるということになって、、、、そのそのそのその当当当当時時時時、、、、平平平平成成成成 12 年年年年、、、、1 トントントントン当当当当たりたりたりたり 28万万万万円円円円というというというという、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。だだだだからからからから、、、、1 トントントントン地球地球地球地球をををを掘掘掘掘りますとりますとりますとりますと 28 万万万万円円円円のののの経済効経済効経済効経済効果果果果があるというよがあるというよがあるというよがあるというようなところであったものをうなところであったものをうなところであったものをうなところであったものを、、、、10 年年年年間間間間でででで 1 トントントントン掘掘掘掘ったらったらったらったら 39万万万万円円円円ぐぐぐぐらいのところにしようというのらいのところにしようというのらいのところにしようというのらいのところにしようというのがががが目目目目標標標標になりましたになりましたになりましたになりました。。。。考考考考ええええ方方方方ががががちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変わったんわったんわったんわったんだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。このたったこのたったこのたったこのたった 3 年年年年間間間間でででで。。。。そそそそれまではれまではれまではれまでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出すのをすのをすのをすのをややややめようとめようとめようとめようと言言言言っていたのにっていたのにっていたのにっていたのに、、、、どうせどうせどうせどうせ掘掘掘掘るならるならるならるなら有効活用有効活用有効活用有効活用ということにということにということにということにどうもどうもどうもどうも考考考考ええええ方方方方がががが変変変変わったようでありますわったようでありますわったようでありますわったようであります。。。。 

  ももももちちちちろんろんろんろんリリリリサイクルもサイクルもサイクルもサイクルも重要重要重要重要ですですですです。。。。たたたただだだだしししし、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは何何何何でもいいからでもいいからでもいいからでもいいからリリリリサイクルすれサイクルすれサイクルすれサイクルすればばばばいいといいといいといいといういういういう考考考考ええええ方方方方だだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、今今今今度度度度ここでここでここでここで 2003 年年年年にはにはにはには、、、、リリリリサイクルしたものはサイクルしたものはサイクルしたものはサイクルしたものは使使使使わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃだだだだめよめよめよめよというというというという話話話話になったんですになったんですになったんですになったんですねねねね。。。。どういうことかというとどういうことかというとどういうことかというとどういうことかというと、、、、結結結結局局局局、、、、あるものがありますあるものがありますあるものがありますあるものがあります。。。。そのものがそのものがそのものがそのものがリリリリサイクルされていってもサイクルされていってもサイクルされていってもサイクルされていっても、、、、リリリリサイクルされたものがサイクルされたものがサイクルされたものがサイクルされたものがちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと使使使使われてわれてわれてわれて、、、、もとにもとにもとにもとに戻戻戻戻ってってってって使使使使われるわれるわれるわれるほほほほうがうがうがうが望望望望ましいましいましいましい。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、これはこれはこれはこれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、循環循環循環循環されてされてされてされて使使使使っているもののっているもののっているもののっているものの量量量量をををを、、、、循環循環循環循環量量量量＋＋＋＋天天天天然然然然資源資源資源資源のののの投入投入投入投入量量量量、、、、これはこれはこれはこれは新新新新たにたにたにたに掘掘掘掘ったものですったものですったものですったものですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう全全全全体体体体のののの使使使使用用用用量量量量分分分分のののの循環循環循環循環利用利用利用利用量量量量というのをというのをというのをというのを、、、、そのそのそのその当当当当時時時時 10％％％％なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、それをそれをそれをそれを 14ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで上上上上げげげげたいということですたいということですたいということですたいということです。。。。平平平平成成成成 12 年年年年当当当当時時時時はははは、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう少少少少しししし、、、、幾幾幾幾つつつつになっているんですかになっているんですかになっているんですかになっているんですかねねねね、、、、これこれこれこれ以以以以後後後後ののののデデデデータがータがータがータが実実実実はははは出出出出ててててこないんですよこないんですよこないんですよこないんですよ。。。。今今今今ははははほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに幾幾幾幾つだつだつだつだかよくわからないんですがかよくわからないんですがかよくわからないんですがかよくわからないんですが、、、、このこのこのこの当当当当時時時時はとにかくはとにかくはとにかくはとにかく使使使使われわれわれわれているものているものているものているもの――そうですそうですそうですそうですねねねねええええ、、、、ここにあるのでここにあるのでここにあるのでここにあるのでリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル材材材材をををを使使使使っているものはどれっているものはどれっているものはどれっているものはどれだだだだろうといろうといろうといろうといったらったらったらったら、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに探探探探すのがすのがすのがすのが大大大大変変変変ななななぐぐぐぐらいでしてらいでしてらいでしてらいでして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、パパパパソソソソココココンあたりもンあたりもンあたりもンあたりもほほほほとんどとんどとんどとんど新新新新品品品品でででででででできていますよきていますよきていますよきていますよねねねね。。。。今今今今、、、、パパパパソソソソココココンンンンリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、パパパパソソソソココココンもンもンもンもリリリリサイクルされるこサイクルされるこサイクルされるこサイクルされることになっているわけですがとになっているわけですがとになっているわけですがとになっているわけですが、、、、たたたただだだだ、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは全部全部全部全部新新新新品品品品ですよですよですよですよねねねね。。。。車車車車だだだだってってってってほほほほとんどとんどとんどとんど全部全部全部全部新新新新品品品品でできているわけですでできているわけですでできているわけですでできているわけです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、今今今今だだだだとととと防防防防音音音音材材材材とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはカカカカーーーーペペペペットとかというのはットとかというのはットとかというのはットとかというのは再再再再生生生生材材材材ででででつつつつくられくられくられくられ始始始始めておりますがめておりますがめておりますがめておりますが、、、、ほほほほんとうにわずかなものなんですんとうにわずかなものなんですんとうにわずかなものなんですんとうにわずかなものなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、車車車車もももも、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身ががががリリリリサイクルできるかどうかサイクルできるかどうかサイクルできるかどうかサイクルできるかどうかじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル材材材材をどれをどれをどれをどれだだだだけけけけ使使使使っているかでっているかでっているかでっているかで勝負勝負勝負勝負しなさいということがしなさいということがしなさいということがしなさいということが言言言言われているんですわれているんですわれているんですわれているんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、すすすすべべべべてのてのてのての製製製製品品品品はははは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル材材材材をどのをどのをどのをどのぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使っているかでっているかでっているかでっているかで勝負勝負勝負勝負しなさいというしなさいというしなさいというしなさいという話話話話になっているになっているになっているになっている。。。。     実実実実はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような循環社会循環社会循環社会循環社会をををを日日日日本本本本ががががつつつつくるきっかけとなったのはくるきっかけとなったのはくるきっかけとなったのはくるきっかけとなったのは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話しいたしましたしいたしましたしいたしましたしいたしましたがががが、、、、最最最最終処終処終処終処分地分地分地分地がががが足足足足りないというりないというりないというりないという話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、最最最最終処終処終処終処分地分地分地分地がががが足足足足らないというのはらないというのはらないというのはらないというのは、、、、実実実実はははは
1991 年年年年あたりにあたりにあたりにあたりに最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量がががが 1億億億億 1,000万万万万トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらいピピピピークになってークになってークになってークになって、、、、これはこれはこれはこれは 80 年年年年代代代代ぐぐぐぐらいからどんどんらいからどんどんらいからどんどんらいからどんどん増増増増えているえているえているえているぞぞぞぞ、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変だだだだ、、、、大大大大変変変変だだだだというのでというのでというのでというのでややややっていたっていたっていたっていたんですがんですがんですがんですが、、、、91 年年年年ががががピピピピークでークでークでークで、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、実実実実をををを言言言言うとずっとうとずっとうとずっとうとずっと下下下下がりがりがりがり始始始始めているめているめているめている。。。。たたたただだだだ、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言いいいいましたようにましたようにましたようにましたように、、、、下下下下がったからといってがったからといってがったからといってがったからといって、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり増増増増えていっているわけですえていっているわけですえていっているわけですえていっているわけです。。。。半半半半分分分分になれになれになれになればばばば最最最最終終終終
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処処処処分地分地分地分地のののの寿寿寿寿命命命命はははは倍倍倍倍にはなりますがにはなりますがにはなりますがにはなりますが、、、、倍倍倍倍になったってになったってになったってになったって、、、、それまでそれまでそれまでそれまで 10 年年年年だだだだったところがったところがったところがったところが 20 年年年年になるになるになるになるだだだだけなんですけなんですけなんですけなんです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり 20 年年年年じゃじゃじゃじゃだだだだめなんですよめなんですよめなんですよめなんですよねねねね。。。。人人人人間間間間のののの活動活動活動活動というのをこのところでというのをこのところでというのをこのところでというのをこのところで何何何何年年年年ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと見見見見るかというんですがるかというんですがるかというんですがるかというんですが、、、、まあまあまあまあ、、、、私私私私はははは最最最最低低低低でもでもでもでも 300 年年年年はははは見見見見なきなきなきなきゃゃゃゃだだだだめめめめだだだだとととと言言言言っていてっていてっていてっていて、、、、
300 年年年年たたたたちちちちますとますとますとますと、、、、大体大体大体大体定定定定常常常常状状状状態態態態というのになるんというのになるんというのになるんというのになるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。だだだだからからからから、、、、300 年年年年もてもてもてもてばばばば、、、、確確確確かにかにかにかにそれからそれからそれからそれから新新新新しくしくしくしく処処処処分地分地分地分地もももも必要必要必要必要になるかもしれないけどになるかもしれないけどになるかもしれないけどになるかもしれないけど、、、、300 年年年年前前前前のところをまたのところをまたのところをまたのところをまたちちちちょょょょっとっとっとっと掘掘掘掘ってってってって使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが可能可能可能可能になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。大体大体大体大体 300 年年年年かなかなかなかなとととと思思思思うとうとうとうと、、、、300 年年年年間間間間最最最最終処終処終処終処分地分地分地分地があるところなんかがあるところなんかがあるところなんかがあるところなんか、、、、ありありありありややややしませんからしませんからしませんからしませんから、、、、ややややはりこれはどんどはりこれはどんどはりこれはどんどはりこれはどんどんんんん減減減減らしていからしていからしていからしていかざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないないだだだだろうろうろうろう。。。。これがゼロエミッションのこれがゼロエミッションのこれがゼロエミッションのこれがゼロエミッションの方方方方向向向向だだだだろうというわけでありまろうというわけでありまろうというわけでありまろうというわけでありますすすす。。。。 

  もったいないかどうかということをもったいないかどうかということをもったいないかどうかということをもったいないかどうかということを今今今今のようにいろいろなのようにいろいろなのようにいろいろなのようにいろいろな面面面面からからからから見見見見なくなくなくなくちちちちゃゃゃゃいけないんでありいけないんでありいけないんでありいけないんでありますがますがますがますが、、、、1 つつつつはははは、、、、材材材材料料料料というのはというのはというのはというのは、、、、地球地球地球地球からからからから掘掘掘掘ってきてってきてってきてってきて、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、燃燃燃燃ややややしたってしたってしたってしたって、、、、何何何何したっしたっしたっしたってててて、、、、全部全部全部全部地球地球地球地球にににに戻戻戻戻るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。一一一一たんたんたんたん掘掘掘掘っっっっちちちちゃゃゃゃうとうとうとうと、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、何何何何だだだだかんかんかんかんだだだだ言言言言っっっってもそれはてもそれはてもそれはてもそれは地球地球地球地球にににに戻戻戻戻っっっっちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんですねねねね。。。。ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは燃燃燃燃ややややされてされてされてされて、、、、大大大大気気気気のののの格格格格好好好好でででで戻戻戻戻っっっっちちちちゃゃゃゃうううう。。。。ということなんですがということなんですがということなんですがということなんですが、、、、何何何何かいっかいっかいっかいっぱぱぱぱいループをいループをいループをいループをややややるということがあるんですがるということがあるんですがるということがあるんですがるということがあるんですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうはおおおお見見見見せしませんがせしませんがせしませんがせしませんが、、、、一一一一番番番番いいものはいいものはいいものはいいものは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと一一一一番番番番内内内内側側側側のループでのループでのループでのループで回回回回すすすす。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに外外外外でででで回回回回すのではなくてすのではなくてすのではなくてすのではなくて、、、、一一一一番番番番内内内内側側側側のループでのループでのループでのループで回回回回すすすす、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち再再再再使使使使用用用用、、、、同同同同じじじじものをもうものをもうものをもうものをもう一一一一遍遍遍遍使使使使ううううリユリユリユリユーーーースがいいんスがいいんスがいいんスがいいんだだだだということでありますということでありますということでありますということであります。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは後後後後でででで飲飲飲飲料業界料業界料業界料業界からのおからのおからのおからのお話話話話があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、これはスこれはスこれはスこれはスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの例例例例なんですなんですなんですなんですけどけどけどけど、、、、オランダでもオランダでもオランダでもオランダでも似似似似たりたりたりたり寄寄寄寄ったりったりったりったりですですですです。。。。いまいまいまいまだだだだにそうですがにそうですがにそうですがにそうですが、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国、、、、ドドドドイイイイツツツツでもそんなもでもそんなもでもそんなもでもそんなものですのですのですのですねねねね。。。。会議会議会議会議にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、こういうこういうこういうこういう飲飲飲飲みみみみ物物物物がががが出出出出てくるんですけどてくるんですけどてくるんですけどてくるんですけど、、、、これこれこれこれ、、、、よくよくよくよくよくよくよくよく見見見見ていたていたていたていただだだだくとくとくとくと、、、、キキキキャャャャップとラップとラップとラップとラベベベベルをルをルをルを外外外外すとみんなすとみんなすとみんなすとみんな同同同同じじじじ瓶瓶瓶瓶なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。大体大体大体大体日日日日本本本本だだだだとととと、、、、ガガガガラスラスラスラス瓶瓶瓶瓶ってってってってほほほほととととんどんどんどんど絶滅絶滅絶滅絶滅ししししちちちちゃゃゃゃいましたよいましたよいましたよいましたよねねねね。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンでもオランダでもンでもオランダでもンでもオランダでもンでもオランダでも、、、、どこでもこうどこでもこうどこでもこうどこでもこうややややってってってって繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使えるようなえるようなえるようなえるようなものものものものはみんなまはみんなまはみんなまはみんなまだだだだこういうものをこういうものをこういうものをこういうものを使使使使っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、ここここここここだだだだけはけはけはけは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかややややはりはりはりはり日日日日本本本本のかなわないところでのかなわないところでのかなわないところでのかなわないところで、、、、家家家家電電電電なんかのなんかのなんかのなんかのリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルはヨヨヨヨーロッパをーロッパをーロッパをーロッパを上回上回上回上回っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、このこのこのこのリユリユリユリユースということにースということにースということにースということに関関関関してしてしてして言言言言うとうとうとうと、、、、日日日日本本本本はまはまはまはまだだだだままままだだだだかなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難ししししいいいい問問問問題題題題もあってもあってもあってもあって、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを新新新新たにシステムたにシステムたにシステムたにシステム化化化化しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷的的的的にににに、、、、いくらいくらいくらいくら計計計計算算算算してもしてもしてもしても、、、、超超超超軽軽軽軽量量量量化化化化したしたしたしたペペペペットットットットボボボボトルにかなわないトルにかなわないトルにかなわないトルにかなわない時代時代時代時代になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、なかななかななかななかなかそのかそのかそのかその辺辺辺辺がががが難難難難しいしいしいしい。。。。ビビビビールールールール瓶瓶瓶瓶ぐぐぐぐらいらいらいらい確確確確立立立立してしまうといいんですけれどもしてしまうといいんですけれどもしてしまうといいんですけれどもしてしまうといいんですけれども、、、、新新新新たにたにたにたに何何何何かかかか新新新新しいもしいもしいもしいものをのをのをのをリユリユリユリユースースースースボボボボトルというトルというトルというトルという格格格格好好好好でででで導導導導入入入入しようとしようとしようとしようと思思思思うとなかなかうとなかなかうとなかなかうとなかなか計計計計算算算算にににに乗乗乗乗らないらないらないらない。。。。ココココストストストスト的的的的にににに乗乗乗乗ららららないのはないのはないのはないのは当当当当たりたりたりたり前前前前なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの計計計計算算算算でもでもでもでも乗乗乗乗らないらないらないらない時代時代時代時代にににに最最最最近近近近なっなっなっなっちちちちゃゃゃゃってきていてってきていてってきていてってきていて、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンもンもンもンも変変変変わっわっわっわっちちちちゃゃゃゃうかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれません、、、、ドドドドイイイイツツツツもももも変変変変わっわっわっわっちちちちゃゃゃゃうかもしれませんのでうかもしれませんのでうかもしれませんのでうかもしれませんので、、、、ちちちちょょょょっといささかっといささかっといささかっといささか寂寂寂寂しいようなしいようなしいようなしいような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、リリリリサイクルはかなりサイクルはかなりサイクルはかなりサイクルはかなり不安定不安定不安定不安定なななな活動活動活動活動でありますでありますでありますであります。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、中中中中国国国国がががが今今今今、、、、日日日日本本本本においてにおいてにおいてにおいて莫莫莫莫大大大大なななな影響影響影響影響力力力力をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、紙紙紙紙なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、今今今今はははは非非非非常常常常にににに高高高高くくくく売売売売れるれるれるれる時代時代時代時代になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、ししししばばばばらくらくらくらく前前前前まではまではまではまでは、、、、紙紙紙紙はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか有有有有価価価価にならなかったにならなかったにならなかったにならなかった。。。。鉄鉄鉄鉄くくくくずもそうですずもそうですずもそうですずもそうですねねねね。。。。鉄鉄鉄鉄くずもくずもくずもくずも、、、、今今今今はかなりはかなりはかなりはかなり高高高高くくくく売売売売れるれるれるれる時代時代時代時代になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、それはそれはそれはそれは中中中中国国国国がどがどがどがどんどんんどんんどんんどん引引引引きききき取取取取ってくれるからですってくれるからですってくれるからですってくれるからです。。。。しかししかししかししかし、、、、鉄管鉄管鉄管鉄管なんかがなんかがなんかがなんかがほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに売売売売れるれるれるれる時代時代時代時代になったのはになったのはになったのはになったのはごごごごくくくく最最最最近近近近のことであってのことであってのことであってのことであって、、、、それそれそれそれ以以以以前前前前はははは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶をををを引引引引きききき取取取取ってってってって、「、「、「、「そのかわりそのかわりそのかわりそのかわり鉄管鉄管鉄管鉄管はははは黙黙黙黙ってってってって持持持持ってってってっていっていっていっていって」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな時代時代時代時代がががが長長長長くくくく続続続続いていたんですいていたんですいていたんですいていたんですねねねね。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックなんかもそうですよックなんかもそうですよックなんかもそうですよックなんかもそうですよねねねね。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのごごごごみみみみ、、、、まあまあまあまあ、、、、ペペペペットットットットボボボボトルでありますがトルでありますがトルでありますがトルでありますが、、、、ペペペペットットットットボボボボトルがこんなにトルがこんなにトルがこんなにトルがこんなに高高高高くくくく引引引引きききき取取取取ってくれるというようなってくれるというようなってくれるというようなってくれるというような時代時代時代時代がががが来来来来るとはるとはるとはるとは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと私私私私もももも、、、、10 年年年年前前前前というかというかというかというか、、、、10 年年年年にもなっにもなっにもなっにもなっ
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ていないですていないですていないですていないですねねねね、、、、2000 年年年年ののののちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで思思思思ってすらいませんでしたからってすらいませんでしたからってすらいませんでしたからってすらいませんでしたから、、、、変変変変わってしわってしわってしわってしまうんですまうんですまうんですまうんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体でででで資源資源資源資源がどこかでがどこかでがどこかでがどこかで買買買買いたいいたいいたいいたい国国国国があるかないかみたいなものががあるかないかみたいなものががあるかないかみたいなものががあるかないかみたいなものが決決決決定定定定的的的的にににに値段値段値段値段をををを変変変変えてしまうんですえてしまうんですえてしまうんですえてしまうんです。。。。たたたただだだだ、、、、またまたまたまた中中中中国国国国もどうなるかわかりませんからもどうなるかわかりませんからもどうなるかわかりませんからもどうなるかわかりませんから、、、、もとにもとにもとにもとに戻戻戻戻るかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、昔昔昔昔からからからから経済活動経済活動経済活動経済活動としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている銅銅銅銅、、、、アルミアルミアルミアルミ、、、、貴金貴金貴金貴金属属属属とととというものをいうものをいうものをいうものを除除除除くとくとくとくと、、、、ほほほほかのものはかのものはかのものはかのものはちちちちょょょょっとっとっとっと基本的基本的基本的基本的にににに危危危危ないようなないようなないようなないような構構構構造造造造にあるんですにあるんですにあるんですにあるんですねねねね。。。。 日日日日本本本本においてにおいてにおいてにおいてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ができたのはができたのはができたのはができたのは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、だだだだれがれがれがれが金金金金をををを払払払払うかということをうかということをうかということをうかということを決決決決めるめるめるめるシステムがシステムがシステムがシステムが日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおけるリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのはというのはというのはというのは、、、、これがこれがこれがこれが回回回回ることをることをることをることを保保保保証証証証するするするする法法法法律律律律なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、だだだだれかがれかがれかがれかがおおおお金金金金をををを払払払払ってくれるわけですってくれるわけですってくれるわけですってくれるわけです。。。。具具具具体的体的体的体的ににににだだだだれがれがれがれが払払払払っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ突突突突きききき詰詰詰詰めるめるめるめる、、、、例例例例ええええばばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、自治自治自治自治体体体体がががが容容容容器包器包器包器包装装装装をををを集集集集めてめてめてめて収収収収集集集集してきてということをしてきてということをしてきてということをしてきてということをややややりますからりますからりますからりますから、、、、収収収収集集集集費費費費用用用用はははは税税税税金金金金でででで払払払払っているわっているわっているわっているわけですけですけですけです。。。。事業事業事業事業者者者者はははは自分自分自分自分たたたたちちちちのおのおのおのお金金金金でそれをでそれをでそれをでそれを再再再再商商商商品品品品化化化化というのをするんですがというのをするんですがというのをするんですがというのをするんですが、、、、実際実際実際実際、、、、よくよくよくよくよくよくよくよく考考考考えるとえるとえるとえると、、、、みんなみんなみんなみんな消費者消費者消費者消費者のおのおのおのお金金金金なんですなんですなんですなんです。。。。消費者消費者消費者消費者がががが払払払払ったったったった商商商商品品品品のおのおのおのお金金金金のののの中中中中にあるものからにあるものからにあるものからにあるものから事業事業事業事業者者者者はははは払払払払ってってってって、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは消費者消費者消費者消費者がががが払払払払ったったったった税税税税金金金金からからからから自治体自治体自治体自治体がそれをがそれをがそれをがそれを払払払払うといううといううといううという形形形形ですからですからですからですから、、、、最後最後最後最後のののの最後最後最後最後ははははとにかくとにかくとにかくとにかく、、、、だだだだれがれがれがれが払払払払うかをうかをうかをうかを決決決決めてもめてもめてもめても、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに払払払払っっっっているのはているのはているのはているのは消費者消費者消費者消費者なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、消費者消費者消費者消費者がそれがいいとがそれがいいとがそれがいいとがそれがいいと思思思思ったからったからったからったから進進進進んでいるはずのものなんですよんでいるはずのものなんですよんでいるはずのものなんですよんでいるはずのものなんですよ。。。。そういうものでそういうものでそういうものでそういうもので今今今今はははは、、、、これこれこれこれがががが大分大分大分大分下下下下ののののほほほほうまでうまでうまでうまでややややってきてというってきてというってきてというってきてという意意意意味味味味はははは、、、、いろんなものがいろんなものがいろんなものがいろんなものがちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと循環循環循環循環するようになってきするようになってきするようになってきするようになってきてててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、容容容容器包器包器包器包装装装装だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、食品食品食品食品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、建建建建築築築築材材材材料料料料ののののリリリリサイクルであサイクルであサイクルであサイクルであるとかるとかるとかるとか、、、、いろんなものもいろんなものもいろんなものもいろんなものも進進進進むむむむようになってきたというのがようになってきたというのがようになってきたというのがようになってきたというのが現実現実現実現実なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 ですからですからですからですから、、、、まさにまさにまさにまさに消費者消費者消費者消費者がどういうがどういうがどういうがどういう価値価値価値価値をををを持持持持っているかっているかっているかっているか、、、、上上上上からのからのからのからの押押押押ししししつつつつけとしてそういうけとしてそういうけとしてそういうけとしてそういう意意意意識識識識をををを持持持持つつつつんんんんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、消費者消費者消費者消費者ががががほほほほんとうにどういうんとうにどういうんとうにどういうんとうにどういう意識意識意識意識をををを持持持持つつつつかとかとかとかというのがいうのがいうのがいうのが大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題だだだだといといといといううううふふふふうにうにうにうに考考考考えているわけでありますえているわけでありますえているわけでありますえているわけであります。。。。こんなところがこんなところがこんなところがこんなところが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、現現現現状状状状ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、大大大大ききききなななな課課課課題題題題はははは、、、、これからどうなるのということですこれからどうなるのということですこれからどうなるのということですこれからどうなるのということですねねねね。。。。これでこれでこれでこれで、、、、今今今今でもでもでもでも不不不不合合合合格格格格とととと言言言言えるえるえるえるほほほほどどどどひひひひどいシどいシどいシどいシステムではないんでありますがステムではないんでありますがステムではないんでありますがステムではないんでありますが、、、、これからこれからこれからこれから先先先先どうなるのかというのがどうなるのかというのがどうなるのかというのがどうなるのかというのが 1つつつつはははは大大大大きいきいきいきい。。。。 それをそれをそれをそれを見見見見るにはるにはるにはるには、、、、ややややはりトはりトはりトはりトレレレレンンンンドドドドみたいなものをずっとみたいなものをずっとみたいなものをずっとみたいなものをずっと眺眺眺眺めてみるしかなくてめてみるしかなくてめてみるしかなくてめてみるしかなくて、、、、トトトトレレレレンンンンドドドドをどをどをどをどうううう見見見見るかるかるかるか、、、、これはこれはこれはこれは人人人人によってによってによってによって解解解解釈釈釈釈がががが違違違違いますからいますからいますからいますから、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、人人人人によってによってによってによって未来未来未来未来がどうなるかとがどうなるかとがどうなるかとがどうなるかというのはいうのはいうのはいうのは言言言言いいいい方方方方がががが違違違違うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、ざざざざくっとくっとくっとくっと 10 年年年年刻刻刻刻みでみでみでみで切切切切ってみるとどってみるとどってみるとどってみるとどうなるかうなるかうなるかうなるか、、、、ここはここはここはここは皆皆皆皆さんそうおっしさんそうおっしさんそうおっしさんそうおっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うんうんうんうんだだだだけどけどけどけど、、、、60 年年年年代代代代はははは経済成経済成経済成経済成長長長長とととと公公公公害害害害のののの時代時代時代時代だだだだっっっったたたた。。。。最最最最近近近近、、、、中中中中国国国国がすがすがすがすごごごごいいいい経済発展経済発展経済発展経済発展をしているをしているをしているをしている、、、、しかもしかもしかもしかも裏裏裏裏でかなりでかなりでかなりでかなり公公公公害害害害をををを残残残残しながらしながらしながらしながら発展発展発展発展をしていをしていをしていをしているというようなことをるというようなことをるというようなことをるというようなことを我我我我々々々々はははは思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、日日日日本本本本というというというという国国国国はもっとすはもっとすはもっとすはもっとすごごごごかったかったかったかったんですんですんですんですねねねね。。。。何何何何がすがすがすがすごごごごかったかというとかったかというとかったかというとかったかというと、、、、たったたったたったたった 8 年年年年間間間間でででで経済経済経済経済のののの規規規規模模模模をををを倍倍倍倍にしたというにしたというにしたというにしたという実実実実績績績績のあるのあるのあるのある国国国国なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そのそのそのその 8 年年年年間間間間でででで倍倍倍倍にしてにしてにしてにして、、、、しかもしかもしかもしかも特特特特筆筆筆筆すすすすべべべべきはきはきはきは、、、、中中中中国国国国ですとですとですとですと沿沿沿沿岸岸岸岸地域地域地域地域はものすはものすはものすはものすごごごごくくくくおおおお金金金金持持持持ちちちちになっていてになっていてになっていてになっていて、、、、農村農村農村農村地域地域地域地域はそうでもないはそうでもないはそうでもないはそうでもない、、、、特特特特にににに貧貧貧貧乏乏乏乏なままいるなままいるなままいるなままいるというというというという状況状況状況状況でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、日日日日本本本本はははは、、、、ななななぜぜぜぜかかかか所得所得所得所得格差格差格差格差というものをあまりというものをあまりというものをあまりというものをあまり広広広広げげげげることなくることなくることなくることなく 8 年年年年間間間間でででで国民国民国民国民のののの生生生生産産産産、、、、GDP をををを 2 倍倍倍倍にしたというにしたというにしたというにしたという実実実実績績績績のあるのあるのあるのある国国国国なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、公公公公害害害害だだだだけはけはけはけは今今今今のののの中中中中国国国国よりもよりもよりもよりもひひひひどかったといどかったといどかったといどかったということですうことですうことですうことです。。。。そのそのそのその 8 年年年年間間間間ででででひひひひどいことをどいことをどいことをどいことをややややっっっっちちちちゃゃゃゃったというったというったというったという時代時代時代時代だだだだったんですったんですったんですったんです。。。。 それがそれがそれがそれが急速急速急速急速によくなったのはによくなったのはによくなったのはによくなったのは 70 年年年年。。。。85 年年年年ぐぐぐぐらいまででらいまででらいまででらいまでで今今今今のののの状況状況状況状況にににに近近近近いですいですいですいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、大大大大体環境体環境体環境体環境のののの人人人人間間間間にににに対対対対するすするすするすするすべべべべてのてのてのての影響影響影響影響というのはというのはというのはというのは大体大体大体大体 70 年年年年代代代代ががががひひひひどくてどくてどくてどくて、、、、85 年年年年あたりからよくなあたりからよくなあたりからよくなあたりからよくなったったったった。。。。いいいいやややや、、、、そんなわけないそんなわけないそんなわけないそんなわけないだだだだろうとろうとろうとろうと皆皆皆皆さんおっしさんおっしさんおっしさんおっしゃゃゃゃるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんが、、、、ききききょょょょうはそれがうはそれがうはそれがうはそれが主題主題主題主題じゃじゃじゃじゃないのでないのでないのでないのでデデデデータをータをータをータを持持持持ってきていませんがってきていませんがってきていませんがってきていませんが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンなんていうものにしてもシンなんていうものにしてもシンなんていうものにしてもシンなんていうものにしても実実実実はそうでしてはそうでしてはそうでしてはそうでして、、、、我我我我々々々々がががが一一一一番番番番騒騒騒騒いでいたいでいたいでいたいでいた、、、、久久久久米米米米さんがさんがさんがさんが「「「「ニニニニュュュュースステーションースステーションースステーションースステーション」」」」でででで所所所所沢沢沢沢がどうのこがどうのこがどうのこがどうのこうのとうのとうのとうのと言言言言っていたのはっていたのはっていたのはっていたのは 1999 年年年年なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンのシンのシンのシンの我我我我々々々々のののの摂摂摂摂取取取取量量量量とととと
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いうのもいうのもいうのもいうのも、、、、どうどうどうどうややややらららら 1970 年年年年ががががピピピピークなんですークなんですークなんですークなんですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから先先先先はどうもどんどんはどうもどんどんはどうもどんどんはどうもどんどん下下下下がっていたがっていたがっていたがっていた、、、、ですけどですけどですけどですけど、、、、実際実際実際実際にはにはにはには 99 年年年年ごごごごろかなりろかなりろかなりろかなり騒騒騒騒いでいましたよいでいましたよいでいましたよいでいましたよねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、とにかくこのころがとにかくこのころがとにかくこのころがとにかくこのころが最最最最悪悪悪悪であであであであったろうとったろうとったろうとったろうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

80 年年年年代代代代にはにはにはには物物物物量量量量をををを大大大大量量量量にににに流流流流すすすす。。。。景景景景気気気気がががが大大大大分分分分よくなってきてよくなってきてよくなってきてよくなってきて、、、、バブルバブルバブルバブル経済経済経済経済のののの準準準準備備備備をしていたよをしていたよをしていたよをしていたようなうなうなうな時代時代時代時代からからからから、、、、92 年年年年にバブルがはにバブルがはにバブルがはにバブルがはじじじじけるけるけるけるぐぐぐぐらいまでバブルらいまでバブルらいまでバブルらいまでバブル経済経済経済経済ををををややややっていてっていてっていてっていて、、、、92 年年年年ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになるとるとるとると、、、、そのバブルそのバブルそのバブルそのバブル経済経済経済経済ののののつつつつけとしてけとしてけとしてけとして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題。。。。しかししかししかししかし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが問問問問題題題題だだだだ、、、、問問問問題題題題だだだだとととと言言言言いながいながいながいながらららら、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量はははは 91 年年年年ががががピピピピークなんですークなんですークなんですークなんですねねねね。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境もももも、、、、リリリリオのサミットがオのサミットがオのサミットがオのサミットが 92 年年年年あたりでありあたりでありあたりでありあたりでありますがますがますがますが、、、、2000 年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、リリリリオのサミットのオのサミットのオのサミットのオのサミットの次次次次はははは 2002 年年年年ににににヨヨヨヨハハハハネスブルグのサミットがネスブルグのサミットがネスブルグのサミットがネスブルグのサミットが行行行行われるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、2000 年年年年にミにミにミにミレレレレニアムサミットというのがニアムサミットというのがニアムサミットというのがニアムサミットというのが行行行行われてわれてわれてわれて、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、そこでそこでそこでそこで環境環境環境環境問問問問題題題題よりもよりもよりもよりも重要重要重要重要なななな問問問問題題題題があがあがあがあるるるる。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かかかか。。。。それはそれはそれはそれは格差格差格差格差だだだだ。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体におけるにおけるにおけるにおける格差格差格差格差でででであるあるあるある。。。。貧貧貧貧困困困困のののの問問問問題題題題なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。このこのこのこの貧貧貧貧困困困困のののの問問問問題題題題がががが非非非非常常常常にににに大大大大きいということになってきいということになってきいということになってきいということになって、、、、2000 年年年年かかかからそんなことになっているというのがらそんなことになっているというのがらそんなことになっているというのがらそんなことになっているというのが今今今今のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。2010 年年年年、、、、どうなるかどうなるかどうなるかどうなるか。。。。私私私私はははは、、、、新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値のののの創生創生創生創生のののの時代時代時代時代であろうとであろうとであろうとであろうと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。 それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして、、、、今今今今そういうトそういうトそういうトそういうトレレレレンンンンドドドドをどうをどうをどうをどう見見見見るかなんですがるかなんですがるかなんですがるかなんですが、、、、環境環境環境環境全全全全体体体体をををを 1つつつつのトのトのトのトレレレレンンンンドドドドでででで書書書書くわけにはいかなくてくわけにはいかなくてくわけにはいかなくてくわけにはいかなくて、、、、多多多多分分分分ローローローローカカカカルルルルリリリリスクスクスクスク、、、、リリリリスクというのはスクというのはスクというのはスクというのは危危危危険険険険性性性性、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは健康健康健康健康被被被被害害害害みたいなものをおみたいなものをおみたいなものをおみたいなものをお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだけれけれけれければばばばいいんですがいいんですがいいんですがいいんですが、、、、そういうもののそういうもののそういうもののそういうもののカカカカーーーーブとブとブとブと地球地球地球地球全全全全体体体体のこんなのこんなのこんなのこんなカカカカーブがーブがーブがーブが多多多多分分分分交交交交差差差差したのがしたのがしたのがしたのが大体大体大体大体 1985 年年年年ぐぐぐぐらいかなというらいかなというらいかなというらいかなという気気気気がするんですがするんですがするんですがするんですねねねね。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの副知副知副知副知事事事事のおのおのおのお話話話話でででで、、、、21 世世世世紀紀紀紀というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境問問問問題題題題がががが一一一一番番番番大大大大変変変変だだだだというのはというのはというのはというのは、、、、実実実実をををを言言言言うとこっうとこっうとこっうとこっちちちち側側側側なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち温暖温暖温暖温暖化化化化とかとかとかとか、、、、人口人口人口人口問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、資源資源資源資源のののの問問問問題題題題、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの問問問問題題題題、、、、食食食食糧糧糧糧のののの問問問問題題題題。。。。こういうこういうこういうこういう病病病病気気気気のののの話話話話ですとですとですとですと、、、、鳥鳥鳥鳥インフルインフルインフルインフルエンエンエンエンザザザザあたりがあたりがあたりがあたりが危危危危ないとないとないとないと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。確確確確かにかにかにかに BSE なんかになんかになんかになんかに比比比比べべべべたらはるかにたらはるかにたらはるかにたらはるかに危危危危ないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの意識意識意識意識だだだだとととと、、、、BSE がががが危危危危ないとないとないとないと思思思思っておられるかもしれまっておられるかもしれまっておられるかもしれまっておられるかもしれませんがせんがせんがせんが、、、、我我我我々々々々はははは極極極極めてめてめてめて冷冷冷冷めていましてめていましてめていましてめていまして、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカからいくらからいくらからいくらからいくら牛肉牛肉牛肉牛肉をををを輸輸輸輸入入入入してもしてもしてもしても、、、、何何何何ををををややややってもってもってもっても、、、、日日日日本本本本でででで牛肉牛肉牛肉牛肉をををを食食食食べべべべてててて、、、、それがそれがそれがそれが原原原原因因因因でででで、、、、人人人人間間間間のののの場場場場合合合合にはにはにはには BSE じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて vCJD というというというという、、、、クロイクロイクロイクロイツツツツフェルト・フェルト・フェルト・フェルト・ヤヤヤヤココココブブブブ病病病病というというというという病病病病気気気気でででで亡亡亡亡くなるくなるくなるくなる人人人人がががが出出出出るのはるのはるのはるのは、、、、まあまあまあまあ、、、、多目多目多目多目にににに見見見見積積積積もってもってもってもって 1,000 年年年年にににに 1人人人人、、、、普通普通普通普通ににににややややっていれっていれっていれっていればばばば 1万万万万年年年年にににに 1人人人人とととと我我我我々々々々はははは想想想想定定定定していますしていますしていますしています。。。。そんなものなんですそんなものなんですそんなものなんですそんなものなんです。。。。どうどうどうどう計計計計算算算算してもそれしてもそれしてもそれしてもそれ以以以以上上上上にならないんですにならないんですにならないんですにならないんですねねねね。。。。1 万万万万年年年年にににに 1 人人人人なんていうとなんていうとなんていうとなんていうと、、、、とんでもないですよとんでもないですよとんでもないですよとんでもないですよ。。。。人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史ってってってって 20万万万万年年年年しかないんですからしかないんですからしかないんですからしかないんですからねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、20万万万万年年年年でででで、、、、1万万万万年年年年にににに 1人人人人だだだだとととと 20人人人人ですよですよですよですよ、、、、今今今今までのまでのまでのまでの歴歴歴歴史史史史のののの中中中中でででで。。。。まあまあまあまあ、、、、そのそのそのその程程程程度度度度であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、ダイオダイオダイオダイオキキキキシンシンシンシンもももも、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、70 年年年年ごごごごろはろはろはろは高高高高くてくてくてくて、、、、公公公公害害害害もそうですもそうですもそうですもそうです、、、、環境環境環境環境ホホホホルモンもルモンもルモンもルモンも多多多多分分分分そうそうそうそうなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。環境環境環境環境ホホホホルモンでルモンでルモンでルモンで騒騒騒騒いでいましたのはいでいましたのはいでいましたのはいでいましたのは、、、、実際実際実際実際にあのにあのにあのにあの本本本本がががが出出出出たのはたのはたのはたのは 96 年年年年。。。。日日日日本本本本でででで騒騒騒騒ぎぎぎぎ始始始始めたのはめたのはめたのはめたのは 97 年年年年ですからですからですからですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり同同同同じじじじごごごごろろろろ騒騒騒騒いでいるんですがいでいるんですがいでいるんですがいでいるんですが、、、、まあまあまあまあ、、、、実際実際実際実際にはにはにはにはリリリリスクはスクはスクはスクは下下下下がっているんがっているんがっているんがっているんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。グローバルグローバルグローバルグローバルリリリリスクはスクはスクはスクは、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言ったようなったようなったようなったような状況状況状況状況でででで、、、、いろんなもいろんなもいろんなもいろんなものがのがのがのが足足足足らなくなるらなくなるらなくなるらなくなる。。。。地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが見見見見ええええ出出出出ししししちちちちゃゃゃゃったということでこれがったということでこれがったということでこれがったということでこれが上上上上がってくるんがってくるんがってくるんがってくるんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。 先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、2000 年年年年からはからはからはからは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会というのがというのがというのがというのが大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になってきになってきになってきになってきたたたた。。。。たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは国国国国によってによってによってによって全全全全くくくく――まあまあまあまあ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能のことをサステナのことをサステナのことをサステナのことをサステナビビビビリリリリテテテティィィィーーーーとととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれ、、、、定定定定義義義義がよくわからないんですががよくわからないんですががよくわからないんですががよくわからないんですが、、、、長長長長くくくく続続続続くことくことくことくことだだだだとととと思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体がががが長長長長くもくもくもくもつつつつかというかというかというかという問問問問題題題題とととと、、、、そのそのそのその地域地域地域地域がががが長長長長くもくもくもくもつつつつかというかというかというかという問問問問題題題題のののの 2つつつつがあってがあってがあってがあって、、、、すすすすべべべべててててのののの国国国国がそのがそのがそのがその両両両両方方方方あるんでありますあるんでありますあるんでありますあるんであります。。。。日日日日本本本本みたいなみたいなみたいなみたいな国国国国だだだだとととと、、、、ローローローローカカカカルのルのルのルのほほほほうもうもうもうも確確確確かにかにかにかに地方地方地方地方のののの活性化活性化活性化活性化とかいっていろいろとかいっていろいろとかいっていろいろとかいっていろいろ問問問問題題題題はあるんですがはあるんですがはあるんですがはあるんですが、、、、何何何何とかとかとかとか世世世世界的界的界的界的にににに見見見見るとましなるとましなるとましなるとましなほほほほうでしてうでしてうでしてうでして、、、、失失失失業率業率業率業率もももも比比比比較較較較的的的的低低低低いですしいですしいですしいですし、、、、ドドドドイイイイツツツツみたいにみたいにみたいにみたいに失失失失業率業率業率業率がががが高高高高いというようなこともないですからいというようなこともないですからいというようなこともないですからいというようなこともないですから、、、、だだだだからからからから、、、、まあまあまあまあ
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まあまあまあまあ何何何何とかなっていてとかなっていてとかなっていてとかなっていて、、、、むむむむしろこっしろこっしろこっしろこっちちちちののののほほほほうがうがうがうが重要重要重要重要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。すすすすべべべべてのてのてのての国国国国でででで両両両両者者者者をををを両両両両立立立立ささささせることはせることはせることはせることは重要重要重要重要なんなんなんなんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、国国国国によってはによってはによってはによっては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカのののの諸諸諸諸国国国国みたいにみたいにみたいにみたいに、、、、エイズでいエイズでいエイズでいエイズでいわゆるわゆるわゆるわゆる平平平平均均均均寿寿寿寿命命命命がががが 40 をををを切切切切っっっっちちちちゃゃゃゃったようなったようなったようなったような国国国国もあるわけですからもあるわけですからもあるわけですからもあるわけですから、、、、そういうようなところにそういうようなところにそういうようなところにそういうようなところに比比比比べべべべたらたらたらたら、、、、客客客客観観観観的的的的にはこのにはこのにはこのにはこの国国国国はははは極極極極めてめてめてめて健健健健全全全全ななななほほほほうにうにうにうに入入入入るんでするんでするんでするんですねねねね。。。。 日日日日本本本本はははは、、、、すすすすべべべべてのものがてのものがてのものがてのものが外外外外からからからから入入入入っていますっていますっていますっています。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、食食食食糧糧糧糧、、、、こんなものはこんなものはこんなものはこんなものは全部入全部入全部入全部入っていっていっていっていますますますます。。。。食食食食糧糧糧糧をををを輸輸輸輸入入入入しているということはしているということはしているということはしているということは、、、、実実実実はははは水水水水をををを輸輸輸輸入入入入していることにもしていることにもしていることにもしていることにも等等等等しくてしくてしくてしくて、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、年年年年間間間間大体大体大体大体 400 トンからトンからトンからトンから 500 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの水水水水をををを使使使使っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、個個個個人人人人がががが使使使使うというよりもうというよりもうというよりもうというよりも、、、、個個個個人人人人はははは
150 トントントントンぐぐぐぐらいなんですけどらいなんですけどらいなんですけどらいなんですけど、、、、農農農農業用業用業用業用水水水水とかとかとかとか工工工工業用業用業用業用水水水水でででで 400 トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使っておられるんですがっておられるんですがっておられるんですがっておられるんですが、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、間間間間接的接的接的接的にににに、、、、もしもしもしもし輸輸輸輸入食入食入食入食糧糧糧糧をををを全部日全部日全部日全部日本本本本ででででつつつつくろうとしますとくろうとしますとくろうとしますとくろうとしますと、、、、1 人人人人当当当当たりたりたりたり 600 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの水水水水がががが必要必要必要必要でででで、、、、そのそのそのその水水水水もももも結結結結果果果果としてはとしてはとしてはとしては使使使使っていることになっていますっていることになっていますっていることになっていますっていることになっています。。。。そういうのをバーそういうのをバーそういうのをバーそういうのをバーチチチチャャャャルルルルウウウウォーターとォーターとォーターとォーターと呼呼呼呼ばばばばれておりますがれておりますがれておりますがれておりますが、、、、食食食食糧糧糧糧というのはというのはというのはというのは、、、、輸輸輸輸入入入入するというのはするというのはするというのはするというのは何何何何とかなるんですとかなるんですとかなるんですとかなるんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、もしもこれをもしもこれをもしもこれをもしもこれをつつつつくろくろくろくろうとうとうとうと思思思思うとうとうとうと、、、、日日日日本国本国本国本国はははは多多多多分分分分水水水水がががが足足足足らないですらないですらないですらないですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに日日日日本本本本がががが自立自立自立自立していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、食食食食糧糧糧糧はははは将将将将来来来来ともともともとも輸輸輸輸入入入入、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも今今今今ほほほほとんどすとんどすとんどすとんどすべべべべてをてをてをてを輸輸輸輸入入入入しているわけですけどしているわけですけどしているわけですけどしているわけですけど、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況がががが多多多多分続分続分続分続くくくく。。。。そうでなかったらどうするかそうでなかったらどうするかそうでなかったらどうするかそうでなかったらどうするか。。。。バイオエタバイオエタバイオエタバイオエタノールノールノールノールだだだだ、、、、バイオフバイオフバイオフバイオフュュュュエルエルエルエルだだだだとととと言言言言うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか日日日日本国内本国内本国内本国内ではできないもではできないもではできないもではできないものでありましてのでありましてのでありましてのでありまして、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー問問問問題題題題ををををどうするんどうするんどうするんどうするんだだだだろうろうろうろう、、、、みたいなことがみたいなことがみたいなことがみたいなことがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに日日日日本本本本のののの一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題にににに今今今今なりなりなりなりつつつつつつつつあるのかなというあるのかなというあるのかなというあるのかなという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。 米米米米国国国国あたりもあたりもあたりもあたりも今今今今、、、、エタノールってエタノールってエタノールってエタノールって大分大分大分大分うるさくなってきておりますうるさくなってきておりますうるさくなってきておりますうるさくなってきております。。。。米米米米国国国国はははは、、、、エタノールはトエタノールはトエタノールはトエタノールはトウウウウモロモロモロモロココココシからシからシからシからつつつつくることをくることをくることをくることを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。世世世世界的界的界的界的にはエタノールはサトにはエタノールはサトにはエタノールはサトにはエタノールはサトウウウウキキキキビビビビからからからからつつつつくるのがくるのがくるのがくるのが普通普通普通普通でありますでありますでありますであります。。。。ブラジルとかインブラジルとかインブラジルとかインブラジルとかインドドドドはそういうことをはそういうことをはそういうことをはそういうことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。日日日日本本本本はははは、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビををををつつつつくれるくれるくれるくれる島島島島はははは沖縄沖縄沖縄沖縄ぐぐぐぐらいでありましてらいでありましてらいでありましてらいでありまして、、、、九州九州九州九州でもでもでもでもちちちちょょょょっとっとっとっとつつつつらいらいらいらい、、、、本州本州本州本州はははは難難難難しいということですかしいということですかしいということですかしいということですからららら、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか日日日日本本本本のこれのこれのこれのこれだだだだけのけのけのけの国国国国土土土土でバイオででバイオででバイオででバイオで全部全部全部全部エネルエネルエネルエネルギギギギーをというのはーをというのはーをというのはーをというのは難難難難しいしいしいしい国国国国なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに地球地球地球地球全全全全体体体体をををを平平平平和和和和にしてにしてにしてにして、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと物物物物がががが外外外外からからからから買買買買えるようなえるようなえるようなえるような国国国国にしてにしてにしてにしておかなきおかなきおかなきおかなきゃゃゃゃいけないしいけないしいけないしいけないし、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、買買買買えるというためにえるというためにえるというためにえるというためにはははは何何何何かをかをかをかを外外外外にににに売売売売らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけませいけませいけませいけませんからんからんからんから、、、、世世世世界界界界のののの人人人人たたたたちちちちをををを幸幸幸幸せにするようなせにするようなせにするようなせにするような商商商商品品品品というのをというのをというのをというのをつつつつくってくってくってくって売売売売らなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないですよいけないですよいけないですよいけないですよねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、そういうグローバルなサステナそういうグローバルなサステナそういうグローバルなサステナそういうグローバルなサステナビビビビリリリリテテテティィィィーみたいなものがローみたいなものがローみたいなものがローみたいなものがローーーーカカカカルにルにルにルに見見見見たサステナたサステナたサステナたサステナビビビビリリリリテテテティィィィーにーにーにーに非非非非常常常常にににに影響影響影響影響しているというしているというしているというしているという国国国国だだだだとととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 エネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、油油油油のののの値段値段値段値段というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに今今今今話話話話題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。今今今今、、、、またまたまたまた
OPEC がががが 120 万万万万ババババレレレレルのルのルのルの減減減減産産産産をするとかをするとかをするとかをするとか言言言言ってってってって 60 ドドドドルにルにルにルに戻戻戻戻りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと下下下下がっていたがっていたがっていたがっていたんですよんですよんですよんですよねねねね。。。。60 ドドドドルルルルでででで、、、、産産産産油油油油国国国国がこのがこのがこのがこの値段値段値段値段じゃじゃじゃじゃ安安安安いといといといと言言言言いいいい出出出出したしたしたしたのはまさにのはまさにのはまさにのはまさに驚異驚異驚異驚異的的的的でありましでありましでありましでありましてててて、、、、第第第第 1 次次次次石石石石油油油油ショックのときなんていうのはショックのときなんていうのはショックのときなんていうのはショックのときなんていうのは、、、、1 ババババレレレレルルルル当当当当たりたりたりたり 2ドドドドルとかルとかルとかルとか、、、、そんなおそんなおそんなおそんなお値段値段値段値段だだだだっっっったんですからたんですからたんですからたんですからねねねね。。。。それがそれがそれがそれが、、、、産産産産油油油油国国国国にとってみるとにとってみるとにとってみるとにとってみると 75 ドドドドルルルルぐぐぐぐらいがおそらくらいがおそらくらいがおそらくらいがおそらく望望望望ましいんでしましいんでしましいんでしましいんでしょょょょううううねねねね。。。。今今今今、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに産産産産油油油油国国国国はははは超超超超バブルですよバブルですよバブルですよバブルですよねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、UAE、、、、ドドドドバイというバイというバイというバイという都市都市都市都市がありますがありますがありますがありますがががが、、、、あそこはあそこはあそこはあそこは今今今今ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに 1 泊泊泊泊 10 万万万万円円円円ののののホホホホテルをバンバンテルをバンバンテルをバンバンテルをバンバン建建建建てているわけですてているわけですてているわけですてているわけです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そこそこそこそこにににに観観観観光光光光客客客客がががが来来来来ることをることをることをることを当当当当てててて込込込込んでいるんですがんでいるんですがんでいるんですがんでいるんですが、、、、行行行行かないかないかないかないだだだだろうなあろうなあろうなあろうなあ。。。。まあまあまあまあ、、、、無無無無理理理理だだだだろうなあとろうなあとろうなあとろうなあと思思思思いますよいますよいますよいますよねねねね。。。。UAE そのものがそのものがそのものがそのものが、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと石石石石油油油油、、、、落落落落ちちちちぎぎぎぎみなんですよみなんですよみなんですよみなんですよ。。。。ですからですからですからですから、、、、産産産産油油油油国国国国、、、、どうするんですかどうするんですかどうするんですかどうするんですかねねねね。。。。人人人人ごごごごとながらとながらとながらとながら心心心心配配配配になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃいますいますいますいますねねねね。。。。 これこれこれこれ、、、、石石石石油油油油のののの産産産産出出出出とととと発発発発見見見見のトのトのトのトレレレレンンンンドドドドでありますがでありますがでありますがでありますが、、、、石石石石油油油油っていうのはっていうのはっていうのはっていうのは、、、、大体大体大体大体私私私私がががが子子子子供供供供のころのころのころのころ、、、、だだだだからからからから今今今今からからからから五五五五十数十数十数十数年年年年前前前前だだだだってってってって、、、、あとあとあとあと 40 年年年年しかもたないとしかもたないとしかもたないとしかもたないと言言言言われていたわけですわれていたわけですわれていたわけですわれていたわけです。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、五五五五十数十数十数十数年年年年たっているのにたっているのにたっているのにたっているのに、、、、高高高高いけいけいけいけれれれれどどどど、、、、買買買買うううう気気気気になれになれになれになればばばばままままだだだだいくらでもいくらでもいくらでもいくらでも買買買買えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。じじじじゃゃゃゃぶぶぶぶじゃじゃじゃじゃぶぶぶぶしているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。何何何何でこのころでこのころでこのころでこのころ 40 年年年年だだだだったのかといいますとったのかといいますとったのかといいますとったのかといいますと、、、、石石石石油油油油というのはというのはというのはというのは結結結結
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局局局局、、、、可可可可採採採採埋埋埋埋蔵蔵蔵蔵量量量量といいますけといいますけといいますけといいますけれれれれどどどど、、、、それはあるそれはあるそれはあるそれはある意意意意味味味味、、、、在在在在庫庫庫庫みたいなものなんですみたいなものなんですみたいなものなんですみたいなものなんですねねねね。。。。石石石石油油油油をををを生生生生産産産産するするするする企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって、、、、在在在在庫庫庫庫をどのをどのをどのをどのぐぐぐぐらいらいらいらい持持持持つつつつかというかというかというかという考考考考ええええ方方方方でででで経経経経営営営営をしていますをしていますをしていますをしています。。。。在在在在庫庫庫庫というのはというのはというのはというのは、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、持持持持ちちちち過過過過ぎぎぎぎれれれればばばば物物物物のののの値段値段値段値段がががが下下下下がっがっがっがっちちちちゃゃゃゃうしうしうしうし、、、、持持持持たなたなたなたな過過過過ぎぎぎぎれれれればばばば、、、、これはこれはこれはこれは困困困困るるるる。。。。特特特特にににに石石石石油油油油みたいにみたいにみたいにみたいに、、、、掘掘掘掘りにいってりにいってりにいってりにいって見見見見つつつつかるかどうかわからないようなかるかどうかわからないようなかるかどうかわからないようなかるかどうかわからないような商商商商品品品品のののの場場場場合合合合にはにはにはには、「、「、「、「何何何何、、、、おたくおたくおたくおたく、、、、あれしかあれしかあれしかあれしか在在在在庫庫庫庫ないのかないのかないのかないのか。。。。それそれそれそれだだだだけたったらもうけたったらもうけたったらもうけたったらもう商売商売商売商売にならないにならないにならないにならないねねねね、、、、おたくはおたくはおたくはおたくは」」」」みたいなことをみたいなことをみたいなことをみたいなことを言言言言われるともうわれるともうわれるともうわれるともう困困困困るるるる。。。。というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、適適適適正在正在正在正在庫庫庫庫がががが 40 年年年年だだだだったにすったにすったにすったにすぎぎぎぎないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ここここのころのころのころのころ 40 年年年年のののの在在在在庫庫庫庫をををを大体大体大体大体みんなみんなみんなみんな持持持持っていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、生生生生産産産産はははは増増増増えましたえましたえましたえました。。。。とことことこところがろがろがろが、、、、このころこのころこのころこのころはははは、、、、探探探探しにいくとしにいくとしにいくとしにいくと見見見見つつつつかるんですよかるんですよかるんですよかるんですよ。。。。ですからですからですからですから、、、、全全全全然問然問然問然問題題題題なかったんですがなかったんですがなかったんですがなかったんですが、、、、見見見見つつつつかるかるかるかる量量量量ががががだだだだんんんんだだだだんんんん下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。とうとうとうとうとうとうとうとう 1980 年年年年、、、、両両両両者者者者がクロスしがクロスしがクロスしがクロスしちちちちゃゃゃゃったったったった。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、ここからここからここからここから先先先先はははは完完完完全全全全にににに枯渇枯渇枯渇枯渇のののの傾傾傾傾向向向向、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、発発発発見見見見量量量量がががが少少少少ないですからないですからないですからないですから、、、、つつつつくったくったくったくった分分分分、、、、探探探探しにいってもしにいってもしにいってもしにいっても見見見見つつつつからなからなからなからないいいい、、、、要要要要するにするにするにするに枯渇枯渇枯渇枯渇モーモーモーモードドドドにににに入入入入ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで 40 年年年年。。。。だだだだからからからから、、、、2030 年年年年代代代代にはにはにはには、、、、ややややはりどこはりどこはりどこはりどこかでかでかでかで石石石石油油油油はおかしくなるなというのははおかしくなるなというのははおかしくなるなというのははおかしくなるなというのは大体大体大体大体、、、、まあまあまあまあ、、、、ざざざざっくりしたっくりしたっくりしたっくりした話話話話なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 もっとももっとももっとももっとも、、、、石石石石油油油油はそんなもんはそんなもんはそんなもんはそんなもんだだだだしししし、、、、天然天然天然天然ガガガガスもスもスもスも似似似似たようなものでたようなものでたようなものでたようなもので、、、、だだだだからどうなのからどうなのからどうなのからどうなの、、、、とととと言言言言われわれわれわれるとるとるとると、、、、あまりあまりあまりあまり大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ではないのかもしれないんですよではないのかもしれないんですよではないのかもしれないんですよではないのかもしれないんですよねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、これはこれはこれはこれは 1万万万万年年年年、、、、
1 万万万万年年年年というというというという、、、、非非非非常常常常にににに長長長長期期期期のグラフでありましてのグラフでありましてのグラフでありましてのグラフでありまして、、、、これはここでこれはここでこれはここでこれはここで 2 万万万万年年年年なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、人人人人類類類類というのはというのはというのはというのは大体大体大体大体このこのこのこの辺辺辺辺でででで生生生生まれてまれてまれてまれて、、、、ずっとずっとずっとずっと 20 万万万万年年年年ぐぐぐぐらいでここにらいでここにらいでここにらいでここに来来来来ていてていてていてていて、、、、今今今今ここにいるんここにいるんここにいるんここにいるんですがですがですがですが、、、、これからこれからこれからこれから先先先先どこまでどこまでどこまでどこまで続続続続くかわかりませんがくかわかりませんがくかわかりませんがくかわかりませんが、、、、ざざざざっくりっくりっくりっくり言言言言ってってってって 30 万万万万年年年年はもはもはもはもつつつつでしでしでしでしょょょょうううう。。。。
100 万万万万年年年年ももももももももつつつつかもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。たたたただだだだ、、、、人類人類人類人類というのはというのはというのはというのは、、、、億億億億年年年年単単単単位位位位じゃじゃじゃじゃ無無無無理理理理なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。もたなもたなもたなもたないんですいんですいんですいんです。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、1 億億億億年年年年でもでもでもでも、、、、多多多多分地球分地球分地球分地球上上上上のののの気候気候気候気候はははは相当変相当変相当変相当変わっわっわっわっちちちちゃゃゃゃってってってっていていていていてだだだだめでしめでしめでしめでしょょょょうううう。。。。
10 億億億億年年年年でででで太陽太陽太陽太陽にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込まれるかなまれるかなまれるかなまれるかな。。。。50 億億億億年年年年だだだだとととと、、、、今今今今のののの天天天天のののの川銀川銀川銀川銀河河河河がアンがアンがアンがアンドドドドロロロロメメメメダとダとダとダと合体合体合体合体ししししちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、銀銀銀銀河河河河そのものがそのものがそのものがそのものが大体大体大体大体ないないないない。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその上上上上にににに我我我我々々々々ははははぽぽぽぽこっとこっとこっとこっと存存存存在在在在しているわけですよしているわけですよしているわけですよしているわけですよ。。。。でででですからすからすからすから、、、、100 万万万万年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい考考考考えておきえておきえておきえておきゃゃゃゃいいんいいんいいんいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですけうんですけうんですけうんですけれれれれどどどど、、、、人類人類人類人類もそうもそうもそうもそう簡簡簡簡単単単単にににに絶絶絶絶命命命命はしないんはしないんはしないんはしないんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、1,000 年年年年後後後後みたいなところをみたいなところをみたいなところをみたいなところを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、これはこれはこれはこれは今今今今、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をををを使使使使えるえるえるえる時代時代時代時代だだだだけをけをけをけを書書書書いてあるんですがいてあるんですがいてあるんですがいてあるんですが、、、、幅幅幅幅はははは 500 年年年年ぐぐぐぐらいしかないんですらいしかないんですらいしかないんですらいしかないんです。。。。ですからですからですからですから、、、、我我我我々々々々にとってはにとってはにとってはにとっては化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料があるのががあるのががあるのががあるのが当当当当たりたりたりたり前前前前、、、、ガガガガソソソソリリリリンがンがンがンが買買買買えるえるえるえるのはのはのはのは当当当当たりたりたりたり前前前前なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、500 年年年年後後後後、、、、
1,000 年年年年後後後後のののの世世世世界界界界のののの人人人人にとっにとっにとっにとっちちちちゃゃゃゃ、「、「、「、「化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料ってってってって何何何何ですかですかですかですか」」」」というというというという世世世世界界界界なんですなんですなんですなんですねねねね。「。「。「。「そんなそんなそんなそんなものがあったんですものがあったんですものがあったんですものがあったんですねねねね、、、、歴歴歴歴史史史史的的的的にににに。。。。石石石石油油油油っていうのはこういうものにっていうのはこういうものにっていうのはこういうものにっていうのはこういうものに使使使使えたんですかえたんですかえたんですかえたんですか」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話になるわけですよになるわけですよになるわけですよになるわけですよ。。。。我我我我々々々々がががが今今今今 1,000 年年年年前前前前のののの話話話話をするのとをするのとをするのとをするのと同同同同じじじじようなことがようなことがようなことがようなことが、、、、1,000 年年年年後後後後のののの人人人人はははは我我我我々々々々をををを見見見見るわけですよるわけですよるわけですよるわけですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、1,000 年先年先年先年先はははは、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料はどうせないんはどうせないんはどうせないんはどうせないんだだだだからからからから、、、、そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、多多多多分分分分、、、、地球地球地球地球のののの能力能力能力能力のののの範範範範囲囲囲囲内内内内でででで、、、、地球地球地球地球がががが再再再再生生生生産産産産をしていくをしていくをしていくをしていく範範範範囲囲囲囲内内内内でででで生生生生きているしかないんきているしかないんきているしかないんきているしかないんですですですですねねねね。。。。まさにまさにまさにまさに循環循環循環循環。。。。地球地球地球地球というものがというものがというものがというものが循環循環循環循環しているしているしているしている、、、、そういうそういうそういうそういう世世世世界界界界のののの中中中中でででで我我我我々々々々はおこはおこはおこはおこぼぼぼぼれをれをれをれを若干若干若干若干ちちちちょょょょううううだだだだいしていしていしていして、、、、それでそれでそれでそれで生生生生きるしかきるしかきるしかきるしか手手手手はないというはないというはないというはないという状状状状態態態態になっになっになっになっているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。 それがそれがそれがそれが、、、、持続型持続型持続型持続型というもののというもののというもののというものの究極究極究極究極のスタイルなんですがのスタイルなんですがのスタイルなんですがのスタイルなんですが、「、「、「、「そこそこそこそこへへへへののののつつつつななななぎぎぎぎとしてとしてとしてとして当面当面当面当面何何何何ををををややややるのるのるのるの？」？」？」？」といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、とりあえずはとりあえずはとりあえずはとりあえずは向向向向こうこうこうこう 10 年年年年、、、、20 年年年年、、、、30 年年年年のののの話話話話でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、1,000 年年年年のののの話話話話をしてをしてをしてをして 10 年年年年のののの話話話話をするのもをするのもをするのもをするのも何何何何でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、今今今今我我我我々々々々はこういうエネルはこういうエネルはこういうエネルはこういうエネルギギギギーーーー消費消費消費消費をををを下下下下げげげげてみろてみろてみろてみろ、、、、二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量をををを下下下下げげげげてみろというてみろというてみろというてみろというふふふふうにうにうにうにつつつつききききつつつつけられていますけられていますけられていますけられています。。。。今今今今までのまでのまでのまでの経経経経験験験験ですとですとですとですと、、、、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー消費消費消費消費というものとというものとというものとというものと景景景景気気気気というものはものすというものはものすというものはものすというものはものすごごごごくくくく 1対対対対 1対対対対応応応応というかというかというかというか、、、、もうくっもうくっもうくっもうくっつつつついていいていいていいているようなものなんでするようなものなんでするようなものなんでするようなものなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費消費消費消費をををを下下下下げげげげなさいとなさいとなさいとなさいと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ああああ、、、、景景景景気気気気がががが下下下下がるということなんですがるということなんですがるということなんですがるということなんです。。。。だだだだからからからから、、、、ここからこっここからこっここからこっここからこっちちちちへへへへ落落落落っこっていっっこっていっっこっていっっこっていっちちちちゃゃゃゃうううう。。。。ここここちちちちらがらがらがらが景景景景気気気気のいのいのいのいいいいい状況状況状況状況、、、、こっこっこっこっちちちちがががが経済経済経済経済のののの小小小小さなさなさなさな状状状状態態態態ですがですがですがですが、、、、こっこっこっこっちちちちへへへへ落落落落っこっていっっこっていっっこっていっっこっていっちちちちゃゃゃゃうんですがうんですがうんですがうんですが、、、、もしこっもしこっもしこっもしこっ
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ちちちちへへへへ落落落落っこっていっっこっていっっこっていっっこっていっちちちちゃゃゃゃうとうとうとうと、、、、例例例例ええええばばばば最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量みたいなものもみたいなものもみたいなものもみたいなものも増増増増えるえるえるえるだだだだろうしろうしろうしろうし、、、、これこれこれこれ、、、、可可可可逆逆逆逆性性性性があってがあってがあってがあって、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染もももも、、、、1970 年年年年ごごごごろろろろピピピピークークークークだだだだったんったんったんったんだだだだけどけどけどけど、、、、それもそれもそれもそれもだだだだんんんんだだだだんんんん悪悪悪悪いいいい方方方方向向向向にににに行行行行っっっっちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、あまりいいことあまりいいことあまりいいことあまりいいことははははないんでないんでないんでないんで、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費消費消費消費をををを下下下下げげげげながらもながらもながらもながらも、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものはよくしてよくしてよくしてよくして、、、、健健健健全全全全なななな人人人人間間間間生生生生活活活活をををを送送送送ろうよろうよろうよろうよ、、、、とととと思思思思うとうとうとうと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。何何何何がががが起起起起きるかというときるかというときるかというときるかというと、、、、そそそそこでこでこでこでややややれることはれることはれることはれることは唯唯唯唯一一一一、、、、価値価値価値価値というものをというものをというものをというものを量量量量からからからから分分分分離離離離するというするというするというするという話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。量量量量とととと価値価値価値価値をををを別別別別のものものものものにするのにするのにするのにする。。。。世世世世のののの中中中中、、、、大体大体大体大体量量量量とととと価値価値価値価値がががが平平平平行行行行しているんですよしているんですよしているんですよしているんですよ。。。。さっきもさっきもさっきもさっきも過過過過剰包剰包剰包剰包装装装装のののの話話話話をををを皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にしていたんですけどにしていたんですけどにしていたんですけどにしていたんですけど、、、、包包包包装装装装をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいいややややるとるとるとると、、、、これはこれはこれはこれは丁丁丁丁寧寧寧寧ですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、包包包包装装装装材材材材料料料料をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい使使使使うことがうことがうことがうことが丁丁丁丁寧寧寧寧というというというという価値価値価値価値をををを生生生生むむむむとととと今今今今まではまではまではまでは考考考考えていたんですえていたんですえていたんですえていたんです。。。。車車車車はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり軽軽軽軽よりはよりはよりはよりは
3,000cc のののの車車車車ののののほほほほうがうがうがうが大大大大きいからいいんですよきいからいいんですよきいからいいんですよきいからいいんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、量量量量がががが大体大体大体大体価値価値価値価値とととと比比比比例例例例していたんしていたんしていたんしていたんだだだだけれけれけれけれどもどもどもども、、、、我我我我々々々々はははは量量量量とととと価値価値価値価値がががが違違違違うものうものうものうものだだだだということをということをということをということを多多多多分分分分認識認識認識認識しししし始始始始めないといけないめないといけないめないといけないめないといけない。。。。それがそれがそれがそれが、、、、今今今今のののの我我我我々々々々のののの義義義義務務務務になってくるんになってくるんになってくるんになってくるんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 量量量量がががが少少少少ないのにないのにないのにないのに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは量量量量がががが同同同同じじじじなのにおなのにおなのにおなのにお値段値段値段値段、、、、価値価値価値価値がががが高高高高いものをプいものをプいものをプいものをプレレレレミアムミアムミアムミアム商商商商品品品品とととと言言言言いまいまいまいますすすす。。。。ププププレレレレミアムなミアムなミアムなミアムな商商商商品品品品だだだだけをけをけをけを使使使使ったったったった生生生生活活活活をしていくようなをしていくようなをしていくようなをしていくような格格格格好好好好にしていかないとにしていかないとにしていかないとにしていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか我我我我々々々々のののの世世世世界界界界はははは変変変変わっていかないというのはわっていかないというのはわっていかないというのはわっていかないというのは 1つつつつのこれからののこれからののこれからののこれからの価値価値価値価値なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。それがいいかどうかとそれがいいかどうかとそれがいいかどうかとそれがいいかどうかというのはいうのはいうのはいうのは、、、、好好好好みのみのみのみの問問問問題題題題ももももあってなかなかあってなかなかあってなかなかあってなかなか難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ブランブランブランブランドドドドププププレレレレミアムでミアムでミアムでミアムで、、、、ルルルルイ・イ・イ・イ・ヴヴヴヴィィィィトンなんていうブラントンなんていうブラントンなんていうブラントンなんていうブランドドドドがありますががありますががありますががありますが、、、、そのルイ・そのルイ・そのルイ・そのルイ・ヴヴヴヴィィィィトンというものはトンというものはトンというものはトンというものは、、、、実実実実はあれははあれははあれははあれは革革革革でできているものもないわけではないんですがでできているものもないわけではないんですがでできているものもないわけではないんですがでできているものもないわけではないんですが、、、、主主主主としてとしてとしてとして塩塩塩塩ビビビビでできているわけですでできているわけですでできているわけですでできているわけですねねねね。。。。ルルルルイ・イ・イ・イ・ヴヴヴヴィィィィトンのトンのトンのトンの場場場場合合合合、、、、革革革革素素素素材材材材よりもよりもよりもよりも塩塩塩塩ビビビビ素素素素材材材材ののののほほほほうがうがうがうが丈丈丈丈夫夫夫夫でででで長長長長持持持持ちちちちしていいんですよしていいんですよしていいんですよしていいんですよ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そのそのそのその塩塩塩塩ビビビビ素素素素材材材材のものというのはのものというのはのものというのはのものというのは、、、、塩塩塩塩ビビビビですからですからですからですから、、、、安安安安物物物物もももも塩塩塩塩ビビビビでできていますからでできていますからでできていますからでできていますから、、、、あんなものにあんなものにあんなものにあんなものに
10 倍倍倍倍もももも 100 倍倍倍倍ものものものもの値段値段値段値段をををを払払払払うというのはなかなかうというのはなかなかうというのはなかなかうというのはなかなか納納納納得得得得がいかないんですけどがいかないんですけどがいかないんですけどがいかないんですけど、、、、多多多多分分分分それなりにそれなりにそれなりにそれなりにしっかりできているししっかりできているししっかりできているししっかりできているし、、、、例例例例ええええばばばば、、、、修修修修理理理理がきくしがきくしがきくしがきくし、、、、というのでというのでというのでというので、、、、あれはあれはあれはあれはごごごごみにならないですみにならないですみにならないですみにならないですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、東京東京東京東京都都都都だだだだとあれはとあれはとあれはとあれは不不不不燃燃燃燃ごごごごみにみにみにみに属属属属するんするんするんするんだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその不不不不燃燃燃燃ごごごごみというところにあれみというところにあれみというところにあれみというところにあれがががが捨捨捨捨てられているというてられているというてられているというてられているという絵絵絵絵をなかなかをなかなかをなかなかをなかなか見見見見たことがないですたことがないですたことがないですたことがないですねねねね。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、落落落落ちちちちていたらていたらていたらていたら拾拾拾拾うでしうでしうでしうでしょょょょうからうからうからうから、、、、ですからですからですからですから、、、、多多多多分分分分落落落落ちちちちていないんですよていないんですよていないんですよていないんですよねねねね。。。。当然当然当然当然拾拾拾拾ううううべべべべきですよきですよきですよきですよねねねね。。。。だだだだってってってって、、、、おおおお金金金金をかをかをかをかけれけれけれければばばば修修修修理理理理ききますしききますしききますしききますし、、、、またまたまたまた使使使使えますしえますしえますしえますし。。。。というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアム商商商商品品品品というのもというのもというのもというのも、、、、好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いいいいはははは別別別別としてとしてとしてとして、、、、ややややはりはりはりはりごごごごみにはならないですよみにはならないですよみにはならないですよみにはならないですよ。。。。長長長長くくくく使使使使えますしえますしえますしえますし。。。。場場場場合合合合によっによっによっによってはてはてはては、、、、使使使使いいいい心心心心地地地地もいもいもいもいいいいい、、、、長長長長寿寿寿寿命命命命はははは当然当然当然当然、、、、それからそれからそれからそれから手手手手づくりのものなんかもありますとづくりのものなんかもありますとづくりのものなんかもありますとづくりのものなんかもありますと、、、、価値価値価値価値があってがあってがあってがあって、、、、こういうようこういうようこういうようこういうようなものはなものはなものはなものは高高高高いいいい評価評価評価評価がされていくがされていくがされていくがされていく。。。。そのそのそのその辺辺辺辺がががが一一一一番番番番最最最最初初初初におにおにおにお話話話話しいたしましたしいたしましたしいたしましたしいたしました、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋はたはたはたはただだだだだだだだからからからからだだだだめというののめというののめというののめというのの裏裏裏裏返返返返しなんですしなんですしなんですしなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋もももも、、、、あれあれあれあれ１１１１枚枚枚枚 300円円円円すれすれすれすればばばばププププレレレレミアムミアムミアムミアムレレレレジジジジ袋袋袋袋でいいのかもしれないですでいいのかもしれないですでいいのかもしれないですでいいのかもしれないです。。。。だだだだからからからから、、、、たたたただだだだだだだだからからからからだだだだめめめめ、、、、高高高高いからいいといういからいいといういからいいといういからいいという世世世世界界界界がががが多多多多分分分分これかこれかこれかこれからできてくるらできてくるらできてくるらできてくる社会社会社会社会だだだだろうというのでろうというのでろうというのでろうというので、、、、価値価値価値価値というものにというものにというものにというものに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えるのがえるのがえるのがえるのが多多多多分分分分今今今今のののの我我我我々々々々ののののややややるるるるべべべべきこときこときこときことでしでしでしでしょょょょうううう。。。。私私私私はははは、、、、エエエエココココププププレレレレアミムアミムアミムアミム商商商商品品品品というものをというものをというものをというものを今今今今推推推推奨奨奨奨すすすすべべべべききききだだだだろうとろうとろうとろうと言言言言ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、価価価価格格格格はははは高高高高いんいんいんいんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全全全全体体体体、、、、これこれこれこれ、、、、標標標標準準準準寿寿寿寿命全命全命全命全体体体体ででででメメメメリリリリットがあるものットがあるものットがあるものットがあるものですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、目目目目立立立立たないとなかなかたないとなかなかたないとなかなかたないとなかなか買買買買ってくれないんですよってくれないんですよってくれないんですよってくれないんですよ。。。。このこのこのこの１１１１つつつつががががニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素だだだだとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの電電電電池池池池なんていうのをなんていうのをなんていうのをなんていうのをちちちちょょょょっとっとっとっと考考考考えてえてえてえてみましみましみましみましょょょょうううう。。。。     ニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの電電電電池池池池がよくなったのはがよくなったのはがよくなったのはがよくなったのは、、、、最最最最近近近近、、、、三三三三洋電洋電洋電洋電機機機機さんがさんがさんがさんが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ココココマーシマーシマーシマーシャャャャルしておりルしておりルしておりルしておりますエネループとますエネループとますエネループとますエネループと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる電電電電池池池池がががが、、、、去去去去年年年年のののの多多多多分分分分 11 月月月月ぐぐぐぐらいですけどらいですけどらいですけどらいですけど、、、、発発発発売売売売されてされてされてされて、、、、松松松松下下下下はははは、、、、ああああまりまりまりまり目目目目立立立立たないたないたないたない放送放送放送放送なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど同同同同じじじじものをものをものをものを 1 月月月月ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから出出出出したしたしたした。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、エネエネエネエネループループループループもももも新新新新しいしいしいしい商商商商品品品品でありますでありますでありますであります。。。。それまでのニッそれまでのニッそれまでのニッそれまでのニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの電電電電池池池池というのはというのはというのはというのは充電充電充電充電池池池池だだだだったんですったんですったんですったんですがががが、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命電気電気電気電気をををを入入入入れておくのにれておくのにれておくのにれておくのに、、、、放放放放ったらかしておくとったらかしておくとったらかしておくとったらかしておくと中中中中身身身身がががが抜抜抜抜けけけけちちちちゃゃゃゃうんですようんですようんですようんですよ。。。。1 ケケケケ月月月月もたもたもたもたつつつつとととと中中中中身身身身からからでからからでからからでからからで、、、、空空空空なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。電気電気電気電気、、、、残残残残っていないんですっていないんですっていないんですっていないんです。。。。ところがところがところがところが、、、、このエネルーこのエネルーこのエネルーこのエネルー
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プになってからはプになってからはプになってからはプになってからは、、、、正正正正確確確確なななな数値数値数値数値はははは忘忘忘忘れましたけどれましたけどれましたけどれましたけど、、、、半半半半年年年年でででで 85％％％％だだだだったかったかったかったか、、、、1 年年年年でででで 85％％％％だだだだったかったかったかったか、、、、半半半半年年年年、、、、1 年年年年ぐぐぐぐらいたってもらいたってもらいたってもらいたっても、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく 8 割割割割ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの電気電気電気電気がががが残残残残っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。そういうニッそういうニッそういうニッそういうニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの電電電電池池池池になってになってになってになって、、、、使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的によくなりましたによくなりましたによくなりましたによくなりました。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、おおおお値段値段値段値段ははははちちちちょょょょっとっとっとっと高高高高いいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、充電充電充電充電器器器器をををを買買買買わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんです。。。。大体大体大体大体、、、、アルアルアルアルカリカリカリカリ電電電電池池池池、、、、まあまあまあまあ、、、、100 円円円円ショショショショップップップップへへへへ行行行行くともっとくともっとくともっとくともっと安安安安いかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんが、、、、大体大体大体大体 1 本本本本 500円円円円ぐぐぐぐらいするんですけれどもらいするんですけれどもらいするんですけれどもらいするんですけれども、、、、いずれいずれいずれいずれにしてもにしてもにしてもにしても、、、、それそれそれそれだだだだけなんけなんけなんけなんですがですがですがですが、、、、入入入入っているっているっているっている電電電電池池池池のののの電気電気電気電気のののの量量量量ででででココココストストストスト比比比比較較較較をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、これこれこれこれははははデデデデジジジジカカカカメメメメでででで、、、、単単単単 3 型型型型のをのをのをのを使使使使ううううデデデデジジジジカカカカメメメメでででで 1万万万万枚枚枚枚のののの写写写写真真真真をををを撮撮撮撮るというるというるというるという仮仮仮仮定定定定でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、オオオオキキキキシシシシライライライライドドドドですとですとですとですと 8,750円円円円ぐぐぐぐらいかかるらいかかるらいかかるらいかかる。。。。だだだだからからからから 1万万万万枚枚枚枚でででで 1枚枚枚枚 1円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい電電電電池池池池代代代代がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。アルアルアルアルカリカリカリカリでもでもでもでも 6,400 円円円円ぐぐぐぐらいかかるらいかかるらいかかるらいかかる。。。。ところがところがところがところが、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、4 本本本本買買買買っっっってててて交交交交互互互互にににに充電充電充電充電というというというというややややりりりり方方方方ををををややややったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、実際実際実際実際こういったこういったこういったこういった電電電電池池池池のののの中中中中にににに入入入入っているっているっているっている電気電気電気電気代代代代というのはというのはというのはというのは、、、、8,750 円円円円のののの電電電電池池池池代代代代だだだだとしてもとしてもとしてもとしても、、、、たったたったたったたった 60円円円円なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、1万万万万円買円買円買円買ってってってって、、、、ややややっとっとっとっと 60円円円円のののの電気電気電気電気買買買買ってってってっているんですよいるんですよいるんですよいるんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ってってってって、、、、ばばばばかみたいなものなんですけれどもかみたいなものなんですけれどもかみたいなものなんですけれどもかみたいなものなんですけれども、、、、乾乾乾乾電電電電池池池池というのというのというのというのもももも多多多多分分分分もうもうもうもう出出出出ないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素のののの場場場場合合合合ですとですとですとですと、、、、60円円円円のののの電気電気電気電気代代代代をををを買買買買うのにうのにうのにうのに 400円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで済済済済むむむむかもしれないということなんですがかもしれないということなんですがかもしれないということなんですがかもしれないということなんですが、、、、もっともっともっともっと大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですですですですねねねね。。。。 

  ごごごごみのみのみのみの量量量量はははは、、、、1万万万万枚枚枚枚撮撮撮撮るのにオるのにオるのにオるのにオキキキキシライシライシライシライドだドだドだドだとととと 2.35キキキキロロロロ、、、、アルアルアルアルカリカリカリカリ電電電電池池池池ですとですとですとですと 3.75キキキキロロロロ。。。。とことことこところがろがろがろが、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水素水素水素水素電電電電池池池池はははは、、、、ここまでのここまでのここまでのここまでの計計計計算算算算でこうなんでこうなんでこうなんでこうなんですがですがですがですが、、、、実実実実はまはまはまはまだだだだままままだだだだ使使使使えるものですかえるものですかえるものですかえるものですからららら、、、、1 万万万万枚写枚写枚写枚写真真真真撮撮撮撮るのにるのにるのにるのに 8 グラムがグラムがグラムがグラムがごごごごみなんですよみなんですよみなんですよみなんですよ。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりこういうようなものというのがりこういうようなものというのがりこういうようなものというのがりこういうようなものというのが多多多多分分分分新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値なんなんなんなんだだだだろうなというろうなというろうなというろうなという気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。 

  いろんないろんないろんないろんな商売商売商売商売がありますががありますががありますががありますが、、、、今今今今ののののココココンンンンビビビビニというのはニというのはニというのはニというのは便便便便利利利利でいいんですがでいいんですがでいいんですがでいいんですが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん消費者消費者消費者消費者はははは、、、、賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限のののの新新新新しいしいしいしい商商商商品品品品からからからから客客客客がががが買買買買うものうものうものうものだだだだからからからから、、、、そういうのにそういうのにそういうのにそういうのに対対対対抗抗抗抗するためにはするためにはするためにはするためには多目多目多目多目にににに商商商商品品品品をそをそをそをそろえてろえてろえてろえて、、、、賞賞賞賞味期味期味期味期限限限限をををを短短短短目目目目にしてにしてにしてにして、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄をををを最最最最低低低低でもでもでもでも商商商商品品品品のののの 10％％％％にするにするにするにする。。。。うわさでありますがうわさでありますがうわさでありますがうわさでありますが、、、、商商商商品品品品のののの廃棄廃棄廃棄廃棄はははは 1 店店店店当当当当たりたりたりたり月月月月 30 万万万万円円円円（？）（？）（？）（？）ややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないというノルマがあるといううわさがいけないというノルマがあるといううわさがいけないというノルマがあるといううわさがいけないというノルマがあるといううわさがありますありますありますあります。。。。これはどうもこれはどうもこれはどうもこれはどうも正正正正しいかどうかわかりませんしいかどうかわかりませんしいかどうかわかりませんしいかどうかわかりません。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややっているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、そそそそれにれにれにれに対対対対するするするする極極極極限限限限のののの反反反反対対対対といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、それはプそれはプそれはプそれはプレレレレミアムミアムミアムミアム型型型型商商商商品品品品販販販販売売売売、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる行行行行列列列列ができるおができるおができるおができるお店店店店というというというというやつやつやつやつですですですですねねねね。。。。毎毎毎毎日行日行日行日行列列列列をしないとをしないとをしないとをしないと買買買買えないえないえないえない程程程程度度度度のののの商商商商品品品品しかしかしかしかつつつつくらないくらないくらないくらない。。。。たたたただだだだしししし、、、、そのかわそのかわそのかわそのかわりりりり、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃなかなかなかなかなかなかなかなか食食食食えませんからえませんからえませんからえませんから、、、、通通通通常常常常よりもよりもよりもよりもやややややややや高高高高いいいい。。。。だだだだからからからから、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうにややややることることることることによってによってによってによって、、、、むむむむだだだだもないしもないしもないしもないし、、、、利利利利益益益益率率率率はこのはこのはこのはこのほほほほうがうがうがうが高高高高いいいい。。。。顧顧顧顧客客客客満満満満足足足足度度度度もももも、、、、例例例例ええええばばばば、、、、我我我我々々々々のののの近近近近いところいところいところいところだだだだとととと、、、、大大大大福福福福なんていうものがなんていうものがなんていうものがなんていうものが、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアム大大大大福福福福があったりするんですががあったりするんですががあったりするんですががあったりするんですが、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが「「「「ききききょょょょうはうはうはうは買買買買えてよかったえてよかったえてよかったえてよかったねねねね」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな話話話話になってになってになってになって、、、、満満満満足足足足度度度度もももも高高高高いいいい。。。。たたたただだだだしししし、、、、まあまあまあまあ、、、、日常日常日常日常的的的的なななな商商商商品品品品にはにはにはにはこれはこれはこれはこれは向向向向きませんのできませんのできませんのできませんので、、、、例例例例ええええばばばば、、、、おおおお昼昼昼昼のおのおのおのお弁弁弁弁当当当当をををを買買買買いにいったんいにいったんいにいったんいにいったんだだだだけどけどけどけど、、、、売売売売ってないとってないとってないとってないとややややっっっっぱぱぱぱりりりりがっかりしがっかりしがっかりしがっかりしちちちちゃゃゃゃいますからいますからいますからいますから、、、、なかなかこれなかなかこれなかなかこれなかなかこれはははは、、、、全部全部全部全部がががが全部全部全部全部までいかないのがまでいかないのがまでいかないのがまでいかないのが事実事実事実事実ですしですしですしですし、、、、まあまあまあまあ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、100 円円円円ショップというのはショップというのはショップというのはショップというのは私私私私はははは反反反反対対対対しているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれども、、、、そうはそうはそうはそうは言言言言ってもってもってもっても、、、、100 円円円円ショップショップショップショップへへへへ行行行行ってってってって便便便便利利利利にににに買買買買いいいい物物物物ができないとができないとができないとができないと困困困困るるるる方方方方もおられるからもおられるからもおられるからもおられるから、、、、あるあるあるある程程程程度度度度しようがないしようがないしようがないしようがない部部部部分分分分はあるんですけどはあるんですけどはあるんですけどはあるんですけど。。。。 

  いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、こんなこんなこんなこんな方方方方向向向向性性性性がががが多多多多分分分分 2010 年年年年からからからから本本本本格格格格的的的的にににに始始始始まるまるまるまる。。。。ままままだだだだ今今今今、、、、2000 何何何何年年年年というというというというのはまのはまのはまのはまだだだだ 20 世世世世紀紀紀紀のののの後後後後始始始始末末末末ををををややややっているようなっているようなっているようなっているような状況状況状況状況ですからですからですからですから、、、、次次次次にににに 21 世世世世紀紀紀紀がががが本本本本格格格格的的的的にににに始始始始まるまるまるまる
2010 年以降年以降年以降年以降はははは、、、、多多多多分分分分こんなこんなこんなこんな方方方方向向向向にににに行行行行かかかかざざざざるをるをるをるを得得得得ないのかなというようなないのかなというようなないのかなというようなないのかなというような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。基本的基本的基本的基本的ににににはははは、、、、これこれこれこれははははまたまたまたまた大事大事大事大事ではありますけどではありますけどではありますけどではありますけど、、、、20 世世世世紀紀紀紀というのはというのはというのはというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに物物物物質質質質をををを大大大大量量量量にににに使使使使うことにうことにうことにうことによってよってよってよって我我我我々々々々はそれをはそれをはそれをはそれを豊豊豊豊かであるというかであるというかであるというかであるという社会社会社会社会をををを築築築築いてきたんですいてきたんですいてきたんですいてきたんですねねねね。。。。そういうものをそろそろそういうものをそろそろそういうものをそろそろそういうものをそろそろ考考考考ええええ直直直直さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけないというのがいけないというのがいけないというのがいけないというのが 21世世世世紀紀紀紀だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、1992 年年年年、、、、93 年年年年にににに国連国連国連国連のののの UNDP とかとかとかとか人口計画人口計画人口計画人口計画とかとかとかとか、、、、そういうところがそういうところがそういうところがそういうところが各国各国各国各国のののの政府政府政府政府にににに代代代代
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表表表表的的的的なななな家家家家族族族族をををを紹介紹介紹介紹介してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そこのそこのそこのそこの家家家家族族族族がががが持持持持っているすっているすっているすっているすべべべべてのてのてのての家家家家具具具具をををを外外外外にににに出出出出してしてしてして――これこれこれこれ、、、、人人人人はここにいるんですけどはここにいるんですけどはここにいるんですけどはここにいるんですけど――すすすすべべべべてのてのてのての家家家家族族族族のののの家家家家具具具具がががが全部外全部外全部外全部外にににに出出出出ているというているというているというているという状況状況状況状況なんですなんですなんですなんです。。。。8人人人人家家家家族族族族だだだだそうですがそうですがそうですがそうですが、、、、車車車車ははははももももちちちちろんろんろんろんありますありますありますありますねねねね。。。。何何何何かかかか、、、、ここなんかここなんかここなんかここなんか、、、、ソソソソフフフファァァァがわあっとがわあっとがわあっとがわあっと並並並並んでいんでいんでいんでいてててて、、、、すすすすごごごごいんですいんですいんですいんです。。。。ここにはここにはここにはここには何何何何かかかか敷敷敷敷物物物物らしいらしいらしいらしい、、、、トラかトラかトラかトラか何何何何かかかか知知知知りませんけどりませんけどりませんけどりませんけど、、、、何何何何かかかか動動動動物物物物のののの格格格格好好好好をしをしをしをしたものがあったりするんですけどたものがあったりするんですけどたものがあったりするんですけどたものがあったりするんですけど、、、、まあまあまあまあ、、、、そんなそんなそんなそんな状況状況状況状況。。。。これはこれはこれはこれはククククウウウウェートのェートのェートのェートの絵絵絵絵でありますでありますでありますであります。。。。こうこうこうこういうプロジェクトがありましたいうプロジェクトがありましたいうプロジェクトがありましたいうプロジェクトがありました。。。。     これこれこれこれはははは、、、、世世世世界界界界何十何十何十何十カカカカ国国国国とあるんですがとあるんですがとあるんですがとあるんですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは 4カカカカ国国国国だだだだけけけけをををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。これはブータンこれはブータンこれはブータンこれはブータンというというというという国国国国ですですですです。。。。ブータンはブータンはブータンはブータンは、、、、インインインインドドドドのののの北北北北部部部部、、、、中中中中国国国国とのとのとのとの間間間間にににに挟挟挟挟まれたところにありますがまれたところにありますがまれたところにありますがまれたところにありますが、、、、このとこのとこのとこのときはきはきはきは 92 年年年年、、、、93 年年年年ですがですがですがですが、、、、かなりかなりかなりかなりぼぼぼぼろいろいろいろい家家家家にににに、、、、狭狭狭狭いいいい 6 平平平平方方方方メメメメートルートルートルートルしかないところにしかないところにしかないところにしかないところに 13 人人人人住住住住んんんんででででいますいますいますいます。。。。今今今今、、、、ブータンブータンブータンブータン、、、、携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、このこのこのこの国国国国のののの前前前前のののの王王王王様様様様がががが結結結結構構構構賢賢賢賢いいいい方方方方でででで、、、、日日日日本本本本からのからのからのからの援援援援助助助助でででで水水水水力力力力発発発発電電電電ををををややややりますりますりますります。。。。ここはここはここはここは雨雨雨雨がががが降降降降りますのでりますのでりますのでりますので水水水水はははは結結結結構構構構あるんですよあるんですよあるんですよあるんですよ。。。。そのそのそのその水水水水をををを、、、、大大大大きなダきなダきなダきなダムをムをムをムをつつつつくるとくるとくるとくると自自自自然然然然破破破破壊壊壊壊になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃうのでうのでうのでうのでややややらないんですけどらないんですけどらないんですけどらないんですけど、、、、ウウウウォーターォーターォーターォーターキキキキャャャャッッッッチチチチといってといってといってといって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと小小小小さなダムをさなダムをさなダムをさなダムをつつつつくってくってくってくって、、、、そこにそこにそこにそこに水水水水をためてをためてをためてをためて、、、、そこからいきなりそこからいきなりそこからいきなりそこからいきなり地地地地下下下下にににに水水水水をををを入入入入れるんですれるんですれるんですれるんです。。。。それをそれをそれをそれを下下下下流流流流までかなりまでかなりまでかなりまでかなり持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、下下下下ののののほほほほううううにににに 1,000 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいらいらいらい落落落落とすということでとすということでとすということでとすということで発発発発電電電電をするとをするとをするとをすると、、、、１１１１個個個個のののの発発発発電電電電所所所所でブータンでブータンでブータンでブータン全全全全体体体体のののの GDP、、、、国民国民国民国民総生総生総生総生産産産産のののの 3 分分分分のののの 1 がががが稼稼稼稼げげげげるというプロジるというプロジるというプロジるというプロジェクトをェクトをェクトをェクトを、、、、日日日日本本本本政府政府政府政府からのからのからのからの資資資資金金金金援助援助援助援助でででで今今今今ややややっているんですっているんですっているんですっているんです。。。。当然当然当然当然、、、、電気電気電気電気はははは自分自分自分自分たたたたちちちちでででで使使使使うんうんうんうんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、インインインインドドドドにににに送送送送りますりますりますります。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことをややややっているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、92 年年年年、、、、93 年年年年だだだだとこんとこんとこんとこんなななな生生生生活活活活していてしていてしていてしていて、、、、物物物物はははは、、、、ここにここにここにここにちちちちょょょょっとっとっとっと寝寝寝寝具具具具とかとかとかとか着着着着るものがあるんですがるものがあるんですがるものがあるんですがるものがあるんですが、、、、たったこれたったこれたったこれたったこれだだだだけですけですけですけですねねねね。。。。いまいまいまいまだだだだにブータンはにブータンはにブータンはにブータンは、、、、入入入入るのにるのにるのにるのに今今今今、、、、幾幾幾幾らかかるかならかかるかならかかるかならかかるかな。。。。入入入入国国国国税税税税 500ドドドドルルルルくらいくらいくらいくらい。。。。それそれそれそれでででで、、、、こういうこういうこういうこういう民民民民族族族族服服服服しかしかしかしか着着着着れないんですれないんですれないんですれないんです。。。。こんなこんなこんなこんな格格格格好好好好ですですですです。。。。というというというという国国国国でありますでありますでありますであります。。。。王王王王様様様様はそれではそれではそれではそれでもすもすもすもすごごごごくてくてくてくて、、、、国民国民国民国民のののの生生生生活活活活なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値だだだだけでけでけでけで決決決決まるものまるものまるものまるものじゃじゃじゃじゃないとないとないとないといっていまいっていまいっていまいっていますすすす。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく国民国民国民国民がいかにがいかにがいかにがいかに幸幸幸幸せであるかがせであるかがせであるかがせであるかが重要重要重要重要なんであってなんであってなんであってなんであって、、、、我我我我々々々々はははは GDP、、、、Gross Domestic 

Products みたいなものはみたいなものはみたいなものはみたいなものは全全全全然然然然考考考考えないえないえないえない。。。。我我我我 々々々々はははは国民国民国民国民のののの幸幸幸幸福福福福度度度度指指指指数数数数であるであるであるである Gross National 

Happiness というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう全全全全体体体体としてとしてとしてとして国民国民国民国民がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい幸幸幸幸福福福福であるかをであるかをであるかをであるかを指指指指標標標標にしてにしてにしてにして、、、、それをそれをそれをそれを指指指指数数数数化化化化してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを高高高高めることをめることをめることをめることを目目目目標標標標にににに国国国国をををを運営運営運営運営するするするする、、、、みたいなことをみたいなことをみたいなことをみたいなことを言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう偉偉偉偉いいいい国国国国があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。ももももちちちちろんろんろんろん仏仏仏仏教教教教国国国国ですですですです。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカですがですがですがですが、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはさすがにはさすがにはさすがにはさすがに、、、、このこのこのこの家家家家、、、、広広広広いいいい。。。。でもでもでもでも、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに広広広広くないですくないですくないですくないですねねねね。。。。4人人人人家家家家族族族族でででで住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。たたたただだだだ、、、、ここでここでここでここで大大大大人人人人 2人人人人しかいないのにしかいないのにしかいないのにしかいないのに、、、、ななななぜぜぜぜかかかか車車車車がががが 3台台台台あってあってあってあって、、、、物物物物もいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいあっていあっていあっていあって、、、、結結結結構構構構きれいですよきれいですよきれいですよきれいですよねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、おおおお庭庭庭庭がががが、、、、庭庭庭庭じゃじゃじゃじゃないかもしれませんけないかもしれませんけないかもしれませんけないかもしれませんけどどどどねねねね、、、、ここここういうようなういうようなういうようなういうような形形形形でででで、、、、豊豊豊豊かそうなかそうなかそうなかそうな生生生生活活活活をしているをしているをしているをしている。。。。 

  日日日日本本本本もももも当然当然当然当然撮撮撮撮れていましてれていましてれていましてれていまして、、、、これはこれはこれはこれは東京東京東京東京のののの都都都都下下下下、、、、小小小小平平平平市市市市におにおにおにお住住住住まいのあるまいのあるまいのあるまいのある方方方方ののののおおおお宅宅宅宅なんでなんでなんでなんで、、、、92年年年年、、、、93 年年年年、、、、こんなこんなこんなこんな状況状況状況状況でしたでしたでしたでした。。。。4人人人人家家家家族族族族でででで、、、、そんなにアそんなにアそんなにアそんなにアメメメメリカリカリカリカのののの家家家家とととと変変変変わらないですわらないですわらないですわらないですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、並並並並べべべべ方方方方がががが並並並並べべべべ方方方方なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、こんなこんなこんなこんな格格格格好好好好でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、ぱぱぱぱっとっとっとっと見見見見、、、、何何何何かかかか翌翌翌翌日日日日粗粗粗粗大大大大ごごごごみでみでみでみで持持持持ってってってっていかれいかれいかれいかれちちちちゃゃゃゃうみたいなうみたいなうみたいなうみたいな感感感感じじじじですですですです。（。（。（。（笑笑笑笑））））まあまあまあまあ、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ここにここにここにここに人人人人がががが 3 人人人人いていていていて、、、、1人人人人ここにここにここにここに座座座座っていますよっていますよっていますよっていますよねねねね。。。。車車車車はここにはここにはここにはここにちちちちょょょょっとっとっとっと入入入入っているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、こんなこんなこんなこんな状況状況状況状況でありでありでありでありますますますます。。。。 

  このこのこのこの日日日日本本本本のののの状況状況状況状況でででで、、、、品物品物品物品物のののの点点点点数数数数がどれがどれがどれがどれだだだだけあったかというとけあったかというとけあったかというとけあったかというと、、、、これでこれでこれでこれで 9,000 だだだだそうですそうですそうですそうです。。。。よくよくよくよく数数数数えましたえましたえましたえましたねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、これはこれはこれはこれは 5,000 だだだだそうですそうですそうですそうです。。。。品品品品数数数数はアはアはアはアメメメメリカリカリカリカよりよりよりより日日日日本本本本ののののほほほほうがうがうがうが多多多多いいいい。。。。それそれそれそれでででで、、、、これがこれがこれがこれが幾幾幾幾つつつつかかかか。。。。25 なんですなんですなんですなんです。。。。もしももしももしももしも 25 しかしかしかしか持持持持っていないこのっていないこのっていないこのっていないこの人人人人たたたたちちちちがががが、、、、9,000 あるあるあるある我我我我々々々々よよよよりもりもりもりも幸幸幸幸せせせせだだだだったらどうしますったらどうしますったらどうしますったらどうします？？？？    彼彼彼彼らがらがらがらが、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちののののほほほほうがうがうがうが幸幸幸幸せせせせだだだだとととと言言言言われたらわれたらわれたらわれたら、、、、我我我我々々々々はどうはどうはどうはどう答答答答えりえりえりえりゃゃゃゃいいんですかいいんですかいいんですかいいんですかねねねね、、、、これこれこれこれ。。。。我我我我々々々々はこれはこれはこれはこれだだだだけのけのけのけの物物物物をををを持持持持っているからっているからっているからっているから幸幸幸幸せかとせかとせかとせかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、どうどうどうどう
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もももも日日日日本本本本人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、極極極極めてめてめてめて自分自分自分自分をををを幸幸幸幸せせせせだだだだとととと思思思思うううう習習習習性性性性がががが非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いいいい、、、、そういうそういうそういうそういう民民民民族族族族性性性性ですですですですねねねね。。。。他他他他国国国国のののの状況状況状況状況をををを見見見見るとるとるとると、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに幸幸幸幸せなせなせなせな国国国国はないんですよはないんですよはないんですよはないんですよ。。。。最最最最近学近学近学近学生生生生さんたさんたさんたさんたちちちちなんかをなんかをなんかをなんかを相相相相手手手手にににに話話話話をすをすをすをするときにはるときにはるときにはるときには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこのりこのりこのりこの国国国国にににに生生生生まれたことをまれたことをまれたことをまれたことを諸諸諸諸君君君君らはらはらはらは感謝感謝感謝感謝すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思うとうとうとうと言言言言うんですようんですようんですようんですよねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、なかなかしかしなかなかしかしなかなかしかしなかなかしかし、、、、何何何何かとかとかとかとややややはりこのはりこのはりこのはりこの国国国国はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも均均均均質質質質ゆえにいろいろゆえにいろいろゆえにいろいろゆえにいろいろ進進進進めにくいことがめにくいことがめにくいことがめにくいことがあったりしますよあったりしますよあったりしますよあったりしますよねねねね。。。。     それでそれでそれでそれで、、、、今今今今までまでまでまで企業活動企業活動企業活動企業活動というのをいろんなというのをいろんなというのをいろんなというのをいろんなふふふふうにうにうにうにややややってきておりましてってきておりましてってきておりましてってきておりまして、、、、20 世世世世紀紀紀紀、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに企業活動企業活動企業活動企業活動をしようとをしようとをしようとをしようと私私私私もももも随随随随分分分分叫叫叫叫びびびび回回回回っていたこともあってっていたこともあってっていたこともあってっていたこともあって、、、、いろんないろんないろんないろんな企業企業企業企業がいろんなことがいろんなことがいろんなことがいろんなことををををややややってくってくってくってくだだだださったさったさったさった。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ゼロエミッションなんていうゼロエミッションなんていうゼロエミッションなんていうゼロエミッションなんていうのもそうのもそうのもそうのもそうだだだだしししし、、、、例例例例ええええばばばば、、、、環境環境環境環境排排排排出出出出ななななんていうのをんていうのをんていうのをんていうのを少少少少なくするなくするなくするなくする、、、、投入投入投入投入資源資源資源資源もももも下下下下げげげげるるるる、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーもーもーもーも下下下下げげげげるるるる、、、、ライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルの資源資源資源資源もももも下下下下げげげげるるるる、、、、だだだだからからからから消費消費消費消費電電電電力力力力をををを下下下下げげげげるるるる、、、、環境環境環境環境適適適適合型合型合型合型のののの何何何何とかとかとかとかつつつつくるというようなことをずっとくるというようなことをずっとくるというようなことをずっとくるというようなことをずっとややややってきってきってきってきたんたんたんたんだだだだけけけけれれれれどどどど、、、、まずまずまずまず、、、、21 世世世世紀紀紀紀にににに入入入入ってってってって、、、、このこのこのこの世世世世紀紀紀紀中中中中にににに絶絶絶絶対対対対にににに起起起起きることはきることはきることはきることは売売売売りりりり上上上上げげげげをををを下下下下げげげげるこるこるこることですとですとですとです。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。2100 年年年年、、、、日日日日本本本本のののの人口人口人口人口ってってってって何何何何人人人人ですかですかですかですか。。。。何何何何人人人人だだだだとととと皆皆皆皆さんさんさんさん思思思思ってってってって暮暮暮暮らしておられらしておられらしておられらしておられるるるる。。。。まあまあまあまあ、、、、2100 年年年年、、、、考考考考えないけどえないけどえないけどえないけどねねねね、、、、だだだだれもれもれもれも生生生生きてないからきてないからきてないからきてないから。。。。ですからですからですからですから、、、、あまりあまりあまりあまり関係関係関係関係ないですないですないですないですけどけどけどけど、、、、大体大体大体大体 2050 年年年年でおそらくでおそらくでおそらくでおそらく 9,000 万万万万をををを切切切切っているでしっているでしっているでしっているでしょょょょうううう。。。。今今今今年年年年ちちちちょょょょっとっとっとっと出生出生出生出生率率率率高高高高いいいいけけけけれれれれどどどど。。。。
2100 年年年年、、、、下下下下手手手手するとするとするとすると 5,000 万万万万ぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしょょょょうううう。。。。だだだだからからからから今今今今のののの半半半半分分分分ですよですよですよですよ。。。。だだだだからからからから、、、、100 年年年年間間間間でででで大体大体大体大体人口人口人口人口はははは半半半半分分分分になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃいますよいますよいますよいますよねねねね。。。。売売売売りりりり上上上上げげげげをををを下下下下げげげげるでしるでしるでしるでしょょょょうううう。。。。これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに、、、、どうどうどうどう早早早早くくくく下下下下げげげげるるるる。。。。利利利利益益益益をををを追追追追求求求求されることはされることはされることはされることは構構構構わないわないわないわない。。。。利利利利益益益益がががが上上上上がらないがらないがらないがらない会社会社会社会社なんてなんてなんてなんて、、、、あったってあったってあったってあったって意意意意味味味味がないですかがないですかがないですかがないですからららら、、、、だだだだからからからから、、、、利利利利益益益益をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく稼稼稼稼いでいたいでいたいでいたいでいただだだだくくくく、、、、それはいいんですけどそれはいいんですけどそれはいいんですけどそれはいいんですけど、、、、まあまあまあまあ、、、、それもそれもそれもそれも後後後後半半半半はははは、、、、利利利利益益益益をををを再再再再配配配配分分分分してしてしてして、、、、ここここここここ、、、、何何何何だだだだとととと思思思思いますいますいますいます？？？？    ややややっっっっぱぱぱぱりりりり私私私私ははははハハハハッッッッピピピピネスみたいなネスみたいなネスみたいなネスみたいな、、、、幸幸幸幸福福福福みたいなもみたいなもみたいなもみたいなものをのをのをのをややややはりはりはりはり目指目指目指目指すようなすようなすようなすような国国国国になっていくんになっていくんになっていくんになっていくんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 このこのこのこの利利利利益益益益のののの再再再再配配配配分分分分というのはというのはというのはというのは実実実実はははは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要でででで、、、、このこのこのこの間間間間のトのトのトのトリリリリノのオノのオノのオノのオリリリリンンンンピピピピックのときにックのときにックのときにックのときに、、、、ジジジジャャャャンプがンプがンプがンプが惨敗惨敗惨敗惨敗しましたよしましたよしましたよしましたよねねねね。。。。あれはなあれはなあれはなあれはなぜぜぜぜかかかか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、あるあるあるある選選選選手手手手がががが、、、、あんなあんなあんなあんな年年年年をとったのにまをとったのにまをとったのにまをとったのにまだだだだ飛飛飛飛んでいるからいけないんですけどんでいるからいけないんですけどんでいるからいけないんですけどんでいるからいけないんですけど、、、、しかもしかもしかもしかも失失失失格格格格してしてしてして帰帰帰帰ってくるってくるってくるってくるののののですですですです。。。。もっといけないのはもっといけないのはもっといけないのはもっといけないのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり某某某某社社社社かなとかなとかなとかなと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。某某某某社社社社はははは、、、、いろんないろんないろんないろんな事事事事件件件件がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、確確確確かにできなくはなってかにできなくはなってかにできなくはなってかにできなくはなってしまったんですがしまったんですがしまったんですがしまったんですが、、、、あのあのあのあの企業企業企業企業はははは、、、、とにかくジとにかくジとにかくジとにかくジャャャャンプでンプでンプでンプで勝勝勝勝てるてるてるてる人人人人材材材材をををを、、、、利利利利益益益益をををを再再再再配配配配分分分分してしてしてしてつつつつくってくってくってくって、、、、日日日日本国民本国民本国民本国民にににに幸幸幸幸せをせをせをせを与与与与えるえるえるえる義義義義務務務務があがあがあがあったんったんったんったんだだだだとととと思思思思うんですようんですようんですようんですよ、、、、昔昔昔昔はははは。。。。でででで、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことをややややっていっていっていっていたたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、最最最最近近近近はははは、、、、株株株株主主主主がそういうことをがそういうことをがそういうことをがそういうことをややややるなとるなとるなとるなと言言言言うものうものうものうものだだだだからからからから、、、、できなくなっできなくなっできなくなっできなくなっちちちちゃゃゃゃったんったんったんったんですですですですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、短短短短期期期期的的的的なななな利利利利益益益益をををを上上上上げげげげるるるる株株株株主主主主というのがこういうというのがこういうというのがこういうというのがこういう長長長長期期期期的的的的なことをなことをなことをなことを考考考考えてくれなえてくれなえてくれなえてくれないというのがいというのがいというのがいというのが今今今今このこのこのこの社会社会社会社会のののの最最最最大大大大のののの欠欠欠欠陥陥陥陥なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、またまたまたまた歴歴歴歴史史史史にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、もうもうもうもう早早早早くくくく終終終終わらなきわらなきわらなきわらなきゃゃゃゃいけないんですがいけないんですがいけないんですがいけないんですが、、、、第第第第一一一一のののの革革革革命命命命というのがというのがというのがというのが何何何何かというかというかというかという話話話話をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、人類人類人類人類というのはというのはというのはというのは何何何何回回回回かかかか革革革革命命命命ををををややややってきたんですってきたんですってきたんですってきたんです。。。。1 万万万万年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは言言言言いませんけどいませんけどいませんけどいませんけど、、、、農農農農耕文耕文耕文耕文明明明明というのをというのをというのをというのを発発発発明明明明ししししましたましたましたました。。。。そのとそのとそのとそのときききき寒寒寒寒かったんですかったんですかったんですかったんですねねねね。。。。これがこれがこれがこれが氷氷氷氷河河河河期期期期なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん温温温温度度度度がががが上上上上がるはずなのにがるはずなのにがるはずなのにがるはずなのに、、、、温温温温度度度度がががが上上上上がらなくてがらなくてがらなくてがらなくて、、、、寒寒寒寒くてくてくてくて、、、、環境環境環境環境のののの状況状況状況状況がすがすがすがすごごごごくくくく悪悪悪悪くてくてくてくて、、、、農農農農耕耕耕耕革革革革命命命命というのをというのをというのをというのをややややってってってって、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの採採採採取取取取・・・・狩猟狩猟狩猟狩猟型型型型のののの暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方をををを変変変変えたえたえたえた。。。。 第二第二第二第二のののの革革革革命命命命がががが、、、、産業産業産業産業革革革革命命命命でででで、、、、ここでここでここでここで何何何何をしたかをしたかをしたかをしたか。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり寒寒寒寒くてくてくてくて、、、、困困困困ってってってって、、、、木木木木はははは大体大体大体大体切切切切っっっっちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、このころこのころこのころこのころ山山山山にににに木木木木がなかったんですがなかったんですがなかったんですがなかったんです。。。。何何何何ををををややややったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、しようがなくてしようがなくてしようがなくてしようがなくて、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料とととというのをいうのをいうのをいうのを使使使使いいいい始始始始めたんですめたんですめたんですめたんです。。。。ワットがワットがワットがワットが蒸蒸蒸蒸気気気気機機機機関関関関なんかをなんかをなんかをなんかを発発発発明明明明するするするする、、、、いろんなことがあっていろんなことがあっていろんなことがあっていろんなことがあって使使使使えるえるえるえるようになったんですようになったんですようになったんですようになったんです。。。。でででで、、、、我我我我々々々々はははは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言いいいいましたようにましたようにましたようにましたように、、、、あとあとあとあと数数数数百百百百年以内年以内年以内年以内にににに化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料はなくなっはなくなっはなくなっはなくなっちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。そろそろそれにそろそろそれにそろそろそれにそろそろそれに対対対対してどういうしてどういうしてどういうしてどういう準準準準備備備備をするかというをするかというをするかというをするかという話話話話でででで、、、、多多多多分分分分第第第第三三三三のののの革革革革命命命命というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを準準準準備備備備しししし始始始始めなきめなきめなきめなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんです。。。。特特特特にににに 21 世世世世紀紀紀紀というのはというのはというのはというのは、、、、すすすす
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べべべべてがてがてがてが右右右右肩肩肩肩上上上上がりであったがりであったがりであったがりであった 20 世世世世紀紀紀紀にににに比比比比べべべべるとするとするとするとすべべべべてがてがてがてが右右右右肩肩肩肩下下下下がりなんですがりなんですがりなんですがりなんです。。。。世世世世界界界界人口人口人口人口もももも実実実実はははは下下下下がりますがりますがりますがります。。。。下下下下げげげげなきなきなきなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんです。。。。そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃないとないとないとないと破滅破滅破滅破滅しましましましますのすのすのすのでででで、、、、下下下下げげげげなきなきなきなきゃゃゃゃいけないんいけないんいけないんいけないんですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量もももも多多多多分分分分下下下下がりますがりますがりますがります。。。。化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの使使使使用用用用量量量量なんかなんかなんかなんか、、、、ガガガガクッとクッとクッとクッと下下下下がっがっがっがっちちちちゃゃゃゃいますよいますよいますよいますよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもう右右右右肩肩肩肩下下下下がりなんでがりなんでがりなんでがりなんですすすすねねねね。。。。右右右右肩肩肩肩下下下下がりをいかにがりをいかにがりをいかにがりをいかに楽楽楽楽しめるかとしめるかとしめるかとしめるかといういういういうメメメメンタンタンタンタリリリリテテテティィィィ、、、、考考考考ええええ方方方方にににに変変変変わらなきわらなきわらなきわらなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんですねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに一体一体一体一体何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、自自自自分分分分はははは、、、、自分自分自分自分だだだだけけけけ金金金金もうけれもうけれもうけれもうければばばばいいというスタイルはいいというスタイルはいいというスタイルはいいというスタイルは多多多多分分分分ももももたなくてたなくてたなくてたなくて、、、、何何何何となくみんなでとなくみんなでとなくみんなでとなくみんなで共共共共生生生生をしをしをしをしてててて満満満満足足足足するようなするようなするようなするような考考考考ええええ方方方方にならないとにならないとにならないとにならないと、、、、多多多多分分分分無無無無理理理理かなかなかなかな、、、、とととと思思思思っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ結結結結論論論論なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような寿寿寿寿命命命命のののの短短短短いものをいものをいものをいものをつつつつくるのはもったいないくるのはもったいないくるのはもったいないくるのはもったいない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ややややはりはりはりはり共共共共生生生生もももも、、、、人人人人とのとのとのとの共共共共生生生生だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、地球地球地球地球とのとのとのとの共共共共生生生生、、、、それからさらにはそれからさらにはそれからさらにはそれからさらには、、、、物物物物そのものとのそのものとのそのものとのそのものとの共共共共生生生生みたいなもみたいなもみたいなもみたいなものをのをのをのを考考考考えていくようなえていくようなえていくようなえていくような社会社会社会社会になっていくのかなとになっていくのかなとになっていくのかなとになっていくのかなと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。 先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと一一一一番番番番最最最最初初初初にににに広広広広辞苑辞苑辞苑辞苑のののの話話話話をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、小小小小学学学学館館館館はははは、「、「、「、「勿勿勿勿体体体体」」」」はははは日日日日本本本本語語語語であであであであるとるとるとると言言言言っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。勿勿勿勿体体体体というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというというほほほほうがうがうがうが先先先先にあらわれているとにあらわれているとにあらわれているとにあらわれているといういういういうふふふふうにうにうにうに言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。たたたただだだだ、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい話話話話はできなくなってしまいましたがはできなくなってしまいましたがはできなくなってしまいましたがはできなくなってしまいましたが、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、「、「、「、「ももももったいないったいないったいないったいない」」」」のののの裏裏裏裏にはにはにはには、、、、環境的環境的環境的環境的なななな考考考考ええええ方方方方ももももももももちちちちろんあるんろんあるんろんあるんろんあるんですがですがですがですが、、、、そのそのそのその裏裏裏裏にはにはにはには、、、、アニミズムといアニミズムといアニミズムといアニミズムといいますかいますかいますかいますか、、、、これはこれはこれはこれは宗宗宗宗教教教教観観観観でででで、、、、アニミズムというのはアニミズムというのはアニミズムというのはアニミズムというのは、、、、生物生物生物生物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは無無無無機物機物機物機物をををを問問問問わずわずわずわず、、、、すすすすべべべべてのてのてのてのものにはものにはものにはものには霊霊霊霊魂魂魂魂がががが存存存存在在在在するというするというするというするという考考考考ええええ方方方方なんですなんですなんですなんです。。。。これはこれはこれはこれは一一一一時時時時期期期期、、、、非非非非常常常常におくれているにおくれているにおくれているにおくれている、、、、原原原原始的始的始的始的なななな未未未未開社会開社会開社会開社会のもののもののもののものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに言言言言われていたんですけどわれていたんですけどわれていたんですけどわれていたんですけど、、、、最最最最近近近近はははは必必必必ずしもそうではありませんずしもそうではありませんずしもそうではありませんずしもそうではありません。。。。特特特特にににに、、、、私私私私なんかなんかなんかなんか、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの連連連連中中中中とこういうとこういうとこういうとこういう話話話話でででで、、、、日日日日本本本本はすはすはすはすごごごごいんいんいんいんだぞだぞだぞだぞとととと言言言言ってこういうってこういうってこういうってこういう話話話話をををを自自自自慢慢慢慢しているんですがしているんですがしているんですがしているんですが、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは「「「「へへへへええええ」」」」とかとかとかとか言言言言っていますよっていますよっていますよっていますよ。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、結結結結局局局局、、、、ややややはりありとあらゆるものにははりありとあらゆるものにははりありとあらゆるものにははりありとあらゆるものには神神神神がががが宿宿宿宿るみたいなるみたいなるみたいなるみたいな考考考考ええええ方方方方をををを日日日日本本本本というのはというのはというのはというのは持持持持っていっていっていっていますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、ペペペペットットットットボボボボトルにトルにトルにトルに神神神神がががが宿宿宿宿るとるとるとると思思思思えるかどうかはなかなかえるかどうかはなかなかえるかどうかはなかなかえるかどうかはなかなか難難難難しいところなんですしいところなんですしいところなんですしいところなんですねねねね。。。。場場場場合合合合によによによによっっっっちちちちゃゃゃゃ、、、、思思思思わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけないのかもしれないんですがいけないのかもしれないんですがいけないのかもしれないんですがいけないのかもしれないんですが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋にもにもにもにも神神神神がががが宿宿宿宿るとるとるとると思思思思えるかどうかえるかどうかえるかどうかえるかどうか。。。。まあまあまあまあ、、、、それがいいかどうかもわかりませんがそれがいいかどうかもわかりませんがそれがいいかどうかもわかりませんがそれがいいかどうかもわかりませんが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも日日日日本本本本人人人人ののののメメメメンタンタンタンタリリリリテテテティィィィというのはというのはというのはというのは一一一一神神神神教教教教とはとはとはとは違違違違うううう。。。。一一一一神神神神教教教教というというというという、、、、非非非非常常常常にににに乾燥乾燥乾燥乾燥地地地地帯帯帯帯でできたでできたでできたでできた宗宗宗宗教教教教とととと、、、、日日日日本本本本みたいなみたいなみたいなみたいな多多多多雨雨雨雨地地地地帯帯帯帯のののの宗宗宗宗教教教教はははは全全全全然違然違然違然違うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ありとあらゆるものにありとあらゆるものにありとあらゆるものにありとあらゆるものに神神神神がいるみたいながいるみたいながいるみたいながいるみたいな考考考考ええええ方方方方になっていくというのがになっていくというのがになっていくというのがになっていくというのが多多多多分究分究分究分究極極極極のののの答答答答えかなえかなえかなえかなというというというという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。 実際実際実際実際にはにはにはには、、、、今今今今国際社会国際社会国際社会国際社会はははは一一一一神神神神教教教教とととと一一一一神神神神教教教教のののの近近近近親親親親憎憎憎憎悪悪悪悪がががが最最最最大大大大のののの問問問問題題題題なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、具具具具体体体体的的的的にはイスラムにはイスラムにはイスラムにはイスラム教教教教ととととキキキキリリリリストストストスト教教教教、、、、ユユユユダダダダヤヤヤヤ教教教教、、、、ここここのののの 3つつつつのののの一一一一神神神神教教教教はははは、、、、根根根根っこはっこはっこはっこは同同同同じじじじですですですです。。。。旧旧旧旧約約約約聖聖聖聖書書書書ののののレベレベレベレベルルルルではではではでは同同同同じじじじですがですがですがですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこのりこのりこのりこの近近近近親親親親憎憎憎憎悪悪悪悪がががが非非非非常常常常にににに問問問問題題題題でででで、、、、そこにそこにそこにそこに多多多多分分分分、、、、日日日日本本本本人人人人的的的的多多多多神神神神教教教教的的的的アニミズムアニミズムアニミズムアニミズム的的的的もったいなさのもったいなさのもったいなさのもったいなさの思思思思想想想想みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものをつつつつくるとくるとくるとくると、、、、それはそれはそれはそれは世世世世界界界界貢献貢献貢献貢献になるのかなになるのかなになるのかなになるのかな、、、、とととといういういういう気気気気がするわけでありますがするわけでありますがするわけでありますがするわけであります。。。。 先先先先ほほほほどのどのどのどの山山山山のののの写写写写真真真真のののの夕夕夕夕方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これもこれもこれもこれも結結結結構構構構感感感感激激激激的的的的でででで、、、、結結結結構構構構これまたもったいないこれまたもったいないこれまたもったいないこれまたもったいない景景景景色色色色をををを味味味味わわせていたわわせていたわわせていたわわせていただだだだいてまいりましたいてまいりましたいてまいりましたいてまいりました。。。。 雑雑雑雑駁駁駁駁なななな話話話話ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。安安安安井井井井先先先先生生生生にはにはにはには、、、、ここここのののの後後後後、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにもッションにもッションにもッションにも御御御御参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２にににに移移移移りますりますりますります。。。。ステージのステージのステージのステージの準準準準備備備備がががが整整整整いますいますいますいます間間間間、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待



 118 

ちちちち下下下下さいさいさいさい。。。。    
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2 

 司司司司会会会会        基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２のののの講講講講師師師師はははは、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの府川博府川博府川博府川博明明明明環境森環境森環境森環境森林部長林部長林部長林部長ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。        本本本本日日日日のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、「「「「県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成～～～～まずはまずはまずはまずは 1111割割割割、、、、ごごごごみみみみ削減削減削減削減～」～」～」～」ですですですです。。。。そそそそれではれではれではれでは、、、、府川府川府川府川環境森環境森環境森環境森林部長林部長林部長林部長、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 府川部長府川部長府川部長府川部長 

  ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、環境森環境森環境森環境森林部長林部長林部長林部長のののの府川府川府川府川とととと申申申申しますしますしますします。。。。 

  安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長のののの哲哲哲哲学学学学ももももありますありますありますあります深深深深いおいおいおいお話話話話のののの後後後後にににに私私私私ののののほほほほうでおうでおうでおうでお話話話話しするのはしするのはしするのはしするのは、、、、非非非非常常常常にににに具具具具体的体的体的体的なものなものなものなものでででで、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしいののののですがですがですがですが、、、、まずまずまずまず、「、「、「、「県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成」」」」ということということということということでででで、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていてごごごご紹介紹介紹介紹介をしてをしてをしてをして、、、、このこのこのこの後後後後、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションがあッションがあッションがあッションがありますりますりますりますのでのでのでので、、、、そそそそのパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションのためのッションのためのッションのためのッションのための材材材材料提料提料提料提供供供供をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという高高高高いいいい理理理理想想想想にににに立立立立ちちちちましてましてましてまして、「、「、「、「“まずはまずはまずはまずは 1 割割割割”ごごごごみみみみ削減削減削減削減」」」」というというというという低低低低いいいい目目目目線線線線とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、着着着着実実実実にににに進進進進めていけるめていけるめていけるめていける第第第第一一一一歩歩歩歩、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを「「「「まずはまずはまずはまずは 1割割割割」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉にににに込込込込めてめてめてめておりますおりますおりますおります。。。。ですからですからですからですから、、、、そこにそこにそこにそこに満満満満足足足足するというわけするというわけするというわけするというわけではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、これがまずこれがまずこれがまずこれがまず第第第第一一一一歩歩歩歩ということでということでということでということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  おおおお話話話話のののの中中中中身身身身はははは、、、、大大大大きくきくきくきく 4 つつつつおおおお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。静岡県静岡県静岡県静岡県のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現現現現状状状状、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成計画計画計画計画、、、、“まずはまずはまずはまずは 1割割割割”ごごごごみみみみ削減運削減運削減運削減運動動動動のののの展開展開展開展開。。。。それでそれでそれでそれで、、、、これらをこれらをこれらをこれらを集集集集約約約約してしてしてして、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県らしいらしいらしいらしい特特特特徴徴徴徴ののののあるあるあるある仕仕仕仕事事事事としてとしてとしてとして富士富士富士富士山山山山のののの環境環境環境環境保保保保全全全全ということということということということにににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれてややややっておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていていていて集集集集約約約約的的的的におにおにおにお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  おおおお手手手手元元元元にににに資料資料資料資料ををををおおおお配配配配りしてりしてりしてりしてありますがありますがありますがありますが、、、、中中中中にににに、、、、一一一一部部部部写写写写真等真等真等真等でででで入入入入っていないものがありますのでっていないものがありますのでっていないものがありますのでっていないものがありますので、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていていていて、、、、必要必要必要必要があれがあれがあれがあればばばば、、、、言言言言っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、後後後後ででででおおおお答答答答ええええしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、おおおお手手手手元元元元ののののほほほほうにはうにはうにはうには文文文文字字字字のののの情情情情報報報報だだだだけをけをけをけを中中中中心心心心にににに入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。 

  まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの環境施環境施環境施環境施策策策策のののの推推推推移移移移ということでということでということでということで一一一一覧表覧表覧表覧表ををををつつつつけてけてけてけてごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、最最最最初初初初にににに、、、、昭昭昭昭和和和和 30 年年年年代代代代からからからから 40 年年年年代中代中代中代中ごごごごろにかけましてろにかけましてろにかけましてろにかけまして産業型産業型産業型産業型公公公公害害害害、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが発発発発生生生生をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの中中中中でもでもでもでも、、、、駿駿駿駿河湾河湾河湾河湾、、、、富士富士富士富士周周周周辺辺辺辺のののの工工工工業地業地業地業地帯帯帯帯をををを中中中中心心心心にににに公公公公害害害害問問問問題題題題がががが発発発発生生生生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。田子田子田子田子ノノノノ浦浦浦浦港港港港などなどなどなど、、、、大分大分大分大分それでそれでそれでそれで有有有有名名名名になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、そのそのそのその時代時代時代時代にににに、、、、県県県県のののの公公公公害害害害防止防止防止防止条条条条例例例例がががが制定制定制定制定されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、県県県県にににに公公公公害害害害課課課課がががが設設設設置置置置されているされているされているされている、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それからしそれからしそれからしそれからしばばばばらくらくらくらく進進進進みましてみましてみましてみまして、、、、昭昭昭昭和和和和 47 年年年年頃頃頃頃のののの第第第第 1 次次次次オイルショックからオイルショックからオイルショックからオイルショックから 60 年年年年代代代代、、、、このころにかこのころにかこのころにかこのころにかけましてけましてけましてけまして、、、、都市都市都市都市生生生生活型活型活型活型公公公公害害害害がががが発発発発生生生生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、人口人口人口人口集集集集中中中中にににに伴伴伴伴うううう生生生生活活活活排排排排水水水水、、、、自動自動自動自動車車車車のののの普及普及普及普及、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが公公公公害害害害のののの原原原原因因因因になっているということでになっているということでになっているということでになっているということで、、、、県県県県でもでもでもでも、、、、静岡県自静岡県自静岡県自静岡県自然然然然環境環境環境環境保保保保全全全全条条条条例例例例をををを制定制定制定制定してしてしてして、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境部部部部をををを設設設設置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。県県県県のののの環境環境環境環境計画計画計画計画もももも策策策策定定定定されされされされましたましたましたました。。。。それがそれがそれがそれが現現現現在在在在、、、、平平平平成以降成以降成以降成以降ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題というのがというのがというのがというのが認識認識認識認識されましてされましてされましてされまして、、、、地球地球地球地球サミットでのアジェンダサミットでのアジェンダサミットでのアジェンダサミットでのアジェンダ 21 のののの採採採採択択択択、、、、京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書のののの採採採採択択択択、、、、そのそのそのその中中中中でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のためののためののためののための循循循循環型社会形成推進基本環型社会形成推進基本環型社会形成推進基本環型社会形成推進基本法法法法、、、、各各各各種種種種リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが制定制定制定制定されるというされるというされるというされるという動動動動きになってきになってきになってきになってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これこれこれこれはははは皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご案案案案内内内内のとおりでのとおりでのとおりでのとおりでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、県県県県もももも、、、、こういったこういったこういったこういった流流流流れにれにれにれに対対対対応応応応すすすすべべべべくくくく、、、、県県県県のののの環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画をををを策策策策定定定定しししし、、、、環境環境環境環境部部部部をををを設設設設置置置置しましたしましたしましたしました。。。。これがこれがこれがこれが 2002 年年年年にににに環境森環境森環境森環境森林部林部林部林部にににに変変変変わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、森森森森林林林林もももも環環環環境境境境財財財財のののの 1つつつつとしてとしてとしてとして位位位位置置置置づけられてづけられてづけられてづけられて今日今日今日今日にににに至至至至っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。本本本本年年年年 3 月月月月、、、、県県県県のののの環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの見見見見直直直直しししし、、、、静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成計画計画計画計画のののの策策策策定定定定をををを行行行行ったところでありますったところでありますったところでありますったところであります。。。。このこのこのこの辺辺辺辺ににににつつつついていていていて後後後後ほほほほどまたどまたどまたどまた少少少少しずしずしずしずつごつごつごつご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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  今日今日今日今日のののの環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆ささささんもんもんもんもごごごご存存存存じじじじのとおりでのとおりでのとおりでのとおりでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、次次次次のののの世代世代世代世代にわたってにわたってにわたってにわたって影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすというすというすというすという時時時時間間間間的的的的なななな広広広広がりがりがりがり、、、、それからそれからそれからそれから一国一国一国一国のののの枠枠枠枠をををを超超超超えたえたえたえた空空空空間間間間的的的的なななな広広広広がりがりがりがり、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出のののの増増増増大大大大などなどなどなど、、、、国民国民国民国民生生生生活活活活にににに起起起起因因因因するするするする、、、、こういったものがこういったものがこういったものがこういったものが今日今日今日今日のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のテーマとなっておのテーマとなっておのテーマとなっておのテーマとなっておりましてりましてりましてりまして、、、、特特特特にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの増増増増大大大大というのがというのがというのがというのが我我我我々々々々にとってもにとってもにとってもにとっても大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました、、、、3 月月月月にににに見見見見直直直直しをいたしましたしをいたしましたしをいたしましたしをいたしました県県県県のののの環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。基本基本基本基本目目目目標標標標はははは、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります、、、、快快快快適適適適環境環境環境環境空空空空間間間間「「「「しずおかしずおかしずおかしずおか」」」」のののの創造創造創造創造ということでということでということでということで、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境将将将将来来来来像像像像というというというという 5つつつつをををを立立立立てておりてておりてておりてておりますますますます。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会「「「「しずおかしずおかしずおかしずおか」、」、」、」、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水・さわ・さわ・さわ・さわややややかなかなかなかな空空空空気気気気「「「「ししししずおかずおかずおかずおか」、」、」、」、自自自自然然然然とととと仲仲仲仲良良良良しししし、、、、うるおいうるおいうるおいうるおい「「「「しずおかしずおかしずおかしずおか」、」、」、」、京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書目目目目標標標標達達達達成成成成「「「「しずおかしずおかしずおかしずおか」、」、」、」、だだだだれもがれもがれもがれもがあらゆるあらゆるあらゆるあらゆる場場場場でででで環境環境環境環境保保保保全全全全「「「「しずおかしずおかしずおかしずおか」、」、」、」、こういうこういうこういうこういう 5つつつつのののの将将将将来来来来像像像像というのをというのをというのをというのをつつつつくりましてくりましてくりましてくりまして、、、、これにこれにこれにこれに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているわけですがめているわけですがめているわけですがめているわけですが、、、、特特特特にににに今回今回今回今回、、、、平平平平成成成成 18 年年年年３３３３月月月月のののの見見見見直直直直しにしにしにしに伴伴伴伴いましていましていましていまして 4 つつつつのののの重重重重点点点点的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを設設設設けているということですけているということですけているということですけているということです。。。。 

  1 つつつつはははは、、、、これがこれがこれがこれが一一一一番番番番重要重要重要重要かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、今日今日今日今日はこのおはこのおはこのおはこのお話話話話をををを中中中中心心心心にににに進進進進めめめめてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。2 つつつつ目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、京京京京都議都議都議都議定定定定書書書書のののの達達達達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて、、、、静岡静岡静岡静岡県県県県でもでもでもでも温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出をををを削減削減削減削減していこうしていこうしていこうしていこう、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。3 つつつつ目目目目はははは、、、、県民県民県民県民のののの参加参加参加参加とととと負担負担負担負担によるによるによるによる森森森森林林林林整備整備整備整備というものでというものでというものでというものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも 4 月月月月からからからから県民県民県民県民のののの皆皆皆皆様様様様にににに広広広広くくくく、、、、一一一一律律律律 400円円円円ということでということでということでということで、、、、県民県民県民県民税税税税のののの超超超超過過過過課課課課税税税税ということでということでということでということで税税税税金金金金をををを納納納納めていためていためていためていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。これがこれがこれがこれが年年年年間間間間約約約約 8億億億億 4,000万万万万円円円円になりまになりまになりまになりますのですのですのですので、、、、それでそれでそれでそれで森森森森のののの整備整備整備整備をををを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、このこのこのこの事業事業事業事業をををを 10 年年年年間間間間ややややっていこうというようなっていこうというようなっていこうというようなっていこうというような取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、4 つつつつ目目目目、、、、またまたまたまた後後後後でででで若干若干若干若干触触触触れますがれますがれますがれますが、、、、富士富士富士富士山山山山をををを象象象象徴徴徴徴的的的的なものとしてなものとしてなものとしてなものとして、、、、このこのこのこの総総総総合的合的合的合的なななな環境環境環境環境保保保保全全全全をををを取取取取りりりり組組組組んでいこうということでんでいこうということでんでいこうということでんでいこうということですすすす。。。。 

  まずまずまずまず、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったようなったようなったようなったような 4 つつつつのののの重重重重点点点点取取取取りりりり組組組組みがあるわけですけれどもみがあるわけですけれどもみがあるわけですけれどもみがあるわけですけれども、、、、それをそれをそれをそれを言言言言葉葉葉葉にににに終終終終わらせないためにわらせないためにわらせないためにわらせないために、、、、具具具具体的体的体的体的なななな目目目目標標標標値値値値をををを設設設設けてけてけてけて進進進進めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量ですとですとですとですと、、、、1 人人人人１１１１日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの排排排排出出出出量量量量がががが、、、、平平平平成成成成
15 年度年度年度年度のののの段段段段階階階階でででで 1,054g、、、、1kg 強強強強ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれをちちちちょょょょうどうどうどうど 105 グラムグラムグラムグラム減減減減らしたいらしたいらしたいらしたい、、、、1割減割減割減割減ららららしたいしたいしたいしたい。。。。それでそれでそれでそれで 949g にするというにするというにするというにするという数値数値数値数値目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。こういったこういったこういったこういった数値数値数値数値目目目目標標標標をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれにれにれにれに作作作作ってってってっておりましておりましておりましておりまして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、現現現現在在在在一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物 21％％％％のののの再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率をををを
30％％％％にしたいにしたいにしたいにしたい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、下下下下水水水水道汚泥道汚泥道汚泥道汚泥ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率がががが今今今今 49.9%、、、、約約約約 5割割割割ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、それそれそれそれをををを 6割割割割にしたいということでにしたいということでにしたいということでにしたいということで、、、、これはこれはこれはこれは環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの数値数値数値数値目目目目標標標標ののののほほほほんのんのんのんの一一一一部部部部をここにをここにをここにをここに掲掲掲掲げげげげたわけたわけたわけたわけですがですがですがですが、、、、従来従来従来従来 56 項項項項目目目目だだだだったものをったものをったものをったものを、、、、今回今回今回今回項項項項目目目目をををを増増増増ややややしましてしましてしましてしまして、、、、67 項項項項目目目目ににににつつつついてこういったいてこういったいてこういったいてこういった数値数値数値数値目目目目標標標標をををを作作作作ってってってって、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現していくということでしていくということでしていくということでしていくということで取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。 

  あとあとあとあと、、、、詳詳詳詳しくしくしくしく、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついていていていて見見見見ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここにありますのここにありますのここにありますのここにありますのはははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量のののの推推推推移移移移でありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの上上上上にににに赤赤赤赤くありますグラフくありますグラフくありますグラフくありますグラフはははは、、、、国国国国のののの全全全全国国国国平平平平均均均均のののの 1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの 1日日日日ののののごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量ですですですです。。。。平平平平成成成成 6 年度年度年度年度ではではではでは 1,106g。。。。奇奇奇奇しくもといいますかしくもといいますかしくもといいますかしくもといいますか、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど
10 年年年年たってたってたってたって、、、、ややややはりはりはりはり同同同同じじじじ数数数数字字字字、、、、1,106g ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして静岡県静岡県静岡県静岡県はははは、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度はははは
1,054g になっておりますがになっておりますがになっておりますがになっておりますが、、、、10 年年年年前前前前をををを見見見見ますとますとますとますと 954g ということでということでということでということで、、、、非非非非常常常常にににに優等優等優等優等生生生生だだだだったわけでったわけでったわけでったわけですがすがすがすが、、、、このこのこのこの間間間間 10 年年年年ででででちちちちょょょょうどうどうどうど 100g増増増増えているというえているというえているというえているという状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。これがこれがこれがこれが、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった、、、、“まずはまずはまずはまずは 1 割割割割”削減削減削減削減のののの原原原原点点点点といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、問問問問題題題題意識意識意識意識のもとでのもとでのもとでのもとでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。10 年年年年前前前前のののの数数数数字字字字にににに戻戻戻戻したいということでしたいということでしたいということでしたいということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  次次次次のこれはのこれはのこれはのこれは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量のののの推推推推移移移移ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここここちちちちらもらもらもらも、、、、平平平平成成成成 5 年度年度年度年度にににに 1,030 万万万万トントントントンであったであったであったであった産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが現現現現在在在在 1,162 万万万万トンまでトンまでトンまでトンまで増増増増加加加加しているということでしているということでしているということでしているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本県のののの特特特特徴徴徴徴といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、富士富士富士富士のののの地域地域地域地域はははは製製製製紙紙紙紙業業業業がががが非非非非常常常常にににに盛盛盛盛んなんなんなんな地域地域地域地域でででですのですのですのですので、、、、製製製製紙汚泥紙汚泥紙汚泥紙汚泥、、、、それからそれからそれからそれから下下下下水水水水のののの普及普及普及普及にににに伴伴伴伴ってってってって下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥がががが増増増増えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、ここここれられられられらのののの汚泥汚泥汚泥汚泥がががが全全全全体体体体のののの 6割割割割をををを占占占占めておりまめておりまめておりまめておりま
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すすすす。。。。そのそのそのその汚泥汚泥汚泥汚泥のうのうのうのうちちちち 5割割割割がががが製製製製紙紙紙紙業業業業でででで、、、、下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥がががが約約約約 2割割割割というようなというようなというようなというような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういそういそういそういったったったった意意意意味味味味でででで、、、、このこのこのこの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量のののの抑抑抑抑制制制制もももも非非非非常常常常にににに大大大大きなテーマになっているきなテーマになっているきなテーマになっているきなテーマになっているわけですわけですわけですわけです。。。。 

  もうもうもうもう一度一一度一一度一一度一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののほほほほうにうにうにうに話話話話をををを戻戻戻戻しますしますしますします。。。。全全全全体体体体がががが 146 万万万万 1,000 トンあるわけですがトンあるわけですがトンあるわけですがトンあるわけですが、、、、このうこのうこのうこのうちちちちのののの 73％％％％がががが可可可可燃燃燃燃ごごごごみでみでみでみでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減少減少減少減少させていくためにはさせていくためにはさせていくためにはさせていくためには、、、、このこのこのこの可可可可燃燃燃燃ごごごごみをどうみをどうみをどうみをどう減少減少減少減少させてさせてさせてさせていくいくいくいくかかかかというのがというのがというのがというのが一一一一番番番番重要重要重要重要ななななポポポポイントになっているのかなということでイントになっているのかなということでイントになっているのかなということでイントになっているのかなということですすすす。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のフローといいますかのフローといいますかのフローといいますかのフローといいますか、、、、排排排排出出出出処処処処理理理理のののの概概概概要要要要をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。発発発発生生生生量量量量がががが、、、、こここここにありますこにありますこにありますこにあります 156万万万万 4,000 トントントントン、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち集集集集団団団団回回回回収収収収等等等等でででで再再再再生生生生利用利用利用利用されているものがされているものがされているものがされているものが一一一一部部部部ありますありますありますありますがががが、、、、146 万万万万 1,000 トンがトンがトンがトンがごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出されているされているされているされている。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち計画計画計画計画処処処処理理理理量量量量、、、、市市市市町村町村町村町村でででで計画計画計画計画的的的的にににに処処処処理理理理されるものがされるものがされるものがされるものが 145万万万万 7,000 トントントントンごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このうこのうこのうこのうちちちち中中中中間処間処間処間処理理理理がががが 131万万万万トントントントンということでということでということでということで、、、、直直直直接接接接最最最最終処終処終処終処分分分分にいくものにいくものにいくものにいくものなどなどなどなど、、、、いろいろありましていろいろありましていろいろありましていろいろありまして、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量はははは 18 万万万万 5,000 トントントントンでででで約約約約 12％％％％、、、、全全全全体体体体のののの 1割割割割程程程程度度度度がががが最最最最終処終処終処終処分分分分されるということですされるということですされるということですされるということです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用がががが 21％％％％、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ見見見見るとるとるとると相当相当相当相当いいいいいいいい数数数数字字字字のようなのようなのようなのような感感感感じじじじもするわけですがもするわけですがもするわけですがもするわけですが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ここでここでここでここで 84％％％％、、、、131万万万万 7,000 トンがトンがトンがトンが中中中中間処間処間処間処理理理理されてまいりますされてまいりますされてまいりますされてまいります。。。。そそそそのののの中中中中間処間処間処間処理理理理というものがどういうというものがどういうというものがどういうというものがどういう処処処処理理理理かということですがかということですがかということですがかということですが、、、、これはそのこれはそのこれはそのこれはその内内内内訳訳訳訳をををを見見見見たものでたものでたものでたものでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな形形形形でででで出出出出たたたたごごごごみがみがみがみが中中中中間処間処間処間処理理理理されされされされますますますますがががが、、、、粗粗粗粗大大大大ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理施設施設施設施設へへへへ行行行行ったりったりったりったり、、、、資源化施設資源化施設資源化施設資源化施設へへへへ回回回回るものるものるものるもの、、、、ごごごごみみみみ燃燃燃燃料料料料ということでということでということでということで、、、、サーマルサーマルサーマルサーマル利用利用利用利用されるものされるものされるものされるものなどなどなどなど、、、、いいいいろいろあるわけですろいろあるわけですろいろあるわけですろいろあるわけです。。。。たたたただだだだ、、、、ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、78.8％％％％、、、、8 割割割割近近近近くはくはくはくは直直直直接接接接焼焼焼焼却却却却ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは燃燃燃燃ややややされてしまうされてしまうされてしまうされてしまう。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな処処処処理理理理をされたをされたをされたをされた上上上上でででで 81％％％％、、、、これがこれがこれがこれが焼焼焼焼却却却却されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。そのそのそのその燃燃燃燃ややややしたものをしたものをしたものをしたものを、、、、灰灰灰灰ののののセセセセメメメメントントントント加工加工加工加工等等等等でででで確確確確かにかにかにかに再再再再生生生生利用利用利用利用されているものもあるされているものもあるされているものもあるされているものもあるののののですがですがですがですが、、、、多多多多くはくはくはくは最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場へへへへ行行行行ってってってって、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てらてらてらてられているというれているというれているというれているという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ですからですからですからですから、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですがですがですがですが、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量、、、、18万万万万 5,000 トンのトンのトンのトンの内内内内訳訳訳訳をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったったようにようにようにように、、、、確確確確かにかにかにかに直直直直接接接接最最最最初初初初からからからから埋埋埋埋めめめめ立立立立てられるものもありますがてられるものもありますがてられるものもありますがてられるものもありますが、、、、7 割割割割以以以以上上上上はははは焼焼焼焼却却却却灰灰灰灰のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てとてとてとてということになりますいうことになりますいうことになりますいうことになります。。。。 一方一方一方一方、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場のののの残余残余残余残余容容容容量量量量、、、、残余残余残余残余年年年年数数数数をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、年年年年々々々々残余残余残余残余年年年年数数数数、、、、確確確確かにかにかにかに新新新新しくしくしくしく最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場がががが作作作作られたりしましてられたりしましてられたりしましてられたりしまして残余残余残余残余年年年年数数数数がががが延延延延びているびているびているびている部部部部分分分分もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、16 年年年年度度度度末末末末はははは 7.9 年年年年ぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで下下下下がっているということでがっているということでがっているということでがっているということで、、、、灰灰灰灰のののの最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場のののの確確確確保保保保がががが非非非非常常常常にににに大大大大変変変変なななな問問問問題題題題になってきておりますになってきておりますになってきておりますになってきております。。。。ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量はははは 18 万万万万 5,000トンですトンですトンですトンです。。。。公共公共公共公共、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの最最最最終処終処終処終処分分分分場場場場のののの確確確確保保保保がががが困困困困難難難難になってになってになってになって、、、、民民民民間間間間業業業業者者者者委委委委託託託託にににに回回回回るるるる部部部部分分分分がががが相相相相当当当当出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。委委委委託託託託でででで埋埋埋埋めめめめ立立立立てをするということでてをするということでてをするということでてをするということで、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量のののの 7.9％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる 1 万万万万 4,660トンがトンがトンがトンが、、、、長長長長野県野県野県野県、、、、群群群群馬馬馬馬県県県県というようなというようなというようなというような県県県県外外外外のののの民民民民間間間間事業事業事業事業者者者者にににに灰灰灰灰処処処処理理理理がががが任任任任されているんですされているんですされているんですされているんですねねねね。。。。県内県内県内県内のののの民民民民間間間間事業事業事業事業者者者者ににににもももも 2.5%のののの 4,566 トントントントンがががが委委委委託託託託されているされているされているされている。。。。このようにこのようにこのようにこのように約約約約 10％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが民民民民間間間間事業事業事業事業者者者者にににに委委委委託託託託ということでということでということでということで外外外外にににに出出出出ているかているかているかているか、、、、処処処処分分分分されているされているされているされている。。。。これにこれにこれにこれにつつつついていていていて私私私私どもはどもはどもはどもは非非非非常常常常にににに危危危危機意識機意識機意識機意識とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、問問問問題題題題意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって、、、、皆皆皆皆さんはもうさんはもうさんはもうさんはもうごごごご存存存存じじじじかもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれども、、、、大大大大井川井川井川井川のののの河河河河口口口口ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション事業事業事業事業というのをというのをというのをというのをややややろうということでろうということでろうということでろうということで、、、、これはこれはこれはこれは灰灰灰灰をををを洗浄洗浄洗浄洗浄してしてしてして、、、、セセセセメメメメントントントント材材材材料料料料にしにしにしにしてててて、、、、県県県県外外外外へへへへ持持持持ちちちち出出出出すことはもすことはもすことはもすことはもちちちちろんろんろんろん、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てることもてることもてることもてることもややややめたいめたいめたいめたい。。。。それをそれをそれをそれを企業企業企業企業誘誘誘誘致致致致というというというという形形形形ででででややややりたいということでりたいということでりたいということでりたいということで計画計画計画計画をををを進進進進めているわけですがめているわけですがめているわけですがめているわけですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、大大大大井川町井川町井川町井川町とととと県県県県のののの間間間間でででで話話話話ががががちちちちょょょょっとっとっとっとつつつつかなくなりましてかなくなりましてかなくなりましてかなくなりまして、、、、今今今今、、、、進進進進めめめめ方方方方がががが宙宙宙宙にににに浮浮浮浮いているといういているといういているといういているという状況状況状況状況ですがですがですがですが、、、、何何何何ととととかしてこういったことをかしてこういったことをかしてこういったことをかしてこういったことを進進進進めたいというめたいというめたいというめたいという思思思思いはいはいはいは持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そのそのそのその原原原原点点点点といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、そそそそのののの思思思思いがいがいがいが今今今今言言言言ったったったったようなようなようなような数数数数字字字字にににに見見見見られるとおりでられるとおりでられるとおりでられるとおりでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 
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これはこれはこれはこれは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの再再再再生生生生利用利用利用利用のののの内内内内訳訳訳訳ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり紙紙紙紙類類類類のののの再再再再生生生生利用利用利用利用がががが多多多多いわけでいわけでいわけでいわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。続続続続いていていていて金金金金属属属属類類類類、、、、ガガガガラスラスラスラス類類類類ととととごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの燃燃燃燃えるえるえるえるごごごごみなどみなどみなどみなどのののの中中中中にもにもにもにも相当相当相当相当ままままだだだだ紙紙紙紙類類類類というようなものがあというようなものがあというようなものがあというようなものがありますりますりますります。。。。ですからですからですからですから、、、、紙紙紙紙をををを分分分分別別別別するするするする等等等等々々々々がこれからまがこれからまがこれからまがこれからまだだだだ重要重要重要重要であるとであるとであるとであると思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。 一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、参参参参考考考考までにここでまでにここでまでにここでまでにここで挙挙挙挙げげげげてありますがてありますがてありますがてありますが、、、、産業産業産業産業廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ここにありますようにここにありますようにここにありますようにここにありますように、、、、年年年年間間間間 1,200 万万万万トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの発発発発生生生生量量量量になっになっになっになっておりますておりますておりますております。。。。排排排排出出出出量量量量としてとしてとしてとしてはははは 1,100万万万万トントントントン。。。。このうこのうこのうこのうちちちち、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量量はははは 38％％％％にににに当当当当たるたるたるたる 438万万万万トンでトンでトンでトンで、、、、約約約約 4割割割割近近近近くくくくはははは再再再再生生生生利用利用利用利用されているされているされているされている。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどとどとどとどと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、減量減量減量減量化等化等化等化等ががががあってあってあってあって、、、、9％％％％のののの最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量になっているになっているになっているになっているというというというという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつついていていていて、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったようにったようにったようにったように、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥がががが 6割割割割をををを占占占占めているということでめているということでめているということでめているということで、、、、そのそのそのその内内内内訳訳訳訳のののの最最最最もももも多多多多いものとしていものとしていものとしていものとして製製製製紙汚泥紙汚泥紙汚泥紙汚泥、、、、それからそれからそれからそれから下下下下水水水水道汚泥道汚泥道汚泥道汚泥というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが多多多多いいいい。。。。これらにこれらにこれらにこれらにつつつついていていていてもももも、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったゼロエミッションったゼロエミッションったゼロエミッションったゼロエミッション事業事業事業事業のののの中中中中ではではではでは、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥をををを灰灰灰灰にしてにしてにしてにして、、、、さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれをセセセセメメメメントントントント材材材材料料料料等等等等のののの形形形形でででで使使使使ってってってってリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルしていきたいしていきたいしていきたいしていきたい、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。そのそのそのその業業業業種種種種別別別別のののの内内内内訳訳訳訳ががががこれでこれでこれでこれでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、パルプ・パルプ・パルプ・パルプ・紙紙紙紙、、、、それからそれからそれからそれから非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属などのなどのなどのなどの製製製製造造造造業業業業がががが 55％％％％、、、、建建建建設業設業設業設業がががが 2 割割割割ぐぐぐぐららららいをいをいをいを占占占占めているめているめているめている、、、、こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況ですですですです。。。。 そういったそういったそういったそういった状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、このこのこのこの 3 月月月月にににに静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成静岡県循環型社会形成計画計画計画計画というものをというものをというものをというものを作作作作りりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱がががが、、、、このこのこのこの Reduce、、、、Reuse、、、、Recycle というというというという 3R のののの推進推進推進推進ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。計画計画計画計画期間期間期間期間をををを平平平平成成成成 18 年度年度年度年度からからからから平平平平成成成成 22 年度年度年度年度までとまでとまでとまでとしししし、、、、県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成というもというもというもというものをのをのをのを基本基本基本基本目目目目標標標標にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。そのそのそのその内内内内訳訳訳訳としてはとしてはとしてはとしては、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたようなたようなたようなたような数値数値数値数値目目目目標標標標をををを設設設設けてけてけてけて、、、、具具具具体的体的体的体的にそれをどうにそれをどうにそれをどうにそれをどう達達達達成成成成していくかしていくかしていくかしていくか、、、、どこどこどこどこまでまでまでまで今今今今いっているかということをいっているかということをいっているかということをいっているかということをチチチチェックしてェックしてェックしてェックして、、、、うまうまうまうまくいっていなけれくいっていなけれくいっていなけれくいっていなければばばば数数数数字字字字をををを見見見見直直直直したりしたりしたりしたり、、、、方方方方法法法法をををを見見見見直直直直したりしてしたりしてしたりしてしたりして進進進進めようということでめようということでめようということでめようということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてのイけてのイけてのイけてのイメメメメージージージージ図図図図ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成のためにはのためにはのためにはのためには、、、、まずまずまずまず、、、、資源資源資源資源投入投入投入投入量量量量をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを生生生生産活動産活動産活動産活動のののの中中中中でなるでなるでなるでなるべべべべくくくく長長長長くくくく使使使使いいいい、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動でのでのでのでの天然天然天然天然資源資源資源資源のののの消費消費消費消費をををを抑抑抑抑制制制制していくしていくしていくしていく。。。。生生生生産産産産されされされされ、、、、それがそれがそれがそれが消費消費消費消費されされされされ、、、、使使使使用用用用されていされていされていされているわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを簡簡簡簡単単単単にににに廃棄廃棄廃棄廃棄しないでしないでしないでしないで、、、、これをこれをこれをこれを使使使使いいいい終終終終わったものでもわったものでもわったものでもわったものでも繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして使使使使うといううといううといううというリユリユリユリユースースースース、、、、再再再再使使使使用用用用をををを進進進進めようということでめようということでめようということでめようということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄されたものもされたものもされたものもされたものも、、、、簡簡簡簡単単単単にににに処処処処理理理理してしてしてして最最最最終処終処終処終処分分分分ということにしないでということにしないでということにしないでということにしないで、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用をををを行行行行うううう。。。。何何何何かかかか違違違違うううう形形形形ででででリリリリサイクルといいますかサイクルといいますかサイクルといいますかサイクルといいますか、、、、例例例例ええええばばばば、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言ったようなったようなったようなったような、、、、灰灰灰灰ををををセセセセメメメメントにするントにするントにするントにする等等等等々々々々ののののリリリリサイクルをしていこうとサイクルをしていこうとサイクルをしていこうとサイクルをしていこうと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても使使使使えないものえないものえないものえないものだだだだけということにしてけということにしてけということにしてけということにして、、、、それをそれをそれをそれを適適適適正正正正にににに処処処処分分分分していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの辺辺辺辺のののの進進進進めめめめ方方方方がががが大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題ででででごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるそういったによるそういったによるそういったによるそういった循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会形成形成形成形成をををを 4つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドド、、、、たびたびたびたびたびたびたびたび先先先先ほほほほどからどからどからどから言言言言ってってってっていますがいますがいますがいますが、、、、今日今日今日今日のののの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは、、、、特特特特定定定定のののの地域地域地域地域とかとかとかとか、、、、特特特特定定定定のののの企業企業企業企業、、、、産業産業産業産業によってによってによってによって起起起起こされるものではこされるものではこされるものではこされるものではなくてなくてなくてなくて、、、、普通普通普通普通のののの県民県民県民県民生生生生活活活活のののの中中中中からからからから起起起起きてしまうものがきてしまうものがきてしまうものがきてしまうものが多多多多いということでいということでいということでいということでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆様様様様のののの総参加総参加総参加総参加のののの中中中中でででで進進進進めていきたいということでめていきたいということでめていきたいということでめていきたいということで、、、、ここにここにここにここに県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加ということをということをということをということをキキキキーワーーワーーワーーワードドドドににににしてしてしてしてごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドのののの 2 つつつつ目目目目はははは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから言言言言っているっているっているっている 3R のののの推進推進推進推進。。。。それからそれからそれからそれから、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドのののの 3 つつつつ目目目目はははは、、、、安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全。。。。例例例例ええええばばばば、、、、3R によってによってによってによって廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの再再再再生生生生利用等利用等利用等利用等をををを進進進進めますめますめますめます。。。。後後後後でででで説説説説明明明明いたいたいたいたしますがしますがしますがしますが、、、、県県県県ののののリリリリササササイクルイクルイクルイクル製製製製品認品認品認品認定定定定制制制制度度度度ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういったものにそういったものにそういったものにそういったものにつつつついてもいてもいてもいても、、、、安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全ということをということをということをということを 1つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにしていきたいにしていきたいにしていきたいにしていきたい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつがががが、、、、これはこれはこれはこれは静岡県静岡県静岡県静岡県のののの 1つつつつののののキキキキャャャャッッッッチチチチフフフフレレレレーズになっておりますがーズになっておりますがーズになっておりますがーズになっておりますが、「、「、「、「創知創知創知創知協働協働協働協働」、」、」、」、みんなでみんなでみんなでみんなで知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって、、、、協力協力協力協力してしてしてして、、、、



 123

こういったこういったこういったこういった循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成していこうというしていこうというしていこうというしていこうという、、、、そういったそういったそういったそういった 4つつつつののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 まずまずまずまず、、、、第第第第 1 にににに、、、、このこのこのこの計画計画計画計画のののの中中中中ではではではでは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、くどくくどくくどくくどく言言言言っていますっていますっていますっています、、、、県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの推進推進推進推進ということでということでということでということで、、、、「「「「“まずはまずはまずはまずは 1割割割割”ごごごごみみみみ削減運削減運削減運削減運動動動動」」」」というというというというもももものをのをのをのを展開展開展開展開しようというこしようというこしようというこしようということでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。多様多様多様多様なななな主体主体主体主体がががが連連連連携携携携してこれらのしてこれらのしてこれらのしてこれらの事業事業事業事業をををを進進進進めていかなめていかなめていかなめていかなけれけれけれければばばばならないならないならないならない、、、、そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、後後後後ほほほほどまたどまたどまたどまたごごごご紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、テテテテレレレレビビビビでのでのでのでのココココマーシマーシマーシマーシャャャャルとかルとかルとかルとか、、、、いろいろいろいろいいいいろろろろなことをしながらなことをしながらなことをしながらなことをしながら皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに気気気気づいていたづいていたづいていたづいていただだだだいていていていて、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを作作作作ってってってっていこうといこうといこうといこうといういういういう活動活動活動活動ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

2 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱、、、、戦戦戦戦略略略略にはにはにはには、、、、各各各各種種種種リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの円円円円滑滑滑滑なななな推進等推進等推進等推進等々々々々、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを総総総総合的合的合的合的にににに進進進進めていめていめていめていこうということでこうということでこうということでこうということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。各分野各分野各分野各分野でのでのでのでの自主的自主的自主的自主的ななななリリリリサイクルももサイクルももサイクルももサイクルももちちちちろんろんろんろん法法法法律律律律のもとでのもとでのもとでのもとで進進進進められめられめられめられておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、そういったそういったそういったそういったリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製製製製品品品品のののの認認認認定定定定とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境ビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、そういったもそういったもそういったもそういったものをのをのをのを振興振興振興振興することによってすることによってすることによってすることによってリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

3 つつつつ目目目目はははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理におけるにおけるにおけるにおける安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全のののの確確確確保保保保ということでということでということでということで、、、、地地地地元元元元でででで、、、、住住住住民民民民参加参加参加参加によりによりによりによりますますますます分分分分別別別別収収収収集集集集などなどなどなど、、、、市市市市町町町町のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理行政理行政理行政理行政等等等等々々々々でもでもでもでも非非非非常常常常にににに頑頑頑頑張張張張っていたっていたっていたっていただだだだいておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、そそそそういったところういったところういったところういったところとととと力力力力をををを合合合合わせてといいますかわせてといいますかわせてといいますかわせてといいますか、、、、県県県県でもでもでもでも支援支援支援支援してしてしてして進進進進めていきたいということでめていきたいということでめていきたいということでめていきたいということで、、、、3つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。 

4 つつつつ目目目目はははは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理におけるにおけるにおけるにおける安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全のののの確確確確保保保保ということでということでということでということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これにこれにこれにこれにつつつついいいいてもてもてもても後後後後でスライでスライでスライでスライドドドドででででごごごご紹介紹介紹介紹介をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、目目目目がががが離離離離せないといいますせないといいますせないといいますせないといいますかかかか、、、、若干若干若干若干心心心心配配配配なななな状況状況状況状況でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。 

  5 つつつつ目目目目のののの戦戦戦戦略略略略がががが、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためのシステムのためのシステムのためのシステムのためのシステム整備整備整備整備ということでということでということでということで、、、、これらこれらこれらこれら全全全全体体体体をををを進進進進めるためるためるためるためのいろいろなめのいろいろなめのいろいろなめのいろいろな処処処処理行政理行政理行政理行政のののの体体体体制制制制のののの整備整備整備整備でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション事業事業事業事業のののの推進推進推進推進でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物へへへへどのようにどのようにどのようにどのように公共公共公共公共関関関関与与与与していくしていくしていくしていくべべべべきかきかきかきかににににつつつついてのいてのいてのいての研究研究研究研究、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、災災災災害害害害がががが起起起起きますときますときますときますと非非非非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物がががが出出出出てくるてくるてくるてくる可能可能可能可能性性性性がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてもいてもいてもいても、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの円円円円滑滑滑滑なななな処処処処理理理理をしていこうをしていこうをしていこうをしていこうということでということでということでということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどのどのどのどの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理のののの話話話話ににににちちちちょょょょっとっとっとっと戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、具具具具体的体的体的体的なななな目目目目標標標標数値数値数値数値をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度だだだだけここけここけここけここでででで確確確確認認認認しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。排排排排出出出出量量量量はははは、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度にににに対対対対しましてしましてしましてしまして全全全全体体体体でででで 146 万万万万 1,000 トンありますがトンありますがトンありますがトンありますが、、、、それをそれをそれをそれを 131万万万万 5,000 トンにトンにトンにトンに、、、、1割削減割削減割削減割削減しようということでしようということでしようということでしようということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは 1人人人人 1日日日日にににに換換換換算算算算ししししますとますとますとますと、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったようにったようにったようにったように、、、、1,054g をををを 949g、、、、105g 減減減減らすというらすというらすというらすという目目目目標標標標になりますになりますになりますになります。。。。再再再再生生生生利用利用利用利用はははは、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のののの段段段段階階階階でででで 21％％％％、、、、それをそれをそれをそれを 30％％％％までまでまでまで上上上上げげげげたいというたいというたいというたいという目目目目標標標標にしていますにしていますにしていますにしています。。。。そのそのそのその結結結結果果果果としてとしてとしてとして、、、、最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量をををを平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のののの 12％％％％からからからから 6％％％％にににに削減削減削減削減するするするする、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形ですですですです。。。。 

  産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、目目目目標標標標をををを高高高高くくくく掲掲掲掲げげげげることはできませんることはできませんることはできませんることはできませんののののでででで、、、、平平平平成成成成 15 年度年度年度年度のののの同水同水同水同水準準準準でででで推推推推移移移移をしたいというようなことでをしたいというようなことでをしたいというようなことでをしたいというようなことで掲掲掲掲げげげげていますていますていますています。。。。再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率 38％％％％というというというという数数数数字字字字ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これをこれをこれをこれを 5％％％％引引引引きききき上上上上げげげげてててて 43％％％％にするにするにするにする。。。。最最最最終処終処終処終処分分分分量量量量ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、8％％％％ですですですですがががが、、、、6％％％％までまでまでまで引引引引きききき下下下下げげげげていきたいていきたいていきたいていきたい、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  戦戦戦戦略略略略 1 のののの、、、、県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの推進推進推進推進ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、ここにありここにありここにありここにありますますますます、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運運運運動動動動のののの拡大拡大拡大拡大やややや、、、、目指目指目指目指せせせせごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロココココンテストンテストンテストンテスト、、、、統統統統一一一一美美美美化化化化運運運運動動動動、、、、業界業界業界業界へへへへのののの指指指指導導導導というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで進進進進めていこうということですめていこうということですめていこうということですめていこうということです。。。。「「「「“まずはまずはまずはまずは 1割割割割”ごごごごみみみみ削減運削減運削減運削減運動動動動」」」」ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、皆皆皆皆様様様様のののの主体的主体的主体的主体的なななな努努努努力力力力ににににおおおお願願願願いをしたいということでいをしたいということでいをしたいということでいをしたいということで、、、、わかりわかりわかりわかりややややすくということにすくということにすくということにすくということに重重重重点点点点をををを置置置置いていていていて広広広広報活動報活動報活動報活動をををを進進進進めているとめているとめているとめているところですころですころですころです。。。。ここにここにここにここに掲掲掲掲げげげげましたのはましたのはましたのはましたのは、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの一環一環一環一環ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ごごごごみみみみ削減削減削減削減マニマニマニマニュュュュアルアルアルアルというようなものをというようなものをというようなものをというようなものを作作作作りりりりましてましてましてまして、、、、わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、ライフスライフスライフスライフスタイルのタイルのタイルのタイルの見見見見直直直直しとかしとかしとかしとか、、、、資源資源資源資源ややややものをものをものをものを大大大大切切切切にににに扱扱扱扱おうというおうというおうというおうという心心心心などなどなどなど、、、、そういそういそういそういったったったった趣旨趣旨趣旨趣旨でででで、、、、これらのマこれらのマこれらのマこれらのマ
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ニニニニュュュュアルをアルをアルをアルを市市市市やややや町町町町、、、、団体団体団体団体のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの活動活動活動活動をををを通通通通じじじじてててて県民県民県民県民のののの皆皆皆皆様様様様にににに広広広広くくくく配配配配付付付付してしてしてして、、、、気気気気づいていたづいていたづいていたづいていただだだだここここうというようなうというようなうというようなうというような考考考考えでえでえでえで取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、一方一方一方一方、、、、ここここちちちちらはらはらはらは、、、、自自自自己点己点己点己点検検検検表表表表というというというというものでものでものでもので、、、、資源資源資源資源循環型循環型循環型循環型のライフスタイルをしていたのライフスタイルをしていたのライフスタイルをしていたのライフスタイルをしていただだだだくためにくためにくためにくために、、、、重要重要重要重要ななななポポポポイントにイントにイントにイントにつつつついておいておいておいてお知知知知らせをしていらせをしていらせをしていらせをしていますますますます。。。。判判判判定定定定法法法法としてとしてとしてとして 18 個個個個すすすすべべべべててててチチチチェックがェックがェックがェックがつつつつけけけけばばばば、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは 3R のののの達達達達人人人人ですというようなですというようなですというようなですというような内容内容内容内容でででで、、、、皆皆皆皆さんをさんをさんをさんを勧奨勧奨勧奨勧奨するというかするというかするというかするというか、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方向向向向へへへへ誘誘誘誘導導導導しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、毎毎毎毎月月月月 1 回回回回県県県県がががが新聞新聞新聞新聞折折折折りりりり込込込込みでみでみでみで県民県民県民県民にににに配配配配付付付付していますしていますしていますしています「「「「県民県民県民県民だだだだよりよりよりより」」」」といといといというううう広広広広報報報報紙紙紙紙ですですですです。。。。このこのこのこの中中中中でもでもでもでも、、、、「「「「“まずはまずはまずはまずは 1割割割割”ごごごごみみみみ削減削減削減削減」」」」運運運運動動動動でででで、、、、1人人人人 1日日日日 75 g減減減減らしていきましらしていきましらしていきましらしていきましょょょょうということうということうということうということでででで、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、１１１１人人人人 1 日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの 1,054g のののの約約約約 7 割割割割がががが事業事業事業事業所所所所以以以以外外外外のののの家家家家庭庭庭庭ごごごごみということもみということもみということもみということもあってあってあってあって、、、、そのそのそのその 1 割割割割ということでということでということでということで、、、、75g のののの各各各各家家家家庭庭庭庭ののののごごごごみをみをみをみを減減減減らしてくらしてくらしてくらしてくだだだださいというおさいというおさいというおさいというお願願願願いをしたもいをしたもいをしたもいをしたものでのでのでのでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました「「「「ごごごごみゼロアイみゼロアイみゼロアイみゼロアイデデデデアアアアココココンテストンテストンテストンテスト」」」」ですですですです。。。。さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみがあるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけですが、、、、役役役役人人人人がががが考考考考えたというものえたというものえたというものえたというものだだだだけではけではけではけでは何何何何かかかか実実実実がありませんということでがありませんということでがありませんということでがありませんということで、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、「、「、「、「ごごごごみゼロアイみゼロアイみゼロアイみゼロアイデデデデアアアアココココンテストンテストンテストンテスト」」」」をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしておりましてましてましてまして、、、、広広広広くくくく県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、小小小小学学学学校校校校のののの方方方方、、、、中中中中学学学学・・・・高校高校高校高校でもいいですよとでもいいですよとでもいいですよとでもいいですよと、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで応応応応募募募募をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、それをそれをそれをそれを表表表表彰彰彰彰をするとをするとをするとをすると同時同時同時同時にににに、、、、県県県県内内内内にににに広広広広げげげげていこうというようなていこうというようなていこうというようなていこうというような取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。最最最最優優優優秀秀秀秀賞賞賞賞というのにはというのにはというのにはというのには 1点点点点、、、、図図図図書書書書券券券券がががが 3万万万万円円円円出出出出まままますというようなことですというようなことですというようなことですというようなことでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方もまたもまたもまたもまた来来来来年以降年以降年以降年以降、、、、ぜひぜひぜひぜひ応応応応募募募募をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと、、、、ここここのようにのようにのようにのように思思思思いますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの 1 つつつつででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。マイマイマイマイカカカカップということでップということでップということでップということで、、、、県県県県庁庁庁庁内内内内にににに幾幾幾幾つつつつかかかか自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、そういったところのそういったところのそういったところのそういったところの中中中中にににに紙紙紙紙ココココップがップがップがップが入入入入っているっているっているっている方方方方式式式式のものがのものがのものがのものがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、このこのこのこの機機機機械械械械がががが県県県県庁庁庁庁のののの中中中中にににに 5台台台台ありますありますありますあります。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち 3台台台台はははは、、、、こういったマイこういったマイこういったマイこういったマイカカカカップでップでップでップで使使使使えるようなえるようなえるようなえるような形形形形にににに改改改改良良良良をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての紙紙紙紙ココココップをップをップをップを使使使使わずわずわずわず、、、、マイマイマイマイカカカカップをップをップをップを使使使使いましいましいましいましょょょょうとうとうとうと、、、、ここここういったういったういったういった取取取取りりりり組組組組みをしておりますみをしておりますみをしておりますみをしております。。。。今今今今年年年年もうもうもうもう一一一一台台台台増増増増ややややしてしてしてして 4台台台台にするにするにするにする予定予定予定予定ですがですがですがですが、、、、実実実実態態態態としてはとしてはとしてはとしては約約約約 2割割割割とまでいかないでとまでいかないでとまでいかないでとまでいかないで、、、、14％％％％ぐぐぐぐらいがこういうマイらいがこういうマイらいがこういうマイらいがこういうマイカカカカップップップップをををを利用利用利用利用しているしているしているしているということですがということですがということですがということですが、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、数数数数字字字字がががが多多多多いかいかいかいか少少少少ないかないかないかないか、、、、外外外外からからからから見見見見えているおえているおえているおえているお客客客客さんもさんもさんもさんも多多多多いということもありまいということもありまいということもありまいということもありますのですのですのですので、、、、県県県県のののの職職職職員員員員のののの中中中中にはにはにはには相当相当相当相当浸透浸透浸透浸透しているのかなとしているのかなとしているのかなとしているのかなと、、、、こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも 1つつつつのののの象象象象徴徴徴徴的的的的なななな事業事業事業事業ととととししししてててて県県県県でででで取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、戦戦戦戦略略略略のののの 2 つつつつ目目目目はははは、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進ということでということでということでということで、、、、これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては容容容容器包器包器包器包装装装装リリリリサイサイサイサイクルのクルのクルのクルの推進推進推進推進、、、、製製製製紙紙紙紙汚泥汚泥汚泥汚泥やややや下下下下水水水水汚泥汚泥汚泥汚泥ののののリリリリサイクルというようなことをサイクルというようなことをサイクルというようなことをサイクルというようなことを進進進進めようとしているわけですめようとしているわけですめようとしているわけですめようとしているわけです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、古古古古紙紙紙紙ののののリリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということで、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった製製製製紙紙紙紙スラッジスラッジスラッジスラッジ等等等等がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。ここここういったういったういったういったペペペペーパースラッジをーパースラッジをーパースラッジをーパースラッジを、、、、王王王王子子子子製製製製紙紙紙紙さんがさんがさんがさんが紙紙紙紙にそのままにそのままにそのままにそのまま再再再再生生生生利用利用利用利用するということでするということでするということでするということで、、、、進進進進めてめてめてめていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。私私私私もももも今今今今名名名名刺刺刺刺をををを持持持持っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、私私私私のののの名名名名刺刺刺刺もももも 100％％％％再再再再生生生生されたされたされたされた紙紙紙紙をををを使使使使っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。こういったこういったこういったこういったリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今日今日今日今日もももも、、、、長長長長島島島島さんがさんがさんがさんが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工業業業業さんがさんがさんがさんが取取取取りりりり組組組組まれておりますまれておりますまれておりますまれております BDF、、、、県県県県庁庁庁庁ででででもももも食食食食堂堂堂堂からからからから出出出出るるるる油油油油をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、そのそのそのその BDF をををを使使使使っっっってててて省省省省エネエネエネエネ、、、、リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに努努努努めてめてめてめておりますおりますおりますおります。。。。 

  平平平平成成成成 17 年度年度年度年度からからからから、、、、こういうこういうこういうこういう静岡県静岡県静岡県静岡県ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製製製製品認品認品認品認定制定制定制定制度度度度というものをというものをというものをというものを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度
5 製製製製品品品品がががが認認認認定定定定されていますされていますされていますされています。。。。これをこれをこれをこれを平平平平成成成成 22 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに 100 品目品目品目品目までにまでにまでにまでに増増増増加加加加していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。こんこんこんこんなななな活動活動活動活動もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物におけるにおけるにおけるにおける安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全のののの確確確確保保保保。。。。住住住住民民民民参加参加参加参加によるによるによるによる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理行政行政行政行政。。。。分分分分別別別別等等等等をををを進進進進めてめてめてめて、、、、ごごごごみをみをみをみを減減減減らそうというようなことらそうというようなことらそうというようなことらそうというようなことででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後 3時時時時からのからのからのからの休憩休憩休憩休憩のときにのときにのときにのときに紹介紹介紹介紹介するとするとするとすると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、「「「「立立立立派派派派ななななごごごごみみみみ編編編編」」」」とととと、「、「、「、「ごごごごめんなさいめんなさいめんなさいめんなさい編編編編」」」」のののの 2 本本本本をををを、、、、今今今今、、、、テテテテレレレレビビビビでもでもでもでもココココマーシマーシマーシマーシャャャャルをルをルをルをややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 
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  それからそれからそれからそれから、、、、4 つつつつ目目目目としてとしてとしてとして、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理におけるにおけるにおけるにおける安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全ということでということでということでということで、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量もももも非非非非常常常常にににに増増増増えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを減減減減らすこととらすこととらすこととらすことと同時同時同時同時にににに、、、、適適適適正正正正にににに処処処処理理理理されるようなされるようなされるようなされるような指指指指導導導導をををを強化強化強化強化していくしていくしていくしていく。。。。これはこれはこれはこれは富士富士富士富士山山山山ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのそのごごごごみのみのみのみの撤撤撤撤去作去作去作去作業業業業のののの絵絵絵絵ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こういこういこういこういったすったすったすったすばばばばらしいらしいらしいらしい景景景景色色色色のののの中中中中にににに不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄がされるがされるがされるがされる。。。。これもこれもこれもこれも昨昨昨昨年年年年、、、、テテテテレレレレビビビビでででで放放放放映映映映されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、夜夜夜夜間間間間、、、、不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄をしたをしたをしたをした者者者者ががががいていていていて、、、、それをそれをそれをそれを警警警警察察察察がががが逮捕逮捕逮捕逮捕したというしたというしたというしたという生生生生々々々々しいしいしいしい絵絵絵絵がががが流流流流されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、このこのこのこの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄をををを減減減減らしていこうというらしていこうというらしていこうというらしていこうという努努努努力力力力をしていますをしていますをしていますをしています。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、件件件件数数数数自体自体自体自体はははは若干若干若干若干減減減減っっっっていますていますていますています。。。。たたたただだだだ、、、、どうもどうもどうもどうも富士富士富士富士山山山山麓麓麓麓のののの件件件件数数数数がががが減減減減らないでらないでらないでらないで、、、、ここここここここへへへへきてまたきてまたきてまたきてまた反反反反転転転転してしてしてして増増増増ええええておりておりておりており、、、、富富富富士士士士山山山山周周周周辺辺辺辺のののの不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄をををを減減減減らしたいということでらしたいということでらしたいということでらしたいということで、、、、不不不不法投棄防止対策法投棄防止対策法投棄防止対策法投棄防止対策ととととしてしてしてして、、、、県県県県のののの職職職職員員員員がががが監監監監視視視視をいをいをいをいたしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、年年年年間間間間 24 回回回回以以以以上上上上、、、、深深深深夜夜夜夜、、、、夜間夜間夜間夜間監監監監視視視視をしているをしているをしているをしている。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、通通通通常常常常のパトロールをしているわけでのパトロールをしているわけでのパトロールをしているわけでのパトロールをしているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ネッネッネッネットワークトワークトワークトワーク推進会議推進会議推進会議推進会議というというというというもももものをのをのをのを組組組組織織織織してしてしてして、、、、民民民民間間間間のののの方方方方とととと協力協力協力協力ししししてててて統統統統一一一一パトロールパトロールパトロールパトロールををををややややっているっているっているっている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、民民民民間間間間監監監監視視視視員員員員のののの委委委委嘱嘱嘱嘱をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、防防防防災災災災ヘヘヘヘリコリコリコリコプターによるプターによるプターによるプターによる監監監監視視視視をしているをしているをしているをしている。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄のののの監監監監視視視視カカカカメメメメラをラをラをラを稼稼稼稼動動動動させようさせようさせようさせよう、、、、またはまたはまたはまたは条条条条例例例例をををを制定制定制定制定してしてしてして、、、、これからはこれからはこれからはこれからは非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しくしくしくしく取取取取りりりり締締締締まっていこうというまっていこうというまっていこうというまっていこうという、、、、そういったいろいろなそういったいろいろなそういったいろいろなそういったいろいろな取取取取りりりり組組組組みをしているわけでみをしているわけでみをしているわけでみをしているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご理理理理解解解解ととととごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 これがこれがこれがこれが不不不不法投棄防止法投棄防止法投棄防止法投棄防止統統統統一一一一パトロールでパトロールでパトロールでパトロールで見見見見つつつつかったかったかったかった不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄ののののごごごごみのみのみのみの山山山山ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ここここれはれはれはれは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった深深深深夜夜夜夜監監監監視視視視でででで、、、、年年年年にににに 24 回回回回、、、、職職職職員員員員がががが土土土土曜曜曜曜のののの夜夜夜夜からからからから日日日日曜曜曜曜のののの朝朝朝朝までまでまでまで、、、、トラックをとトラックをとトラックをとトラックをとめてめてめてめて、、、、荷荷荷荷物物物物ををををチチチチェックェックェックェックするするするする、、、、こういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをこういうようなことをややややっているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このようにこのようにこのようにこのように県県県県でもでもでもでも様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをしておりますみをしておりますみをしておりますみをしております。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、ナンバーのナンバーのナンバーのナンバーの自動自動自動自動読読読読みみみみ取取取取りりりり装装装装置置置置ということでということでということでということで、、、、写写写写真真真真をををを撮撮撮撮りましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの写写写写真真真真をををを証証証証拠拠拠拠にににに不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄ににににつつつつながるようなながるようなながるようなながるような活動活動活動活動をををを抑抑抑抑制制制制するというようなことでするというようなことでするというようなことでするというようなことで進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、これからこれからこれからこれからごごごご紹介紹介紹介紹介しようとするのはしようとするのはしようとするのはしようとするのは、、、、特特特特定定定定のののの場所場所場所場所ににににカカカカメメメメラをラをラをラを固固固固定定定定してしてしてして設設設設置置置置してしてしてして、、、、ここはここはここはここは不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄のののの最最最最もももも多多多多いいいい場所場所場所場所なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、そこでそこでそこでそこで情情情情報報報報をとってをとってをとってをとって、、、、怪怪怪怪ししししげげげげなななな行行行行動動動動をしているトラックををしているトラックををしているトラックををしているトラックを追追追追及及及及してしてしてして、、、、不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄のののの防止防止防止防止、、、、摘摘摘摘発発発発にににに努努努努めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、このこのこのこの三三三三箇箇箇箇所所所所、、、、国国国国道道道道 469 号号号号とととと県県県県道道道道のののの 72 号号号号、、、、このこのこのこの地地地地区区区区がすがすがすがすごごごごくくくく不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄がががが多多多多いところですいところですいところですいところですのでのでのでので、、、、ここにここにここにここにカカカカメメメメラをラをラをラを設設設設置置置置してしてしてして、、、、県県県県庁庁庁庁でこのでこのでこのでこのカカカカメメメメラのラのラのラの動動動動きをきをきをきを見見見見ることができるることができるることができるることができるシステムをシステムをシステムをシステムを、、、、来来来来年年年年 3 月月月月ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから稼稼稼稼動動動動することになっていますすることになっていますすることになっていますすることになっています。。。。ここでうまくここでうまくここでうまくここでうまくいけいけいけいけばばばば、、、、機機機機械械械械をををを移移移移動動動動するなりするなりするなりするなり、、、、またはまたはまたはまたは増増増増設設設設するなりしてするなりしてするなりしてするなりして、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを増増増増ややややしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えてえてえてえていますいますいますいます。。。。 

  戦戦戦戦略略略略 5 としてはとしてはとしてはとしては、、、、循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためにさまのためにさまのためにさまのためにさまざざざざまなシステムまなシステムまなシステムまなシステム、、、、広広広広域域域域行政行政行政行政をををを進進進進めていくというめていくというめていくというめていくということでことでことでことでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。ごごごごみのみのみのみの焼焼焼焼却却却却施設施設施設施設をををを 1つつつつのののの市市市市、、、、町町町町でででで作作作作るるるるときにはときにはときにはときには非非非非常常常常にににに不不不不効率効率効率効率なわけですのでなわけですのでなわけですのでなわけですので、、、、こういうこういうこういうこういう圏圏圏圏域域域域をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、共共共共同同同同してしてしてして進進進進めていくめていくめていくめていく、、、、ごごごごみのみのみのみの処処処処理理理理のののの広広広広域化域化域化域化というのをというのをというのをというのを進進進進めておりまめておりまめておりまめておりますすすす。。。。このこのこのこの圏圏圏圏域域域域のののの見見見見直直直直ししししをををを現現現現在行在行在行在行ってってってっておりましておりましておりましておりまして、、、、18 年年年年度度度度とととと 19 年度年度年度年度でででで見見見見直直直直してしてしてして、、、、５５５５圏圏圏圏域域域域ぐぐぐぐらいらいらいらいににににしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  これはこれはこれはこれは富士富士富士富士山山山山のきれいなのきれいなのきれいなのきれいな絵絵絵絵がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県らしいらしいらしいらしい取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、最後最後最後最後にににに富士富士富士富士山山山山のののの環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介ししししますますますます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、富士富士富士富士山山山山をををを、、、、世世世世界界界界文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産登登登登録録録録しようというしようというしようというしようという動動動動きがきがきがきがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを機機機機にににに、、、、富士富士富士富士山山山山のののの自自自自然然然然をもっとをもっとをもっとをもっと守守守守っていこうということっていこうということっていこうということっていこうということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話ししたししたししたしした不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄をなくをなくをなくをなくしていきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、富士富士富士富士山山山山のののの山山山山小小小小屋屋屋屋のトイのトイのトイのトイレレレレがががが汚汚汚汚いとかいとかいとかいとか、、、、ごごごごみがみがみがみが落落落落ちちちちているているているているなどなどなどなどとととと言言言言われわれわれわれていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの環境環境環境環境保保保保全全全全をををを進進進進めていこうということめていこうということめていこうということめていこうということにににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話しましたしましたしましたしましたようにようにようにように、、、、世世世世界界界界文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産のののの登登登登録録録録のののの実現実現実現実現ということでということでということでということでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、環境森環境森環境森環境森林部林部林部林部ととととしてはしてはしてはしては、、、、これをこれをこれをこれを機機機機会会会会にににに、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた自自自自然然然然環境環境環境環境のののの宝宝宝宝庫庫庫庫としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のシンのシンのシンのシンボボボボルとしてルとしてルとしてルとして富士富士富士富士山山山山のののの保保保保
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全全全全にににに努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産のののの中中中中でででで、、、、バイオトイバイオトイバイオトイバイオトイレレレレのののの整備整備整備整備、、、、ごごごごみのみのみのみの減量減量減量減量化化化化、、、、不不不不法投棄法投棄法投棄法投棄、、、、それからそれからそれからそれから植植植植生生生生、、、、森森森森林林林林のののの再再再再生生生生、、、、富士富士富士富士山山山山ネットワーネットワーネットワーネットワークククク等等等等とととと連連連連携携携携したしたしたした活動活動活動活動、、、、そういうそういうそういうそういう公公公公園園園園等等等等のののの整備整備整備整備等等等等々々々々、、、、いろいろありますのでいろいろありますのでいろいろありますのでいろいろありますので、、、、これをこれをこれをこれを一体的一体的一体的一体的にににに環境環境環境環境整備整備整備整備のののの象象象象徴徴徴徴的的的的なななな事業事業事業事業としてとしてとしてとして進進進進めていこうめていこうめていこうめていこうということですということですということですということです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、富士富士富士富士山山山山ののののトイトイトイトイレレレレですですですです。。。。ここにここにここにここに、、、、おがくずをおがくずをおがくずをおがくずを入入入入れてありましてれてありましてれてありましてれてありまして、、、、昔昔昔昔はよくはよくはよくはよく、、、、白白白白いいいい川川川川とととと言言言言ってってってって、、、、トイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーがーパーがーパーがーパーが流流流流れれれれ出出出出ていたりしてていたりしてていたりしてていたりして、、、、非非非非常常常常にににに不不不不潔潔潔潔でででで、、、、においもしたということでにおいもしたということでにおいもしたということでにおいもしたということでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、もうもうもうもう 24 カカカカ所所所所すすすすべべべべてのてのてのての山山山山小小小小屋屋屋屋にこういうバイオトイにこういうバイオトイにこういうバイオトイにこういうバイオトイレレレレ、、、、これはおがくずですこれはおがくずですこれはおがくずですこれはおがくずですがががが、、、、カカカカキキキキ殻殻殻殻をををを利用利用利用利用したものしたものしたものしたものやややや、、、、焼焼焼焼くくくく方方方方式式式式のものもありますがのものもありますがのものもありますがのものもありますが、、、、すすすすべべべべてててて整備整備整備整備されましてされましてされましてされまして、、、、富士富士富士富士山山山山ののののトイトイトイトイレレレレはははは今今今今非非非非常常常常にきれいになにきれいになにきれいになにきれいになっていますっていますっていますっています。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも一度一度一度一度訪訪訪訪れていたれていたれていたれていただだだだいていていていて、、、、そのそのそのその確確確確認認認認をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、、、、富士富士富士富士山山山山麓麓麓麓ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量作作作作戦戦戦戦ということでということでということでということで、、、、登登登登山山山山道道道道はははは五五五五号号号号目目目目以以以以上上上上ははははごごごごみがなくなっみがなくなっみがなくなっみがなくなってててて、、、、きれいになりましたきれいになりましたきれいになりましたきれいになりました。。。。ですからですからですからですから、、、、これからはこれからはこれからはこれからは五五五五号号号号目目目目以以以以上上上上のののの登登登登山山山山道道道道以以以以外外外外のののの場所場所場所場所とととと、、、、五五五五号号号号目目目目以以以以下下下下のののの美美美美化化化化というものにというものにというものにというものに力力力力をををを入入入入れていきたいとれていきたいとれていきたいとれていきたいと、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  以以以以上上上上、、、、急急急急ぎぎぎぎ足足足足でででで県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて説説説説明明明明をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。我我我我々々々々がががが、、、、ままままだだだだ気気気気づかないづかないづかないづかない点点点点、、、、至至至至ららららないないないない点点点点がががが多多多多々々々々あるとあるとあるとあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今日今日今日今日、、、、こういったこういったこういったこういった機機機機会会会会にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのごごごご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かせかせかせかせていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの中中中中でもでもでもでもややややりりりり玉玉玉玉にににに上上上上げげげげていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、我我我我々々々々としてどうしとしてどうしとしてどうしとしてどうしていったらいいかていったらいいかていったらいいかていったらいいか、、、、ごごごご示示示示唆唆唆唆をいたをいたをいたをいただだだだけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  静岡県静岡県静岡県静岡県、、、、府川府川府川府川環境森環境森環境森環境森林部長林部長林部長林部長によるによるによるによる基調基調基調基調講演講演講演講演ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  ここでここでここでここで 15 分分分分、、、、休憩休憩休憩休憩をとりますをとりますをとりますをとります。。。。そのそのそのその前前前前にににに、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお知知知知らせをいたしますらせをいたしますらせをいたしますらせをいたします。。。。1 つつつつはははは、、、、受付受付受付受付でおでおでおでお渡渡渡渡ししたアンししたアンししたアンししたアンケケケケートでートでートでートでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに、、、、ごごごご記入記入記入記入いたいたいたいただだだだききききましてましてましてまして、、、、係係係係のののの者者者者におにおにおにお渡渡渡渡しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、後後後後方方方方にににに、、、、パネパネパネパネリリリリストストストストのののの方方方方ががががごごごご用用用用意意意意いたしまいたしまいたしまいたしましたしたしたした製製製製品品品品等等等等がががが展展展展示示示示してしてしてしてごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご覧覧覧覧になってくになってくになってくになってくだだだださいさいさいさい。。。。 

  パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションはッションはッションはッションは、、、、予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり 3時時時時 15 分分分分からからからから開始開始開始開始したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、定刻定刻定刻定刻までにまでにまでにまでにおおおお戻戻戻戻りいたりいたりいたりいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの間間間間をををを利用利用利用利用しましてしましてしましてしまして、、、、先先先先ほほほほどどどど部長部長部長部長からもからもからもからも話話話話をいたをいたをいたをいたしましたしましたしましたしました、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県がががが県内県内県内県内のののの民民民民放放放放のテのテのテのテレレレレビビビビ、、、、ラジオラジオラジオラジオでででで放送放送放送放送いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております「「「「“まずはまずはまずはまずは 1割割割割”ごごごごみみみみ削削削削減減減減」」」」ののののココココマーシマーシマーシマーシャャャャルとルとルとルと、、、、当当当当県県県県のののの職職職職員員員員がががが出演出演出演出演しておりますテしておりますテしておりますテしておりますテレレレレビビビビ番番番番組組組組をををを放放放放映映映映いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、是是是是非非非非ごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 （（（（休休休休            憩憩憩憩）））） （（（（ビビビビデデデデオ・テオ・テオ・テオ・テレレレレビビビビ番番番番組上組上組上組上映映映映）））） 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

 司司司司会会会会 

   パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションにごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだくくくく皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     ココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、富士常葉富士常葉富士常葉富士常葉大学環境大学環境大学環境大学環境防防防防災災災災学学学学部部部部のののの松松松松田美田美田美田美夜夜夜夜子教授子教授子教授子教授ですですですです。。。。松松松松田田田田先先先先生生生生はははは、、、、全全全全国的国的国的国的なななな組組組組織織織織「「「「元元元元気気気気ななななごごごごみみみみ仲仲仲仲間間間間」」」」のののの代表代表代表代表でありでありでありであり、、、、国国国国のののの各各各各省省省省のののの審審審審議会議会議会議会のののの委員委員委員委員をををを歴任歴任歴任歴任しししし、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル問問問問題題題題ののののエエエエキキキキスパートとしてスパートとしてスパートとしてスパートとして多多多多方方方方面面面面でででで活活活活躍躍躍躍されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。皆皆皆皆様様様様からからからから向向向向かってかってかってかって左左左左側側側側からからからから、、、、稲取温泉旅稲取温泉旅稲取温泉旅稲取温泉旅館館館館協協協協同組同組同組同組合合合合のののの田村田村田村田村佳佳佳佳之之之之様様様様ですですですです。。。。     静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役のののの長長長長島島島島磯五郎磯五郎磯五郎磯五郎様様様様ですですですです。。。。     しずおかしずおかしずおかしずおか市市市市消費者消費者消費者消費者協会会協会会協会会協会会長長長長のののの佐藤佐藤佐藤佐藤エイエイエイエイ子様子様子様子様ですですですです。。。。     株式株式株式株式会社会社会社会社伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園開発開発開発開発部部部部のののの佐藤佐藤佐藤佐藤崇紀崇紀崇紀崇紀様様様様ですですですです。。。。     そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどどどど講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安安安安井井井井至至至至様様様様ですですですです。。。。     最後最後最後最後にににに、、、、静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森静岡県環境森林部廃棄物林部廃棄物林部廃棄物林部廃棄物リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル室長室長室長室長のののの水水水水島島島島勤勤勤勤ですですですです。。。。     おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料にはプロフにはプロフにはプロフにはプロフィィィィールをールをールをールを掲掲掲掲載載載載してしてしてしてごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。     パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様はははは、、、、映像映像映像映像がががが見見見見えるようえるようえるようえるよう、、、、会会会会場席場席場席場席へへへへおおおお移移移移りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、松松松松田田田田先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授     皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・・・・イン・イン・イン・イン・静岡静岡静岡静岡のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 このゼロエこのゼロエこのゼロエこのゼロエミッションフォーラムというのはミッションフォーラムというのはミッションフォーラムというのはミッションフォーラムというのは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが毎毎毎毎年各地年各地年各地年各地をををを選選選選んでんでんでんで主催主催主催主催するものでするものでするものでするもので、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県でででで開催開催開催開催されるというのはされるというのはされるというのはされるというのは、、、、大大大大変名変名変名変名誉誉誉誉なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。ななななぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、国連国連国連国連といといといというううう大大大大きなきなきなきな組組組組織織織織をををを通通通通してしてしてして、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを国際社会国際社会国際社会国際社会にににに向向向向けてけてけてけてききききちちちちんとんとんとんと提提提提供供供供することすることすることすることによりによりによりにより、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに頑頑頑頑張張張張っているんっているんっているんっているんだだだだということをということをということをということを伝伝伝伝えるえるえるえるよよよよいいいいチャチャチャチャンスンスンスンスだだだだとととと思思思思うからですうからですうからですうからです。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、私私私私もももも富士常葉富士常葉富士常葉富士常葉大学大学大学大学のののの環境環境環境環境防防防防災災災災学学学学部部部部におりますのでにおりますのでにおりますのでにおりますので静岡県静岡県静岡県静岡県にいますがにいますがにいますがにいますが、、、、県内県内県内県内ののののよいよいよいよい情情情情報報報報がおがおがおがお互互互互いにいにいにいに知知知知らないのではないかなというらないのではないかなというらないのではないかなというらないのではないかなという気気気気ももももししししましてましてましてまして、、、、県内県内県内県内のののの情情情情報報報報交交交交換換換換のののの場場場場にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと企企企企画画画画をををを進進進進めめめめましたましたましたました。。。。ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、産業界産業界産業界産業界ががががごごごごみをゼロにするみをゼロにするみをゼロにするみをゼロにする取取取取りりりり組組組組みですけれどもみですけれどもみですけれどもみですけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、県民県民県民県民がどのようにがどのようにがどのようにがどのように連連連連携携携携をとっていけをとっていけをとっていけをとっていけばばばばいいのかということをいいのかということをいいのかということをいいのかということを考考考考えましてえましてえましてえまして、「、「、「、「身近身近身近身近なとなとなとなところからころからころからころから始始始始めるめるめるめる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会づくりづくりづくりづくり」」」」というテーマというテーマというテーマというテーマをををを決決決決めめめめ、、、、４４４４人人人人のパネのパネのパネのパネリリリリストストストストににににごごごご登登登登場場場場いたいたいたいただだだだくこくこくこくことになりましたとになりましたとになりましたとになりました。。。。 発発発発表表表表のののの順順順順番番番番ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉のののの田村田村田村田村さんさんさんさん、、、、それからそれからそれからそれから静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化のののの長長長長島島島島さんさんさんさん、、、、しずおかしずおかしずおかしずおか市市市市消消消消費者費者費者費者協会協会協会協会のののの佐藤佐藤佐藤佐藤さんさんさんさん、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園のののの佐藤佐藤佐藤佐藤さんさんさんさん、、、、このこのこのこの 4名名名名のののの方方方方におにおにおにお話話話話をををを伺伺伺伺っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、4 名名名名のののの皆皆皆皆さんさんさんさんののののメメメメッッッッセセセセージをージをージをージを受受受受けてけてけてけて、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生にににに総総総総括括括括的的的的なななな話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 基調基調基調基調講演講演講演講演のののの中中中中でででで安安安安井井井井先先先先生生生生はははは、、、、モッタイナイモッタイナイモッタイナイモッタイナイ型型型型のゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションというのゼロエミッションという新新新新しいしいしいしい哲哲哲哲学学学学をををを示示示示してくしてくしてくしてくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。またまたまたまた、、、、県県県県のののの府川府川府川府川環境森環境森環境森環境森林部長林部長林部長林部長さんさんさんさんがががが、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県のののの施施施施策策策策はこんなにたくさんあるんはこんなにたくさんあるんはこんなにたくさんあるんはこんなにたくさんあるんだだだだというというというという、、、、盛盛盛盛りりりりだだだだくさんなくさんなくさんなくさんな施施施施策策策策のののの紹介紹介紹介紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。おおおお二二二二人人人人のおのおのおのお話話話話をををを受受受受けてけてけてけて、、、、ではではではでは、、、、具具具具体体体体的的的的にこのにこのにこのにこの静岡県内静岡県内静岡県内静岡県内でででで産業界産業界産業界産業界のののの方方方方たたたたちちちちはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうなことをなさっているのかうなことをなさっているのかうなことをなさっているのかうなことをなさっているのかをパネをパネをパネをパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々にににに語語語語っていたっていたっていたっていただだだだきますきますきますきます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合のののの田村田村田村田村さんにさんにさんにさんにごごごご発発発発表表表表いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。時時時時間間間間はははは 10 分分分分
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というというというという制制制制限限限限をかけておりますをかけておりますをかけておりますをかけております。。。。盛盛盛盛りりりりだだだだくさくさくさくさんあるんあるんあるんある内容内容内容内容のののの中中中中でででで大大大大変変変変だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 田村田村田村田村氏氏氏氏（（（（稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合）））） 

  こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました、、、、稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合事合事合事合事務局務局務局務局でででで勤勤勤勤務務務務しておりしておりしておりしておりますますますます田村田村田村田村とととと申申申申しますしますしますします。。。。伊伊伊伊豆豆豆豆稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉からからからから本本本本日日日日、、、、静岡静岡静岡静岡までまでまでまで来来来来たわけですけれどもたわけですけれどもたわけですけれどもたわけですけれども、、、、ななななぜぜぜぜ温泉温泉温泉温泉地地地地のののの観観観観光光光光関係関係関係関係のののの者者者者ががががリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル・・・・環境環境環境環境問問問問題等題等題等題等ににににつつつついてここでいてここでいてここでいてここでおおおお話話話話させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くくくくかとかとかとかというのはいうのはいうのはいうのは、、、、後後後後ほほほほどどどど説説説説明明明明させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。 事事事事例例例例発発発発表表表表ののののトップバッターということでトップバッターということでトップバッターということでトップバッターということで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと緊緊緊緊張張張張しておりましておりましておりましておりますのですのですのですので、、、、少少少少しししし皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにごごごご協協協協力力力力頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉、、、、知知知知ってるよといってるよといってるよといってるよというううう方方方方、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけまけまけまけますかすかすかすか。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの方方方方がががが知知知知ってらっしってらっしってらっしってらっしゃゃゃゃるんでするんでするんでするんですねねねね。。。。いいいいやややや、、、、うれしいですうれしいですうれしいですうれしいです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉にににに泊泊泊泊まりにまりにまりにまりに行行行行ったことあるよというったことあるよというったことあるよというったことあるよという方方方方はははは？？？？ああああ、、、、半半半半分分分分ぐぐぐぐらいはいらっしらいはいらっしらいはいらっしらいはいらっしゃゃゃゃるんるんるんるんですかですかですかですかねねねね。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった方方方方もももも、、、、来来来来たことなたことなたことなたことないいいいというというというという方方方方もももも、、、、今日今日今日今日ここでここでここでここで私私私私がががが紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます「「「「食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業」」」」のののの事事事事例例例例をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだけれけれけれければばばば、、、、早速早速早速早速年年年年末末末末・・・・年年年年始始始始、、、、またまたまたまた来来来来年年年年にはにはにはには稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉にににに行行行行きたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけるようにけるようにけるようにけるように、、、、これからこれからこれからこれから頑頑頑頑張張張張ってってってって説説説説明明明明させさせさせさせてててて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉はははは、、、、温泉温泉温泉温泉がががが湧湧湧湧出出出出してからましてからましてからましてからまだだだだ五五五五十数十数十数十数年年年年しかたっていないというしかたっていないというしかたっていないというしかたっていないという新新新新しいしいしいしい温泉温泉温泉温泉地地地地なんですなんですなんですなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ななななぜぜぜぜ稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉ががががリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業かということにかということにかということにかということにつつつついていていていて説説説説明明明明させてさせてさせてさせて頂頂頂頂ききききますますますます。。。。 

  稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉、、、、現現現現在旅館在旅館在旅館在旅館がががが 23軒軒軒軒ごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、観観観観光光光光業業業業界界界界厳厳厳厳しいしいしいしい中中中中でででで何何何何とかとかとかとかややややっているところなんでっているところなんでっているところなんでっているところなんですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めましためましためましためました「「「「食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業」」」」、、、、ここここちちちちらのらのらのらの、、、、簡簡簡簡単単単単なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの概概概概要要要要はははは、、、、ここここちちちちららららをををを見見見見ていたていたていたていただだだだけるとけるとけるとけるとおおおお分分分分かりでしかりでしかりでしかりでしょょょょうがうがうがうが、、、、キキキキーワーーワーーワーーワードドドドがががが「「「「卵卵卵卵」」」」なんですなんですなんですなんです。。。。まずまずまずまず、、、、1 番番番番、、、、稲取稲取稲取稲取のののの旅館旅館旅館旅館などからなどからなどからなどから出出出出るるるる生生生生ごごごごみをみをみをみを収収収収集集集集してしてしてして、、、、2 番番番番、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場にににに持持持持ちちちち運運運運びますびますびますびます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、3 番番番番、、、、持持持持ちちちち込込込込まれたまれたまれたまれた生生生生ごごごごみをみをみをみを乾燥乾燥乾燥乾燥システムをシステムをシステムをシステムを利用利用利用利用してしてしてして飼飼飼飼料料料料にかえておりますにかえておりますにかえておりますにかえております。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、4 番番番番、、、、飼飼飼飼料料料料をニワトをニワトをニワトをニワトリリリリがががが食食食食べべべべてててて、、、、卵卵卵卵がががが生生生生まれますまれますまれますまれます。。。。これをまたこれをまたこれをまたこれをまた旅館旅館旅館旅館、、、、それからスーパーそれからスーパーそれからスーパーそれからスーパー等等等等にににに還元還元還元還元しているというしているというしているというしているという一連一連一連一連のサークルのサークルのサークルのサークル、、、、こういうこういうこういうこういう事業事業事業事業をををを今今今今現現現現在在在在、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉ではではではでは取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。 

  ではではではでは、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉ががががこのようなこのようなこのようなこのような事業事業事業事業をををを始始始始めるきっかけとなっためるきっかけとなっためるきっかけとなっためるきっかけとなった部部部部分分分分がががが、、、、旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合ではではではでは、、、、食品食品食品食品リリリリササササイクルイクルイクルイクル法法法法、、、、来来来来年年年年のののの 3 月月月月にににに、、、、食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物食品廃棄物ににににつつつついてはいてはいてはいては 20％％％％減量減量減量減量なりなりなりなり何何何何らかのらかのらかのらかの方方方方法法法法でででで減減減減らさなけれらさなけれらさなけれらさなければばばばならないということでならないということでならないということでならないということで、、、、そのそのそのその法法法法律律律律がががが旅館旅館旅館旅館側側側側にはにはにはには関係関係関係関係していたためしていたためしていたためしていたため、、、、そのそのそのその対策対策対策対策にににに苦苦苦苦慮慮慮慮しておりまししておりまししておりまししておりましたたたた。。。。一方一方一方一方、、、、地地地地元元元元のこののこののこののこの養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんでさんでさんでさんではははは、、、、今今今今までまでまでまで市市市市販販販販のえさをのえさをのえさをのえさを使使使使っていたんですけれっていたんですけれっていたんですけれっていたんですけれどもどもどもども、、、、これがあるこれがあるこれがあるこれがある日日日日突突突突然然然然、、、、産産産産卵卵卵卵率率率率がががが下下下下がりがりがりがり、、、、卵卵卵卵のののの質質質質もももも極極極極端端端端にににに悪悪悪悪くなりくなりくなりくなりましたましたましたました。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってってかなかなかなかなりのりのりのりの損損損損害害害害をこうをこうをこうをこうむむむむったということでったということでったということでったということで、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ調調調調べべべべていくとていくとていくとていくと、、、、えさがえさがえさがえさが問問問問題題題題だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。これこれこれこれがががが BSE 問問問問題題題題でででで、、、、肉肉肉肉骨骨骨骨粉粉粉粉がががが使使使使えなくなったことによるものえなくなったことによるものえなくなったことによるものえなくなったことによるものだだだだというというというという結結結結論論論論がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、いいえさをいいえさをいいえさをいいえさを自自自自らららら作作作作らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないということでならないということでならないということでならないということで、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんでいろいろさんでいろいろさんでいろいろさんでいろいろ試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤しながしながしながしながらららら始始始始めたのがめたのがめたのがめたのが、、、、このこのこのこの生生生生ごごごごみをみをみをみを使使使使ったったったった飼飼飼飼料料料料作作作作りりりりということになったわけでということになったわけでということになったわけでということになったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、生生生生ごごごごみがみがみがみが飼飼飼飼料料料料にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わるわるわるわる流流流流れをれをれをれを、、、、写写写写真真真真ををををごごごご覧覧覧覧頂頂頂頂ききききながらながらながらながら説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきまきまきまきますすすす。。。。まずまずまずまず、、、、旅館旅館旅館旅館からからからから出出出出るるるる調調調調理時理時理時理時のののの生生生生ごごごごみみみみ、、、、それからおそれからおそれからおそれからお客客客客様様様様がががが食食食食べべべべ残残残残しになったしになったしになったしになった食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣とととと言言言言われわれわれわれるものるものるものるもの、、、、これをこれをこれをこれを旅館旅館旅館旅館においてまずにおいてまずにおいてまずにおいてまず分分分分別別別別・・・・水水水水切切切切りをいたしまりをいたしまりをいたしまりをいたしますすすす。。。。これをこれをこれをこれを回回回回収収収収業業業業者者者者がががが毎毎毎毎朝朝朝朝 365日回日回日回日回収収収収してしてしてして、、、、養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場にににに持持持持ちちちち運運運運んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。たたたただだだだ、、、、ここにここにここにここに問問問問題題題題点点点点ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか分分分分別別別別・・・・水水水水切切切切りりりり等等等等、、、、旅館旅館旅館旅館でもでもでもでも手手手手間間間間がかかるということでがかかるということでがかかるということでがかかるということで、、、、いまいまいまいまだだだだにににに 100％％％％のののの分分分分別別別別・・・・水水水水切切切切りというのはできていりというのはできていりというのはできていりというのはできていないないないない状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現状状状状ではではではでは回回回回収収収収業業業業者者者者、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんでもさんでもさんでもさんでもごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて分分分分別別別別等等等等ははははチチチチェェェェックしていたックしていたックしていたックしていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。それそれそれそれからからからから、、、、持持持持ちちちち込込込込まれたまれたまれたまれた食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣はははは、、、、一一一一旦旦旦旦養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場内内内内のののの施設施設施設施設にににに持持持持
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ちちちち込込込込まれましてまれましてまれましてまれまして、、、、水水水水切切切切りりりり器器器器をををを通通通通ってってってって、、、、ミンミンミンミンチチチチのののの機機機機械械械械にににに入入入入りりりり細細細細かくかくかくかく加工加工加工加工されますされますされますされます。。。。そうしましてそうしましてそうしましてそうしまして、、、、ミンミンミンミンチチチチされたものがされたものがされたものがされたものが熱熱熱熱風風風風発発発発生生生生装装装装置置置置をををを通通通通りましてりましてりましてりまして、、、、ここここちちちちらのらのらのらの写写写写真真真真ののののようなさらさらのようなさらさらのようなさらさらのようなさらさらの状状状状態態態態になるわになるわになるわになるわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、そのそのそのその熱熱熱熱風風風風発発発発生生生生装装装装置置置置にににに使使使使っているっているっているっている燃燃燃燃料料料料もももも、、、、使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油等等等等のののの廃油廃油廃油廃油をををを使使使使ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。そのえさをそのえさをそのえさをそのえさを食食食食べべべべたニワトたニワトたニワトたニワトリリリリのののの卵卵卵卵なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ややややはりはりはりはり 1万万万万 5,000円円円円くらいくらいくらいくらいのののの宿宿宿宿泊泊泊泊代代代代をををを払払払払ってってってって食食食食べべべべるおるおるおるお客客客客様様様様とととと同同同同じじじじものをものをものをものを食食食食べべべべているニワトているニワトているニワトているニワトリリリリのののの卵卵卵卵ですのでですのでですのでですので、、、、非非非非常常常常にににに新新新新鮮鮮鮮鮮でででで、、、、栄栄栄栄養価養価養価養価もももも高高高高いいいいということでということでということでということで、、、、使使使使っているっているっているっている地地地地元元元元のののの方方方方からもからもからもからも大大大大変変変変人人人人気気気気をををを博博博博しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  このこのこのこの事業事業事業事業、、、、1 年年年年経経経経ったったったったんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、ななななぜぜぜぜこここここまでこまでこまでこまでややややってこれたかというってこれたかというってこれたかというってこれたかという部部部部分分分分ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、小小小小さいさいさいさい町町町町のののの小小小小ささささなななな出出出出来来来来事事事事だだだだったということったということったということったということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。きっかけもきっかけもきっかけもきっかけも、、、、旅館旅館旅館旅館経経経経営営営営者者者者とととと鈴木鈴木鈴木鈴木さんがさんがさんがさんが飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋でででで話話話話していたしていたしていたしていた部部部部分分分分ががががここまでここまでここまでここまで大大大大きくなったきくなったきくなったきくなったというというというという部部部部分分分分ももももごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、このこのこのこの乾燥乾燥乾燥乾燥システムシステムシステムシステムののののほほほほとんどとんどとんどとんどをををを鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場のののの鈴木鈴木鈴木鈴木社社社社長長長長がががが自分自分自分自分でででで図面図面図面図面をををを描描描描きききき、、、、鉄鉄鉄鉄板板板板をををを買買買買ってきてってきてってきてってきて、、、、ププププレレレレスしてスしてスしてスして、、、、溶溶溶溶接接接接してしてしてして････････････というというというというふふふふうにうにうにうに作作作作りりりり上上上上げげげげてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいましたのでのでのでので、、、、ここがここがここがここが低低低低ココココストでストでストでストで済済済済んでいるというのがんでいるというのがんでいるというのがんでいるというのが大大大大きいできいできいできいですすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、消費消費消費消費するするするする業業業業者者者者がががが自自自自らららら処処処処理理理理をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、ここでもここでもここでもここでもココココストストストストがががが抑抑抑抑えられえられえられえられているためているためているためているため、、、、このこのこのこの事業事業事業事業がががが展開展開展開展開できているのではないかとできているのではないかとできているのではないかとできているのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの事業事業事業事業ををををややややっていくにっていくにっていくにっていくに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、まずまずまずまず、、、、生生生生ごごごごみみみみ自体自体自体自体をををを水水水水切切切切りりりり・・・・分分分分別別別別等等等等をしておりますのをしておりますのをしておりますのをしておりますのでででで、、、、ここここちちちちらのらのらのらの数数数数字字字字のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、食品食品食品食品残残残残渣渣渣渣をををを含含含含めためためためた可可可可燃燃燃燃物物物物自体自体自体自体がががが削減削減削減削減されておりますされておりますされておりますされております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ここここのののの事業事業事業事業はははは全全全全国国国国旅館生旅館生旅館生旅館生活活活活衛衛衛衛生同生同生同生同業業業業組組組組合合合合連合会連合会連合会連合会というというというという団体団体団体団体があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、ここここちちちちらのらのらのらの平平平平成成成成 18年度年度年度年度「「「「第第第第 9 回回回回 人人人人にににに優優優優しいしいしいしい地域地域地域地域のののの宿宿宿宿づくりづくりづくりづくり賞賞賞賞」」」」にににに応応応応募募募募したところしたところしたところしたところ、、、、大大大大賞賞賞賞にににに当当当当たりますたりますたりますたります厚厚厚厚生生生生労労労労働大働大働大働大臣臣臣臣賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、小小小小・・・・中中中中学学学学生生生生をターをターをターをターゲゲゲゲットットットットにしてにしてにしてにして修修修修学学学学旅行旅行旅行旅行をををを誘誘誘誘致致致致しししし、、、、いろいろいろいろいろないろないろないろな地地地地区区区区のののの小小小小学学学学生生生生にににに温泉温泉温泉温泉地地地地でもこのようなでもこのようなでもこのようなでもこのような取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしているというというというということをことをことをことを知知知知っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばということでということでということでということで、、、、修修修修学学学学旅行旅行旅行旅行のののの誘誘誘誘致致致致等等等等をををを今後今後今後今後展開展開展開展開していしていしていしていくくくく予定予定予定予定ですですですです。。。。旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合のののの事業事業事業事業ですのでですのでですのでですので、、、、「「「「環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉」」」」ということでということでということでということで知知知知名名名名度度度度がががが上上上上がってがってがってがって、、、、多多多多くのくのくのくのおおおお客客客客様様様様におにおにおにお越越越越しししし頂頂頂頂けれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉のののの方方方方はははは、、、、小小小小さなさなさなさな町町町町のののの小小小小さなさなさなさな取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと謙謙謙謙遜遜遜遜されておりましたけされておりましたけされておりましたけされておりましたけれどもれどもれどもれども、、、、これはこれはこれはこれは人人人人にににに優優優優しいしいしいしい地域地域地域地域のののの宿宿宿宿づくりづくりづくりづくり賞賞賞賞のののの最最最最優優優優秀秀秀秀賞賞賞賞をををを受受受受けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。静岡県静岡県静岡県静岡県はははは観観観観光光光光地地地地ですですですです。。。。温泉温泉温泉温泉地地地地ももももたくさたくさたくさたくさんありますんありますんありますんあります。。。。そのそのそのその温泉温泉温泉温泉をををを持持持持っているっているっているっている観観観観光光光光地地地地のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地域地域地域地域ではではではではどういうどういうどういうどういうふふふふうにすれうにすれうにすれうにすればばばばできるのかというきっかけになれできるのかというきっかけになれできるのかというきっかけになれできるのかというきっかけになればばばばとととと、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。こういうすてきなこういうすてきなこういうすてきなこういうすてきな取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている観観観観光光光光地地地地にににに卵卵卵卵料料料料理理理理をををを食食食食べべべべにににに行行行行ってってってって、、、、是是是是非非非非、、、、泊泊泊泊まりにいっていまりにいっていまりにいっていまりにいっていたたたただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、長長長長島島島島さんにバイオさんにバイオさんにバイオさんにバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料ということでということでということでということでおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにしてバイオバイオバイオバイオディディディディーゼルをーゼルをーゼルをーゼルを活用活用活用活用するするするする取組取組取組取組がががが全全全全国各地国各地国各地国各地にににに始始始始まっておりますけれどもまっておりますけれどもまっておりますけれどもまっておりますけれども、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県がががが発発発発祥祥祥祥のののの地地地地でででで、、、、長長長長島島島島さんさんさんさん自自自自からがそれをおからがそれをおからがそれをおからがそれをお考考考考えなさったのではないかとえなさったのではないかとえなさったのではないかとえなさったのではないかと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 長長長長島島島島代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役 

  静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化工工工工業業業業のののの長長長長島島島島ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私どものどものどものどもの主主主主ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、おからおからおからおから乾燥乾燥乾燥乾燥、、、、それからバイオそれからバイオそれからバイオそれからバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料のののの製製製製造造造造なんでなんでなんでなんでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、おからおからおからおからリリリリサイクルかサイクルかサイクルかサイクルかららららごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県豆豆豆豆腐腐腐腐油油油油揚揚揚揚商商商商工組工組工組工組合合合合のののの指指指指定定定定工場工場工場工場ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、1 日日日日にににに 70 トンのおからをトンのおからをトンのおからをトンのおからを乾乾乾乾燥燥燥燥・・・・リリリリサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしておりますサイクルをしております。。。。おからはおからはおからはおからは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、非非非非常常常常にににに栄栄栄栄養養養養のあるものでのあるものでのあるものでのあるものでごごごご
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ざざざざいましていましていましていまして、、、、我我我我々々々々がががが子子子子供供供供のころにはのころにはのころにはのころには、、、、これはこれはこれはこれはごちごちごちごちそうでありそうでありそうでありそうであり、、、、またまたまたまた貴重貴重貴重貴重なななな蛋蛋蛋蛋白白白白源源源源であったわけなであったわけなであったわけなであったわけなんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、それがそれがそれがそれが、、、、戦戦戦戦後後後後になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、次次次次第第第第にににに牛牛牛牛のえさにのえさにのえさにのえさに使使使使用用用用されるようになったわけなされるようになったわけなされるようになったわけなされるようになったわけなんですんですんですんです。。。。昭昭昭昭和和和和 60 年年年年になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、おからのおからのおからのおからのほほほほとんどがもうとんどがもうとんどがもうとんどがもう牛牛牛牛のえさにのえさにのえさにのえさに変変変変わってしまったわけなわってしまったわけなわってしまったわけなわってしまったわけなんですんですんですんです。。。。ところがところがところがところが、、、、このおからこのおからこのおからこのおから、、、、水水水水分分分分がががが非非非非常常常常にににに多多多多いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、まあまあまあまあ、、、、あまりこれをあまりこれをあまりこれをあまりこれを牛牛牛牛にくれにくれにくれにくれるとるとるとると、、、、牛牛牛牛乳乳乳乳のののの成分成分成分成分がががが落落落落ちちちちてしまうてしまうてしまうてしまう。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、メメメメーーーーカカカカーからーからーからーから、、、、あまりあまりあまりあまり乳乳乳乳牛牛牛牛におからをくれにおからをくれにおからをくれにおからをくれてはいけないというてはいけないというてはいけないというてはいけないという通通通通達達達達がががが出出出出ましてましてましてまして、、、、そのそのそのその瞬瞬瞬瞬間間間間からおからがからおからがからおからがからおからが産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物化化化化していったわけなんでしていったわけなんでしていったわけなんでしていったわけなんですすすす。。。。 

  そのころそのころそのころそのころ、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、おからおからおからおから事業事業事業事業をををを始始始始めたわけなんですけれどもめたわけなんですけれどもめたわけなんですけれどもめたわけなんですけれども、、、、全全全全国国国国でででで企業化企業化企業化企業化したのはしたのはしたのはしたのは初初初初めめめめてでてでてでてでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。前例前例前例前例のないのないのないのない仕仕仕仕事事事事であったものですからであったものですからであったものですからであったものですから、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥機機機機にいたしましてもにいたしましてもにいたしましてもにいたしましても、、、、改改改改良良良良にににに改改改改良良良良をををを重重重重ねねねねてのてのてのての創創創創業業業業であったわけなんですであったわけなんですであったわけなんですであったわけなんです。。。。またまたまたまた、、、、製製製製品品品品にいたしましてもにいたしましてもにいたしましてもにいたしましても、、、、飼飼飼飼料料料料メメメメーーーーカカカカーをーをーをーを必必必必死死死死になになになになってってってって回回回回ったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、まあまあまあまあ、、、、見見見見たこともないたこともないたこともないたこともない、、、、使使使使ったこともないったこともないったこともないったこともない、、、、だだだだからからからから、、、、どこでもそれをどこでもそれをどこでもそれをどこでもそれを買買買買っっっってくれなかったわけなんですてくれなかったわけなんですてくれなかったわけなんですてくれなかったわけなんです。。。。ややややむむむむなくなくなくなく、、、、合合合合板板板板会社会社会社会社へへへへ持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、それをそれをそれをそれを燃燃燃燃してもらったんでしてもらったんでしてもらったんでしてもらったんですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中にもにもにもにも、、、、全全全全国国国国からからからから見見見見学学学学者者者者がががが絶絶絶絶えなかったわけなんですえなかったわけなんですえなかったわけなんですえなかったわけなんです。。。。それそれそれそれほほほほどどどど当当当当時時時時はこはこはこはこのののの問問問問題題題題でででで苦苦苦苦慮慮慮慮しておったということがしておったということがしておったということがしておったということが言言言言えますえますえますえます。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの大大大大勢勢勢勢のののの方方方方々々々々にににに励励励励まされてまされてまされてまされて頑頑頑頑張張張張るこるこるこることができたととができたととができたととができたと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥品品品品にいたしましてもにいたしましてもにいたしましてもにいたしましても、、、、このこのこのこの多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々からからからから情情情情報報報報をををを得得得得てててて、、、、そしそしそしそしてててて販販販販売売売売のののの扉扉扉扉がががが少少少少しずしずしずしずつつつつ開開開開いていていていていったということであったといったということであったといったということであったといったということであったと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そうこうしているそうこうしているそうこうしているそうこうしている間間間間にににに、、、、豆豆豆豆腐腐腐腐組組組組合合合合からからからから提提提提携携携携のののの話話話話ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、当当当当時時時時、、、、豆豆豆豆腐腐腐腐組組組組合合合合はははは 200 社社社社余余余余ああああったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化のようなそんなのようなそんなのようなそんなのようなそんな小小小小さなさなさなさな会社会社会社会社にににに任任任任せるのはせるのはせるのはせるのは不安不安不安不安であるとであるとであるとであると。。。。そんなそんなそんなそんな危危危危ないないないない橋橋橋橋をををを渡渡渡渡るよりもるよりもるよりもるよりも、、、、我我我我々々々々組組組組合合合合でででで設設設設備備備備をしようをしようをしようをしようじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかというううう意見意見意見意見がががが大大大大半半半半であったわけなんでであったわけなんでであったわけなんでであったわけなんですすすす。。。。私私私私はははは言言言言いましたいましたいましたいました。。。。「「「「それはそれはそれはそれは、、、、巨巨巨巨大大大大なななな日日日日本経済本経済本経済本経済からからからから見見見見れれれればばばば我我我我々々々々ははははほほほほこりのようなものかもしれこりのようなものかもしれこりのようなものかもしれこりのようなものかもしれないないないない。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに小小小小さくてもさくてもさくてもさくても、、、、このこのこのこの仕仕仕仕事事事事をををを通通通通じじじじてててて社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献するするするする、、、、そういうそういうそういうそういう気気気気概概概概をををを持持持持ってってってってもいいもいいもいいもいいじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。あなたあなたあなたあなた方方方方はははは何何何何をそういうをそういうをそういうをそういう芽芽芽芽ををををつつつつもうとするのかもうとするのかもうとするのかもうとするのか。。。。私私私私はこのはこのはこのはこの仕仕仕仕事事事事にににに命命命命をかけをかけをかけをかけているんですよているんですよているんですよているんですよ」」」」とととと言言言言ってってってって机机机机をたたいたところがをたたいたところがをたたいたところがをたたいたところが、、、、皆皆皆皆さんがみんなさんがみんなさんがみんなさんがみんな、、、、拍拍拍拍手手手手喝采喝采喝采喝采でででで、、、、そこでそこでそこでそこで決決決決まっまっまっまったわけなんですたわけなんですたわけなんですたわけなんです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、組組組組合合合合がおからをがおからをがおからをがおからを回回回回収収収収してしてしてして、、、、会社会社会社会社までまでまでまで持持持持ってくるってくるってくるってくる。。。。そこまではそこまではそこまではそこまでは組組組組合合合合がががが責任責任責任責任をををを持持持持つつつつ。。。。そのそのそのその後後後後のののの乾燥乾燥乾燥乾燥、、、、それからそれからそれからそれから乾燥乾燥乾燥乾燥品品品品のののの販販販販売売売売、、、、設設設設備備備備資資資資金金金金、、、、これはすこれはすこれはすこれはすべべべべてててて会社会社会社会社がががが責任責任責任責任をををを持持持持つつつつということでスタということでスタということでスタということでスタートいたしましてートいたしましてートいたしましてートいたしまして、、、、あれからあれからあれからあれから 12 年年年年がががが経経経経ちちちちましたましたましたました。。。。このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、全全全全国国国国へへへへ静岡静岡静岡静岡からからからから発発発発信信信信したおしたおしたおしたおからからからからリリリリサイクルもサイクルもサイクルもサイクルも、、、、幾幾幾幾多多多多のののの苦苦苦苦難難難難をををを経経経経てててて、、、、そしてそしてそしてそして現現現現在在在在ではではではでは、、、、大大大大規規規規模模模模なななな会社会社会社会社がががが自社自社自社自社でででで乾燥乾燥乾燥乾燥しているとしているとしているとしているというところもありますけれどもいうところもありますけれどもいうところもありますけれどもいうところもありますけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、静岡県静岡県静岡県静岡県をををを抜抜抜抜かしましてはかしましてはかしましてはかしましては、、、、依依依依然然然然としてとしてとしてとして産産産産廃廃廃廃業業業業者者者者にににに頼頼頼頼ららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないというのがないというのがないというのがないというのが状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  今後今後今後今後もももも、、、、そのようなそのようなそのようなそのような状況状況状況状況がががが続続続続くとくとくとくと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、私私私私どももどももどももどもも、、、、新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル方方方方法法法法をををを求求求求めめめめてててて、、、、おからからエタノールをというおからからエタノールをというおからからエタノールをというおからからエタノールをという研究研究研究研究をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。ややややがてバイオがてバイオがてバイオがてバイオ燃燃燃燃料料料料のののの実用化実用化実用化実用化をををを目指目指目指目指ししししてててて、、、、またまたまたまた新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦がががが始始始始まるとまるとまるとまると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  次次次次にににに、、、、バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料ににににつつつついてなんですがいてなんですがいてなんですがいてなんですが、、、、現現現現在全在全在全在全国国国国でででで排排排排出出出出されておりますされておりますされておりますされております食食食食用用用用廃油廃油廃油廃油はははは、、、、
45 万万万万トンとトンとトンとトンと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。そのうそのうそのうそのうちちちちのののの 25 万万万万トントントントン、、、、商商商商業用業用業用業用ですがですがですがですが。。。。商商商商業用業用業用業用というのはというのはというのはというのは、、、、スースースースーパーとかパーとかパーとかパーとか食品食品食品食品会社会社会社会社なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは、、、、リリリリサイクルをされてサイクルをされてサイクルをされてサイクルをされて、、、、ボボボボイラーとかイラーとかイラーとかイラーとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは養養養養鶏鶏鶏鶏飼飼飼飼料料料料ににににリリリリサイクルされておりますサイクルされておりますサイクルされておりますサイクルされております。。。。後後後後ののののこのこのこのこの 20 万万万万トントントントン、、、、これはこれはこれはこれはほほほほとんどとんどとんどとんどリリリリサイクルをされてサイクルをされてサイクルをされてサイクルをされておりませんおりませんおりませんおりません。。。。これはこれはこれはこれは、、、、一一一一般般般般家家家家庭庭庭庭のののの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、燃燃燃燃えるえるえるえるごごごごみとしてみとしてみとしてみとして焼焼焼焼却却却却をされておをされておをされておをされておりますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、下下下下水水水水にににに流流流流されているわけなんですがされているわけなんですがされているわけなんですがされているわけなんですが、、、、特特特特にににに河河河河川川川川へへへへのたれのたれのたれのたれ流流流流しはしはしはしは環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染をををを呼呼呼呼んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。 

  このようにこのようにこのようにこのように大大大大量量量量にににに廃棄廃棄廃棄廃棄されておりますされておりますされておりますされております天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを、、、、今後今後今後今後はこれをどうはこれをどうはこれをどうはこれをどう回回回回収収収収していくかしていくかしていくかしていくか、、、、どういどういどういどうい
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うううう回回回回収収収収のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを確確確確立立立立するかということがするかということがするかということがするかということが急急急急務務務務であるとであるとであるとであると私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県下下下下のののの各自治体各自治体各自治体各自治体もももも、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつスタートはしておりますけれどもスタートはしておりますけれどもスタートはしておりますけれどもスタートはしておりますけれども、、、、今今今今のこののこののこののこの環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊のののの状況状況状況状況をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、ままままだだだだままままだだだだ急急急急ががががねねねねばばばばならないならないならないならない危危危危機機機機的的的的なものがあるとなものがあるとなものがあるとなものがあると思思思思いますいますいますいます。。。。自自自自然然然然破壊破壊破壊破壊ののののつつつつけをけをけをけを次次次次のののの世代世代世代世代にににに残残残残さないためにもさないためにもさないためにもさないためにも、、、、ままままたたたた資源資源資源資源のののの節節節節約約約約のためにものためにものためにものためにも、、、、何何何何がががが何何何何でもこのでもこのでもこのでもこの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを回回回回収収収収しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない課課課課題題題題であるとであるとであるとであると思思思思いいいいますますますます。。。。 

  全全全全国国国国のののの一一一一般般般般家家家家庭庭庭庭のののの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを全部全部全部全部集集集集めてめてめてめて、、、、それをそれをそれをそれを BDF にいたしますとにいたしますとにいたしますとにいたしますと、、、、50 万万万万台台台台のののの車車車車がががが動動動動くとくとくとくと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なななな資源資源資源資源のののの廃棄廃棄廃棄廃棄だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今私私私私どもがどもがどもがどもが生生生生産産産産しておりますしておりますしておりますしております BDFはははは月月月月にににに 3 万万万万リリリリットルなんですけれどもットルなんですけれどもットルなんですけれどもットルなんですけれども、、、、このこのこのこの燃燃燃燃料料料料でででで 25 台台台台のののの大大大大小車小車小車小車がががが動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、リリリリフトがフトがフトがフトが 5 台台台台ですからですからですからですから、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて 30 台台台台のののの車車車車がががが動動動動いておりますいておりますいておりますいております。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、県県県県下下下下のののの自治体自治体自治体自治体ののののほほほほととととんどがんどがんどがんどが今今今今試試試試験験験験的的的的にににに活用活用活用活用しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、どのどのどのどの自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも非非非非常常常常にににに好好好好評評評評ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ややややがてがてがてがて供給供給供給供給がががが問問問問題題題題になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  食食食食用用用用廃油廃油廃油廃油というのはというのはというのはというのは、、、、地地地地域密域密域密域密着着着着型型型型ですからですからですからですから、、、、地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに進進進進めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、BDF 化化化化はできまはできまはできまはできませんのでせんのでせんのでせんので、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこれはりこれはりこれはりこれは地域地域地域地域でででで出出出出るエネルるエネルるエネルるエネルギギギギーーーー資源資源資源資源というものはというものはというものはというものは地域地域地域地域でででで活用活用活用活用していくしていくしていくしていく、、、、これがこれがこれがこれが理理理理想想想想ではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、自治体自治体自治体自治体がががが将将将将来来来来、、、、このこのこのこの再再再再生機生機生機生機械械械械をををを入入入入れてれてれてれて BDF化化化化するというのもするというのもするというのもするというのも 1つつつつのののの課課課課題題題題ではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかとではなかろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、技術技術技術技術面面面面もももも含含含含めめめめてててて、、、、全全全全面面面面的的的的にににに協力協力協力協力をしていくをしていくをしていくをしていく所所所所存存存存ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、回回回回収収収収システムをシステムをシステムをシステムを各地各地各地各地にににに作作作作ったらったらったらったら、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ののののごごごご家家家家庭庭庭庭のののの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油もももも回回回回収収収収できるとできるとできるとできると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの回回回回収収収収がががが実現実現実現実現していけしていけしていけしていけばばばばいくいくいくいくほほほほどどどど
BDF のののの車車車車がががが増増増増ええええ続続続続けるけるけるけるとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうしたことでそうしたことでそうしたことでそうしたことで、、、、これからはこれからはこれからはこれからは子子子子供供供供もももも大大大大人人人人もももも、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会もももも、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを巻巻巻巻きききき込込込込んでこのんでこのんでこのんでこの回回回回収収収収のののの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげていくことをていくことをていくことをていくことを願願願願ってってってって、、、、私私私私どものどものどものどものリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業のののの発発発発表表表表ととととさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。今日今日今日今日はははは本本本本当当当当にどうもありがとうにどうもありがとうにどうもありがとうにどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料、、、、ＢＤＢＤＢＤＢＤＦＦＦＦはははは、、、、食食食食用用用用油油油油でででで出出出出来来来来てててていますからいますからいますからいますから、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスをスをスをスを発発発発生生生生させないさせないさせないさせないのですがのですがのですがのですが、、、、長長長長島島島島さんさんさんさんはははは、、、、BDF をををを作作作作るるるるときにときにときにときに出出出出てくるグてくるグてくるグてくるグリセリリセリリセリリセリンもンもンもンも、、、、燃燃燃燃エネルエネルエネルエネルギギギギーとしーとしーとしーとしてててて活用活用活用活用しているとのことしているとのことしているとのことしているとのこと。。。。このシステムがこのシステムがこのシステムがこのシステムが静岡静岡静岡静岡県県県県全全全全体体体体にににに広広広広がっていったらいいなとがっていったらいいなとがっていったらいいなとがっていったらいいなと思思思思いますいますいますいます。。。。長長長長島島島島さんさんさんさん、、、、ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  今日今日今日今日のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション。。。。これはこれはこれはこれは企業企業企業企業だだだだけのけのけのけの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで終終終終わっているわっているわっているわっているとととと本本本本当当当当のゼロのゼロのゼロのゼロにはならないにはならないにはならないにはならない。。。。市民市民市民市民のののの方方方方たたたたちちちちもももも、、、、そこにそこにそこにそこに参加参加参加参加するするするすることにことにことにことによってよってよってよって、、、、頑頑頑頑張張張張っているっているっているっている企業企業企業企業をををを応援応援応援応援できるできるできるできるとととと思思思思いましていましていましていまして、、、、頑頑頑頑張張張張っているっているっているっている企業企業企業企業をををを応援応援応援応援できるできるできるできる、、、、力強力強力強力強いいいい味味味味方方方方になってくれるになってくれるになってくれるになってくれる消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会のののの佐藤佐藤佐藤佐藤ささささんにんにんにんに発発発発表表表表してしてしてしていたいたいたいただだだだきまきまきまきますすすす。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤会会会会長長長長 

  それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「ネットワークでネットワークでネットワークでネットワークで進進進進めるめるめるめるごごごごみみみみ減量減量減量減量活動活動活動活動」」」」ということでということでということでということで、、、、真真真真んんんん中中中中ににににピピピピココココピピピピココココしておりしておりしておりしておりますのはますのはますのはますのは、、、、おなおなおなおなじじじじみのみのみのみの、、、、私私私私たたたたちちちちのオのオのオのオリリリリジナルのマイバッグジナルのマイバッグジナルのマイバッグジナルのマイバッグちちちちゃゃゃゃんですんですんですんです。。。。これからこれからこれからこれから皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの心心心心のののの中中中中ににににごごごごみみみみ減量減量減量減量のおのおのおのお気気気気持持持持ちちちちがありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、このマイバッグこのマイバッグこのマイバッグこのマイバッグちちちちゃゃゃゃんをいんをいんをいんをいつつつつもももも思思思思いいいい浮浮浮浮かかかかべべべべてくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。ではではではでは始始始始まりますまりますまりますまります。。。。 

  皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元にににに年年年年表表表表がいっておりますのでがいっておりますのでがいっておりますのでがいっておりますので、、、、私私私私どものどものどものどもの消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会のののの年年年年表表表表はははは是是是是非非非非、、、、後後後後ででででごごごごゆっゆっゆっゆっくりくりくりくりとととと見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。 

  まずまずまずまず、、、、消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会はははは、、、、今今今今年年年年でででで 33歳歳歳歳になりましたになりましたになりましたになりました。。。。女女女女盛盛盛盛りでしりでしりでしりでしょょょょうかうかうかうか。。。。それでそれでそれでそれで、、、、社会社会社会社会状況状況状況状況とととと地球地球地球地球環境環境環境環境のののの変変変変化化化化とともにとともにとともにとともに、、、、抗抗抗抗いながらいながらいながらいながら、、、、というというというというののののでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ提提提提案案案案をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めてまいりめてまいりめてまいりめてまいりましたましたましたました。。。。あとはあとはあとはあとは読読読読んでいたんでいたんでいたんでいただだだだきたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが実際実際実際実際ににににごごごごみみみみ減量減量減量減量をををを進進進進めめめめるるるるにににに当当当当たってたってたってたって、、、、まままま
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ずずずず誰誰誰誰にでもできるにでもできるにでもできるにでもできる一一一一番番番番簡簡簡簡単単単単なななな運運運運動動動動ということでということでということでということで、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグキキキキャャャャンンンンペペペペーンというのにーンというのにーンというのにーンというのに本本本本格格格格的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ出出出出したのがしたのがしたのがしたのが 7 年年年年前前前前ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。少少少少しししし、、、、マイバッグをマイバッグをマイバッグをマイバッグを普及普及普及普及していたしていたしていたしていただだだだきたいというのできたいというのできたいというのできたいというので、、、、「「「「しずおかエしずおかエしずおかエしずおかエコチコチコチコチケケケケットットットット」」」」というのもスタートさせましたというのもスタートさせましたというのもスタートさせましたというのもスタートさせました。。。。 

  それとそれとそれとそれと同時同時同時同時にににに、、、、私私私私どもがずっとどもがずっとどもがずっとどもがずっと静岡静岡静岡静岡のののの環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい店店店店づくりというのをづくりというのをづくりというのをづくりというのを調調調調べべべべてまいりましててまいりましててまいりましててまいりまして、、、、それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとに「「「「ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューマーーマーーマーーマーガガガガイイイイドドドドしずおかしずおかしずおかしずおか」」」」というというというという冊冊冊冊子子子子をををを発発発発行行行行いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。同時同時同時同時にににに、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ、、、、買買買買いいいい物袋物袋物袋物袋持持持持参参参参運運運運動動動動をををを、、、、しこしこしこしこしこしこしこしこややややっているよりもっているよりもっているよりもっているよりも、、、、静岡静岡静岡静岡からからからから大大大大きくきくきくきく発発発発信信信信ししししちちちちゃゃゃゃおうよというおうよというおうよというおうよという感感感感じじじじでででで、「、「、「、「全全全全国国国国マイバッグフォーラムマイバッグフォーラムマイバッグフォーラムマイバッグフォーラム in 静岡静岡静岡静岡」」」」というのをというのをというのをというのを大大大大胆胆胆胆にもにもにもにも開催開催開催開催ししししましたましたましたました。。。。全全全全国国国国からからからから 600人人人人以以以以上上上上のののの方方方方がががが、、、、南南南南はははは長長長長崎崎崎崎からからからから、、、、北北北北はははは秋秋秋秋田田田田からからからから、、、、集集集集まってくまってくまってくまってくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、マイバッマイバッマイバッマイバッグのグのグのグの活動活動活動活動交交交交流流流流などをなどをなどをなどを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは是是是是非非非非読読読読んでくんでくんでくんでくだだだださいさいさいさい。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、2002 年年年年にににに、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、私私私私たたたたちだちだちだちだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ぜひぜひぜひぜひ市民市民市民市民全全全全体体体体のののの取取取取りりりり組組組組みにしようとみにしようとみにしようとみにしようということでいうことでいうことでいうことで、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグデデデデーーーー推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会というのをスタートさせましたというのをスタートさせましたというのをスタートさせましたというのをスタートさせました。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、聞聞聞聞くくくくもももも涙涙涙涙、、、、語語語語るもるもるもるも涙涙涙涙のことがのことがのことがのことがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、実実実実はははは、、、、市民市民市民市民はもはもはもはもちちちちろんろんろんろん、、、、町町町町内会内会内会内会とかとかとかとか、、、、PTA 連合会連合会連合会連合会とかとかとかとか、、、、ももももちちちちろんろんろんろん私私私私たたたたちちちちもももも入入入入っているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、事業事業事業事業者者者者はははは、、、、スーパーマースーパーマースーパーマースーパーマーケケケケットットットット協会協会協会協会さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所、、、、商店商店商店商店会連会連会連会連盟盟盟盟、、、、そんなところのそんなところのそんなところのそんなところの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに呼呼呼呼びかけましたびかけましたびかけましたびかけました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番大大大大変変変変だだだだったのったのったのったのはははは、、、、縦縦縦縦割割割割りりりりだだだだったったったった行政行政行政行政のところにのところにのところにのところに呼呼呼呼びかけたのがびかけたのがびかけたのがびかけたのが一一一一番番番番大大大大変変変変ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその縦縦縦縦割割割割りりりり行政行政行政行政にどにどにどにどううううややややってってってって風風風風穴穴穴穴をあけるかというのでをあけるかというのでをあけるかというのでをあけるかというので、、、、いろんないろんないろんないろんな部課部課部課部課へへへへ、、、、ここではここではここではここでは 5つつつつのののの部部部部署署署署ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、呼呼呼呼びびびびかけたのですがかけたのですがかけたのですがかけたのですが、、、、本本本本当当当当にににに大大大大変変変変でしたでしたでしたでした。。。。私私私私たたたたちちちちってってってって、、、、何何何何もわからないのでもわからないのでもわからないのでもわからないので、、、、もうムテもうムテもうムテもうムテカカカカツツツツ流流流流でででで、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけて歩歩歩歩きましたきましたきましたきました。。。。環境環境環境環境政策課政策課政策課政策課、、、、廃棄物政策課廃棄物政策課廃棄物政策課廃棄物政策課、、、、市民市民市民市民生生生生活活活活課課課課、、、、商商商商業業業業労労労労政課政課政課政課でででで、、、、マイバマイバマイバマイバッグッグッグッグデデデデーーーー推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会をスタートさせましたをスタートさせましたをスタートさせましたをスタートさせました。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、30 周周周周年年年年にはにはにはには、、、、私私私私たたたたちちちちのオのオのオのオリリリリジナルジナルジナルジナルソソソソングまでングまでングまでングまで作作作作ってってってってしまったしまったしまったしまったののののですですですです。。。。そんなのそんなのそんなのそんなのももももややややりながらりながらりながらりながら、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、それではもうそれではもうそれではもうそれではもう少少少少しししし本本本本格格格格的的的的ななななごごごごみみみみ減量減量減量減量のののの取取取取りりりり組組組組みをこみをこみをこみをこのマイバッグのマイバッグのマイバッグのマイバッグデデデデーーーー推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会のののの中中中中でででで進進進進めようということでめようということでめようということでめようということで、、、、そのままマイバッグそのままマイバッグそのままマイバッグそのままマイバッグデデデデーーーー推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会のののの組組組組織織織織編成編成編成編成ををををちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見直直直直しましてしましてしましてしまして、「、「、「、「くらしのくらしのくらしのくらしの中中中中のののの 4 つつつつのののの運運運運動動動動（（（（4R））））推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会」」」」というのというのというのというのをスタートいたしましたをスタートいたしましたをスタートいたしましたをスタートいたしました。。。。ななななぜぜぜぜかかかか静岡市静岡市静岡市静岡市はははは R がががが 1 つつつつ多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。4R なんですなんですなんですなんです。。。。環境環境環境環境省省省省はははは 3R ななななんですがんですがんですがんですが。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと進進進進んでいますよんでいますよんでいますよんでいますよねねねね。。。。ということでということでということでということで、、、、暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中のののの 4 つつつつのののの R 推進推進推進推進委員委員委員委員会会会会といといといというのをスタートさせましてうのをスタートさせましてうのをスタートさせましてうのをスタートさせまして、、、、今今今今、、、、ごごごごみみみみ減量減量減量減量にににに関関関関するいろんなするいろんなするいろんなするいろんな調調調調査査査査活動活動活動活動などをなどをなどをなどを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、ではではではでは、、、、今今今今からからからから皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにちちちちょょょょっとっとっとっとピピピピックアップをしてックアップをしてックアップをしてックアップをして見見見見ていたていたていたていただだだだきますきますきますきます。。。。これがこれがこれがこれが「「「「しずおかエしずおかエしずおかエしずおかエコチコチコチコチケケケケットットットット」」」」ですですですです。。。。そのそのそのその次次次次、、、、これがこれがこれがこれが全全全全国国国国マイバッグフォーラムマイバッグフォーラムマイバッグフォーラムマイバッグフォーラム in 静岡静岡静岡静岡ですですですです。。。。600人人人人以以以以上上上上のののの方方方方がががが集集集集まってくまってくまってくまってくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、本本本本当当当当ににににすすすすばばばばらしかったとらしかったとらしかったとらしかったと思思思思いますいますいますいます。。。。自自自自画画画画自自自自賛賛賛賛ですですですです。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、このプロジェクトはこのプロジェクトはこのプロジェクトはこのプロジェクトは、「、「、「、「元元元元気気気気ななななごごごごみみみみ仲仲仲仲間間間間のののの会会会会」」」」からからからから、、、、全全全全国国国国からからからから応応応応募募募募されたされたされたされた 54 件件件件のののの中中中中からからからから奨奨奨奨励励励励賞賞賞賞というのをいたというのをいたというのをいたというのをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグキキキキャャャャンンンンペペペペーンなんですがーンなんですがーンなんですがーンなんですが、、、、毎毎毎毎月月月月 5 日日日日はマイバッグはマイバッグはマイバッグはマイバッグデデデデーということーということーということーということでででで、、、、市市市市内内内内 5カカカカ所所所所でででで、、、、またまたまたまた、、、、いろんなところでいろんなところでいろんなところでいろんなところで呼呼呼呼びかけているびかけているびかけているびかけているののののですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその様子様子様子様子ですですですです。。。。皆皆皆皆さんかさんかさんかさんからららら向向向向かってかってかってかって左左左左側側側側はははは、、、、行政行政行政行政のののの方方方方たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに静岡市静岡市静岡市静岡市のののの真真真真んんんん中中中中ででででキキキキャャャャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンを張張張張っているところでっているところでっているところでっているところですすすす。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、おおおお店店店店のののの店店店店頭頭頭頭のところでのところでのところでのところで、、、、桃桃桃桃太太太太郎郎郎郎旗旗旗旗をををを立立立立ててとかててとかててとかててとか、、、、おおおお店店店店のののの中中中中でででで、、、、店店店店長長長長さんもマイバッさんもマイバッさんもマイバッさんもマイバッググググちちちちゃゃゃゃんのんのんのんのつつつついたいたいたいた帽帽帽帽子子子子をかをかをかをかぶぶぶぶっていたっていたっていたっていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、そんなようなことでそんなようなことでそんなようなことでそんなようなことでキキキキャャャャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンをややややっておりっておりっておりっておりますますますます。。。。このこのこのこの間間間間ももももややややってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。 

  さっきさっきさっきさっき申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、静岡市静岡市静岡市静岡市暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中のののの 4 つつつつのののの運運運運動動動動というのはこういうというのはこういうというのはこういうというのはこういう仕仕仕仕組組組組みにみにみにみになっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。まずまずまずまず、、、、消費者消費者消費者消費者はははは、、、、しずおしずおしずおしずおかかかか市市市市消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会はもはもはもはもちちちちろんですけれどもろんですけれどもろんですけれどもろんですけれども、、、、自治会連合自治会連合自治会連合自治会連合会会会会、、、、PTA 連連連連絡絡絡絡会会会会、、、、そしてそしてそしてそして事業事業事業事業者者者者ののののほほほほうはうはうはうは、、、、大型大型大型大型店店店店・スーパーマー・スーパーマー・スーパーマー・スーパーマーケケケケットットットット連連連連絡絡絡絡会会会会、、、、商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所、、、、商店商店商店商店会会会会、、、、そしてそしてそしてそして行政行政行政行政はははは環境環境環境環境政策課政策課政策課政策課、、、、廃棄物政策課廃棄物政策課廃棄物政策課廃棄物政策課、、、、商商商商業業業業労労労労政課政課政課政課、、、、市民市民市民市民生生生生活活活活課課課課、、、、生生生生活活活活安安安安全課全課全課全課というというというという
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ことでことでことでことで、、、、3 者者者者がががが一体一体一体一体になってになってになってになって静岡静岡静岡静岡ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量をををを何何何何とかしてとかしてとかしてとかして進進進進めようということでめようということでめようということでめようということで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの会議会議会議会議はははは 1 年年年年にににに 3回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集まってまってまってまってややややるるるるののののですがですがですがですが、、、、第第第第 1回目回目回目回目のののの 7 月月月月のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、今今今今年年年年
1 年年年年間間間間ごごごごみみみみ減量減量減量減量のののの活動活動活動活動としてどんなことをとしてどんなことをとしてどんなことをとしてどんなことをややややろうかということでろうかということでろうかということでろうかということで決決決決めるのですめるのですめるのですめるのです。。。。さっきのさっきのさっきのさっきのごごごごみみみみ減減減減量量量量調調調調査査査査とかとかとかとか、、、、学学学学校校校校にににに届届届届けるけるけるける講講講講座座座座とかとかとかとか、、、、親親親親子子子子のののの調調調調べべべべ活動活動活動活動。。。。昨昨昨昨年年年年はははは、、、、ワンワンワンワンウウウウェイェイェイェイ容容容容器器器器のののの調調調調べべべべ活動活動活動活動とかとかとかとか、、、、今今今今年年年年はははは詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええ用用用用品品品品のののの調調調調べべべべ活動活動活動活動をををを行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんもいらっしさんもいらっしさんもいらっしさんもいらっしゃゃゃゃるということでるということでるということでるということで、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、油油油油がどうなんがどうなんがどうなんがどうなんだだだだろうというのをろうというのをろうというのをろうというのを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ごごごごみのアンみのアンみのアンみのアンケケケケートというのをとりましたートというのをとりましたートというのをとりましたートというのをとりました。。。。9 月月月月からからからから 10月月月月のののの 2 カカカカ月月月月間間間間だだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、127 名名名名のののの方方方方にににに協力協力協力協力していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。性性性性別別別別とととと年年年年代代代代はこんなはこんなはこんなはこんな感感感感じじじじでででで、、、、20 代代代代からからからから 70 代代代代までおりますまでおりますまでおりますまでおります。「。「。「。「ごごごごみがみがみがみが増増増増えていることをえていることをえていることをえていることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか」」」」というのではというのではというのではというのでは、、、、「「「「はいはいはいはい」」」」というというというという方方方方がががが 84％％％％、、、、圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多かったですかったですかったですかったです。「。「。「。「ごごごごみのみのみのみの中中中中身身身身はははは何何何何でしでしでしでしょょょょうううう」」」」というのではというのではというのではというのでは、、、、圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに「「「「生生生生ごごごごみみみみ」」」」というのがというのがというのがというのが多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。そのそのそのその次次次次がががが「「「「包包包包装装装装材材材材」」」」でしたでしたでしたでした。「。「。「。「分分分分別別別別していますしていますしていますしていますかかかか」」」」ということではということではということではということでは、「、「、「、「はいはいはいはい」」」」がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。いろんないろんないろんないろんな年年年年代代代代のののの方方方方がががが分分分分別別別別をしていましをしていましをしていましをしていましたたたた。。。。 

  次次次次にににに、、、、一一一一番番番番多多多多かったかったかったかった生生生生ごごごごみにみにみにみにつつつついてですけれどもいてですけれどもいてですけれどもいてですけれども、、、、じゃじゃじゃじゃ、「、「、「、「どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに生生生生ごごごごみはみはみはみは処処処処理理理理してしてしてしていますかいますかいますかいますか」」」」ということではということではということではということでは、、、、ややややはりはりはりはりごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出すということですということですということですということで、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話でででで、、、、油油油油なんかもそのままなんかもそのままなんかもそのままなんかもそのまま出出出出ししししちちちちゃゃゃゃうというようなことうというようなことうというようなことうというようなことだだだだったったったったのですのですのですのです。。。。多多多多分分分分油油油油もそのもそのもそのもその中中中中にににに入入入入っていっていっていっているとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、生生生生ごごごごみはみはみはみはごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出すとすとすとすというのがいうのがいうのがいうのが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。ではではではでは、、、、油油油油のののの処処処処理理理理ななななんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、「、「、「、「油油油油はどうしていますかはどうしていますかはどうしていますかはどうしていますか」」」」ということをということをということをということを聞聞聞聞きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、まずまずまずまず、「、「、「、「ごごごごみにみにみにみに捨捨捨捨ててててるるるる」」」」というのがというのがというのがというのが 85％％％％もありましたもありましたもありましたもありました。。。。 

  すみませんすみませんすみませんすみません、、、、ここでここでここでここでちちちちょょょょっとっとっとっと皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの資料資料資料資料をををを訂訂訂訂正正正正していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたいののののですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元にありますにありますにありますにあります 7ペペペページのージのージのージの資料資料資料資料でででで、「、「、「、「油油油油のののの処処処処理理理理はははは」」」」というところがというところがというところがというところが下下下下のののの表表表表にありますにありますにありますにあります。。。。ここをここをここをここをちちちちょょょょっっっっとととと訂訂訂訂正正正正していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたいののののですですですです。。。。「「「「使使使使いいいい切切切切るるるる」」」」というのはというのはというのはというのは 34％％％％でしたでしたでしたでした。「。「。「。「ごごごごみにみにみにみに捨捨捨捨てるてるてるてる」」」」がががが
56％％％％でででで、「、「、「、「そのそのそのその他他他他」」」」がががが 10％％％％ですですですです。。。。よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、「、「、「、「ごごごごみにみにみにみに捨捨捨捨ててててるるるる」」」」がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、「、「、「、「食食食食用用用用油油油油のののの回回回回収収収収システムがあれシステムがあれシステムがあれシステムがあればばばば利用利用利用利用しますかしますかしますかしますか」、」、」、」、大事大事大事大事なところなところなところなところだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、「「「「するするするする」」」」というのがというのがというのがというのが 72％％％％もありましたもありましたもありましたもありました。「。「。「。「しないしないしないしない」」」」はははは 15％％％％でしたでしたでしたでした。。。。ということでということでということでということで、、、、ややややはりはりはりはり回回回回収収収収システムをシステムをシステムをシステムを作作作作ってってってっていくというのはすいくというのはすいくというのはすいくというのはすごごごごくくくく大事大事大事大事かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  次次次次はははは、「、「、「、「企業企業企業企業ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関心心心心がありますかがありますかがありますかがありますか」」」」というというというという問問問問いをいをいをいを意意意意地地地地悪悪悪悪くくくく作作作作ってってってってみまみまみまみましたしたしたした。。。。それでそれでそれでそれで、「、「、「、「あるあるあるある」」」」というのがというのがというのがというのが大大大大変変変変多多多多かったですかったですかったですかったですねねねね、、、、65％％％％。。。。ということでということでということでということで、、、、最後最後最後最後にににに、「、「、「、「ごごごごみみみみににににつつつついていていていて日日日日ごごごごろろろろ考考考考えていることえていることえていることえていること」」」」というのをというのをというのをというのを皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに書書書書いていたいていたいていたいていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。まずまずまずまず、、、、企業企業企業企業ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量へへへへのののの努努努努力力力力がもっとがもっとがもっとがもっと必要必要必要必要じゃじゃじゃじゃないかということないかということないかということないかということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックごごごごみをみをみをみを何何何何とかすれとかすれとかすれとかすればばばばごごごごみみみみ減量減量減量減量はできるということはできるということはできるということはできるということ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化をしてもよいということをしてもよいということをしてもよいということをしてもよいということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ごごごごみみみみをををを減減減減らそうとらそうとらそうとらそうと努努努努力力力力しているというようなところをしているというようなところをしているというようなところをしているというようなところを皆皆皆皆さんさんさんさん自自自自由由由由にににに書書書書いてくいてくいてくいてくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。 

  私私私私たたたたちちちちはははは、、、、もうずっともうずっともうずっともうずっとごごごごみみみみ減量減量減量減量にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややってきたとってきたとってきたとってきたと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややはりそれがはりそれがはりそれがはりそれが地球地球地球地球環境環境環境環境をををを守守守守るるるる一一一一番番番番かなとかなとかなとかなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ということでということでということでということで、、、、これからもこれからもこれからもこれからも、、、、三者三者三者三者一体一体一体一体になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。油油油油のところなんかでものところなんかでものところなんかでものところなんかでも、、、、これからこれからこれからこれから具具具具体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組みがみがみがみができたらいいできたらいいできたらいいできたらいいなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最後最後最後最後にににに、、、、今回今回今回今回こういうこういうこういうこういう機機機機会会会会をををを与与与与えていたえていたえていたえていただだだだいたいたいたいた県県県県のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 
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  県内県内県内県内にいろんなにいろんなにいろんなにいろんな消費者消費者消費者消費者団体団体団体団体がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるんですがるんですがるんですがるんですが、、、、今日今日今日今日はははは、、、、静岡市静岡市静岡市静岡市のののの消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会のののの方方方方たたたたちちちちにににに登壇登壇登壇登壇いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。静岡市静岡市静岡市静岡市はははは 100万万万万都市都市都市都市になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、てんてんてんてんぷぷぷぷらららら油油油油ののののリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを望望望望んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がががが多多多多いということいということいということいということ。。。。さらにうれしかったのはさらにうれしかったのはさらにうれしかったのはさらにうれしかったのは、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤さんたさんたさんたさんたちちちち消費者消費者消費者消費者グループはグループはグループはグループは、、、、今日今日今日今日ののののパネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションのためにこのようなアンッションのためにこのようなアンッションのためにこのようなアンッションのためにこのようなアンケケケケートをさっートをさっートをさっートをさっとととと実施実施実施実施するするするする行行行行動力動力動力動力のあるのあるのあるのある消費者消費者消費者消費者グループといグループといグループといグループということでうことでうことでうことですすすす。。。。企業企業企業企業のののの方方方方もももも是是是是非非非非、、、、県民県民県民県民のののの方方方方々々々々とととと連連連連携携携携をとっていたをとっていたをとっていたをとっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  興興興興味味味味深深深深いいいい話話話話がががが次次次次々々々々とととと続続続続きますがきますがきますがきますが、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園のののの佐藤佐藤佐藤佐藤さんにさんにさんにさんにごごごご登登登登場場場場いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤主主主主務務務務 

  すみませんすみませんすみませんすみません、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと商商商商品品品品ののののほほほほうをうをうをうを置置置置かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきますきますきますきます。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園開発開発開発開発部部部部のののの佐藤佐藤佐藤佐藤とととと申申申申しますしますしますします。。。。本本本本日日日日はははは、、、、このようなすこのようなすこのようなすこのようなすばばばばらしいらしいらしいらしい会会会会におにおにおにお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだきききき、、、、ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     早速早速早速早速ですがですがですがですが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻リリリリサイクルシステムにサイクルシステムにサイクルシステムにサイクルシステムにつつつついていていていて簡簡簡簡単単単単ながらながらながらながらごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  まずまずまずまず、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園のののの概概概概要要要要ですがですがですがですが、、、、1966 年年年年にににに静岡市静岡市静岡市静岡市にににに設立設立設立設立いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。現現現現在在在在はははは、、、、本社本社本社本社はははは東京東京東京東京都都都都にあにあにあにありますりますりますります。。。。工場工場工場工場はははは、、、、旧旧旧旧相相相相良町良町良町良町、、、、現現現現在在在在のののの牧牧牧牧之原之原之原之原市市市市ののののほほほほうにうにうにうに静岡静岡静岡静岡相相相相良工場良工場良工場良工場ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私どものどものどものどもの取取取取扱扱扱扱商商商商品品品品といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、リリリリーフーフーフーフ商商商商品品品品、、、、ドリドリドリドリンクンクンクンク商商商商品品品品のののの販販販販売売売売をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば、「、「、「、「おおおお～～～～いいいいおおおお茶茶茶茶」、」、」、」、あとあとあとあと野野野野菜菜菜菜飲飲飲飲料料料料、、、、これはこれはこれはこれは「「「「充充充充実野実野実野実野菜菜菜菜」」」」というというというという野野野野菜菜菜菜飲飲飲飲料料料料、、、、あとあとあとあと、、、、最最最最近近近近「「「「Salon de Café」」」」といといといというブランうブランうブランうブランドドドド名名名名ででででココココーーーーヒヒヒヒーもーもーもーも出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその他他他他、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸とかとかとかとか果果果果汁汁汁汁もももも出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、リリリリーフーフーフーフ商商商商品品品品のののの販販販販売売売売もももも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。私私私私どもどもどもども、、、、最最最最初初初初にににに開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたのがいたのがいたのがいたのが缶缶缶缶入入入入りりりりウウウウーロンーロンーロンーロン茶茶茶茶、、、、そのそのそのその次次次次にににに缶缶缶缶入入入入りのりのりのりの緑緑緑緑茶茶茶茶、、、、そしてそしてそしてそしてペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル入入入入りのりのりのりの緑緑緑緑茶茶茶茶をををを日日日日本本本本でででで初初初初めてめてめてめて開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。 

  私私私私どものどものどものどもの主力主力主力主力商商商商品品品品でありますでありますでありますであります「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」、」、」、」、これはこれはこれはこれは実実実実はははは急急急急須須須須でででで入入入入れたおれたおれたおれたお茶茶茶茶とととと同同同同じじじじようなようなようなような製製製製法法法法でででで作作作作られてられてられてられておりますおりますおりますおります。。。。ということはということはということはということは、、、、急急急急須須須須のののの中中中中身身身身にはにはにはには茶茶茶茶殻殻殻殻がががが残残残残りますりますりますります。「。「。「。「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」もももも、、、、実実実実ははははたくさんのたくさんのたくさんのたくさんの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。平平平平成成成成 16 年度年度年度年度ではではではでは約約約約 3 万万万万 3,000 トンのトンのトンのトンの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが排排排排出出出出されましたされましたされましたされました。。。。平平平平成成成成 17 年度年度年度年度ではではではでは 3 万万万万 9,000 トンのトンのトンのトンの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが排排排排出出出出されておりますされておりますされておりますされております。。。。これはこれはこれはこれは東京東京東京東京ドドドドームのームのームのームの外外外外野野野野フェンフェンフェンフェンスをスをスをスを超超超超えるえるえるえるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量ですですですです。。。。ここここちちちちらのらのらのらの茶茶茶茶殻殻殻殻ですがですがですがですが、、、、現現現現在在在在堆肥堆肥堆肥堆肥やややや飼飼飼飼料料料料にににに利用利用利用利用されされされされていていていていまままますがすがすがすが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻にはまにはまにはまにはまだだだだままままだだだだ多多多多くのくのくのくの有用成分有用成分有用成分有用成分がががが残残残残されておりますされておりますされておりますされております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご存存存存じじじじののののカカカカテテテテキキキキンンンンややややビビビビタミンがタミンがタミンがタミンがそのそのそのその例例例例ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻にはにはにはには自自自自然然然然のののの抗抗抗抗菌菌菌菌消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果がありますがありますがありますがあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、右右右右側側側側のグラフをのグラフをのグラフをのグラフをごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。茶茶茶茶殻殻殻殻にににに、、、、院院院院内内内内感感感感染染染染菌菌菌菌のののの 1つつつつであるであるであるである MRSA をををを 30万個万個万個万個くっくっくっくっつつつつけるとけるとけるとけると、、、、24時時時時間間間間後後後後にはにはにはにはほほほほとんどとんどとんどとんど菌菌菌菌がいなくなっておりますがいなくなっておりますがいなくなっておりますがいなくなっております。。。。白白白白癬癬癬癬菌菌菌菌、、、、これはこれはこれはこれは水水水水虫虫虫虫原原原原因菌因菌因菌因菌のののの 1つつつつですがですがですがですが、、、、白白白白癬癬癬癬菌菌菌菌もももも大体大体大体大体似似似似たようなたようなたようなたようなデデデデータがータがータがータが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、右右右右側側側側のグラフをのグラフをのグラフをのグラフをごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。茶茶茶茶殻殻殻殻のののの消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果のグラフですがのグラフですがのグラフですがのグラフですが、、、、今今今今ははははややややりのりのりのりの備備備備長長長長炭炭炭炭やややや竹炭竹炭竹炭竹炭にににに比比比比べべべべてててて茶茶茶茶殻殻殻殻のののの消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果がががが高高高高いことがわかいことがわかいことがわかいことがわかりますりますりますります。。。。こんなこんなこんなこんな茶茶茶茶殻殻殻殻をををを生生生生活活活活のののの中中中中でででで幅幅幅幅広広広広くくくくごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただだだだけるようけるようけるようけるよう、、、、茶茶茶茶配配配配合合合合製製製製品品品品のののの開発開発開発開発をスタートいたしましたをスタートいたしましたをスタートいたしましたをスタートいたしました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻リリリリサイクルシステムにサイクルシステムにサイクルシステムにサイクルシステムにつつつついてのいてのいてのいての概概概概要要要要ををををごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。私私私私どもどもどもども、、、、製製製製造工場造工場造工場造工場でででで排排排排出出出出されるされるされるされる茶茶茶茶殻殻殻殻はははは、、、、温温温温度度度度がががが高高高高くてくてくてくて水水水水がががが多多多多いためにいためにいためにいために、、、、すすすすぐぐぐぐ腐敗腐敗腐敗腐敗いたしますいたしますいたしますいたします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、皆皆皆皆様様様様ももももごごごご経経経経験験験験あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、急急急急須須須須のののの中中中中のののの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを 1日日日日放放放放っておくとっておくとっておくとっておくと、、、、発発発発酵酵酵酵したしたしたしたにおいがしてくるにおいがしてくるにおいがしてくるにおいがしてくるということをということをということをということをごごごご経経経経験験験験されたされたされたされた方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」のののの茶茶茶茶殻殻殻殻もももも 1日日日日でででで変変変変化化化化すすすするるるるぐぐぐぐらいらいらいらい足足足足がががが速速速速いものですいものですいものですいものです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、当初当初当初当初、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを乾燥乾燥乾燥乾燥させてさせてさせてさせて有効利用有効利用有効利用有効利用すすすするるるることことことことをををを考考考考ええええましたがましたがましたがましたが、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥させるとどうしてもさせるとどうしてもさせるとどうしてもさせるとどうしても石石石石油油油油資源資源資源資源がががが必要必要必要必要にににになりますなりますなりますなります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、10 トンのトンのトンのトンの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを乾燥乾燥乾燥乾燥させるさせるさせるさせるためためためためにににに灯灯灯灯油油油油約約約約 500リリリリットルがットルがットルがットルが必要必要必要必要ですですですです。。。。灯灯灯灯油油油油 500リリリリットルをットルをットルをットルを完完完完全全全全燃焼燃焼燃焼燃焼させますとさせますとさせますとさせますと約約約約 1.3 トンのトンのトンのトンの二酸二酸二酸二酸化化化化
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炭炭炭炭素素素素がががが排排排排出出出出されますされますされますされます。。。。リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという環境環境環境環境にににに優優優優しいことをしいことをしいことをしいことをややややっていながらっていながらっていながらっていながら環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えてえてえてえてはいけないということではいけないということではいけないということではいけないということで、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、湿湿湿湿ったままのったままのったままのったままの茶茶茶茶殻殻殻殻をそのままをそのままをそのままをそのまま利用利用利用利用するするするする技術開発技術開発技術開発技術開発をををを考考考考えさせえさせえさせえさせていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、湿湿湿湿ったままのったままのったままのったままの茶茶茶茶殻殻殻殻のののの輸輸輸輸送送送送技術技術技術技術、、、、保保保保存存存存技術技術技術技術、、、、配配配配合合合合するするするする技術技術技術技術ですですですです。。。。このこのこのこの技術技術技術技術によりによりによりにより誕誕誕誕生生生生したしたしたした製製製製品品品品がががが茶茶茶茶配配配配合合合合ボボボボーーーードドドド、、、、茶茶茶茶配配配配合合合合樹樹樹樹脂脂脂脂、、、、茶茶茶茶入入入入りせっこうりせっこうりせっこうりせっこうボボボボーーーードドドドですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、各各各各茶茶茶茶配配配配合合合合製製製製品品品品ののののごごごご説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの消消消消臭臭臭臭機機機機能能能能をををを生生生生かしたかしたかしたかした畳畳畳畳ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。畳畳畳畳のののの芯芯芯芯材材材材にににに茶茶茶茶配配配配合合合合インシインシインシインシュレュレュレュレーションーションーションーションボボボボーーーードドドドというものをというものをというものをというものを使使使使用用用用しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、ここここちちちちらのらのらのらの茶茶茶茶配配配配合合合合インシインシインシインシュレュレュレュレーションーションーションーションボボボボーーーードドドド、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻入入入入りりりり製製製製品品品品ではではではでは初初初初めてのエめてのエめてのエめてのエココココマークのマークのマークのマークの認認認認証証証証をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。このこのこのこの茶茶茶茶配配配配合合合合インシインシインシインシュレュレュレュレーションーションーションーションボボボボーーーードドドドをををを芯芯芯芯材材材材としてとしてとしてとして使使使使用用用用したしたしたした畳畳畳畳をををを「「「「さらりさらりさらりさらり畳畳畳畳」」」」というブランというブランというブランというブランドドドド名名名名でででで販販販販売売売売しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。販販販販売売売売会社会社会社会社がががが北一北一北一北一商店商店商店商店ですがですがですがですが、、、、北一北一北一北一商店商店商店商店さんさんさんさんからからからから全全全全国国国国のののの畳畳畳畳代理代理代理代理店店店店へへへへ運運運運びびびび、、、、各地域各地域各地域各地域ににににてててて施施施施工工工工するするするするようようようようななななシステムシステムシステムシステムをとっておりますをとっておりますをとっておりますをとっております。。。。 

  平平平平成成成成 15 年年年年のののの 7 月月月月にににに販販販販売売売売をををを開始開始開始開始いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、現現現現在在在在でででで約約約約 3万万万万畳畳畳畳のののの畳畳畳畳をををを売売売売りりりり上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、ここここちちちちらららら、、、、畳畳畳畳 1 畳畳畳畳、、、、大体大体大体大体 90 セセセセンンンンチチチチ×180 セセセセンンンンチチチチですですですですがががが、、、、1 畳畳畳畳当当当当たりたりたりたり、、、、ここここちちちちらのらのらのらの「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」のののの
500ml ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、約約約約 600 本分本分本分本分のののの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを使使使使用用用用いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。またまたまたまた、、、、静岡静岡静岡静岡ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、小小小小笠笠笠笠にありますにありますにありますにあります遠遠遠遠興興興興さんというさんというさんというさんという会社会社会社会社がががが静岡県内静岡県内静岡県内静岡県内のののの畳畳畳畳屋屋屋屋さんにこのさんにこのさんにこのさんにこのボボボボーーーードドドドをををを運運運運んでんでんでんでおりますおりますおりますおります。。。。全全全全県県県県でででで施施施施工工工工可能可能可能可能ですのでですのでですのでですので、、、、ごごごご興興興興味味味味のあるのあるのあるのある方方方方はははは、「、「、「、「さらりさらりさらりさらり畳畳畳畳」」」」というブランというブランというブランというブランドドドド名名名名をおをおをおをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、畳畳畳畳屋屋屋屋さんとさんとさんとさんとごごごご相相相相談談談談いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを利用利用利用利用したしたしたした燃燃燃燃えないえないえないえない建建建建材材材材、、、、茶茶茶茶入入入入りせっこうりせっこうりせっこうりせっこうボボボボーーーードドドドににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。茶茶茶茶入入入入りせっこうりせっこうりせっこうりせっこうボボボボーーーードドドドはははは、、、、チヨチヨチヨチヨダダダダウウウウーテさんとーテさんとーテさんとーテさんと共共共共同同同同開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ここここちちちちらのらのらのらの茶茶茶茶入入入入りせっこうりせっこうりせっこうりせっこうボボボボーーーードドドド、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果とととと消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果がありますがありますがありますがあります。。。。平平平平成成成成 17 のののの 2 月月月月にににに販販販販売売売売をををを開開開開始始始始ししししましたましたましたました。。。。施施施施工工工工事事事事例例例例としてとしてとしてとして、、、、京京京京都都都都のののの旅館旅館旅館旅館やややや、、、、あとあとあとあと東京東京東京東京のののの事事事事務所務所務所務所、、、、静岡静岡静岡静岡ですとですとですとですと、、、、当当当当社社社社のののの静岡静岡静岡静岡相相相相良良良良工場工場工場工場のののの新新新新事事事事務所務所務所務所棟棟棟棟にににに何何何何百枚百枚百枚百枚かかかか入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。あとあとあとあと、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの弊弊弊弊社社社社のののの関連会社関連会社関連会社関連会社にもにもにもにも入入入入っておりますっておりますっておりますっております。。。。ここここちちちちらのせっこうらのせっこうらのせっこうらのせっこうボボボボーーーードドドドですがですがですがですが、、、、1 枚枚枚枚当当当当たりたりたりたり約約約約 120 本分本分本分本分のののの「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」のののの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが使使使使われておりわれておりわれておりわれておりますますますます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを利用利用利用利用したしたしたした抗抗抗抗菌菌菌菌性性性性をををを有有有有するするするする樹樹樹樹脂脂脂脂、、、、茶茶茶茶配配配配合合合合樹樹樹樹脂脂脂脂ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききますますますます。。。。ここここちちちちららららはははは日日日日本本本本油油油油脂脂脂脂さんさんさんさんとととと共共共共同同同同開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ここここちちちちらのらのらのらの茶茶茶茶配配配配合合合合樹樹樹樹脂脂脂脂ですがですがですがですが、、、、射射射射出出出出成形成形成形成形、、、、押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形がががが可能可能可能可能でででで、、、、いろいろいろいろいろないろないろないろなプラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製品品品品にににに応応応応用用用用がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ここここちちちちらのおらのおらのおらのお茶茶茶茶入入入入りのりのりのりのボボボボールールールールペペペペンンンン、、、、ゼブラさんとゼブラさんとゼブラさんとゼブラさんと共共共共同同同同開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、今今今今年度年度年度年度中中中中にににに弊弊弊弊社社社社ででででノノノノベベベベルテルテルテルティィィィ用用用用としてとしてとしてとして利用利用利用利用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、販販販販売売売売もももも予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご興興興興味味味味のあるのあるのあるのある方方方方はおはおはおはお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、下下下下ののののほほほほうはおうはおうはおうはお茶茶茶茶入入入入りのりのりのりのベベベベンンンンチチチチですですですです。。。。今日今日今日今日、、、、後後後後ろのろのろのろのほほほほううううにににに実実実実物物物物をををを持持持持ってきてってきてってきてってきていますがいますがいますがいますが、、、、ここここちちちちらのおらのおらのおらのお茶茶茶茶入入入入りりりりベベベベンンンンチチチチ、、、、中央中央中央中央化学化学化学化学さんさんさんさんとととと共共共共同同同同開発開発開発開発させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ここここちちちちらのおらのおらのおらのお茶茶茶茶入入入入りりりりベベベベンンンンチチチチ、、、、特特特特徴徴徴徴がががが 2つつつつありましてありましてありましてありまして、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを使使使使っているというのとっているというのとっているというのとっているというのと、、、、ああああとととと、、、、芯芯芯芯材材材材にににに食品食品食品食品トトトトレレレレーをーをーをーを使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。約約約約 1,000 枚枚枚枚分分分分のののの食品食品食品食品トトトトレレレレーとーとーとーと、「、「、「、「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」500mlペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル約約約約 250 本分本分本分本分のののの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを使使使使用用用用いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。ここここちちちちらのらのらのらのベベベベンンンンチチチチ、、、、静岡静岡静岡静岡ですとですとですとですと沼沼沼沼津津津津のののの桜桜桜桜並並並並木木木木にににに置置置置いてあるといういてあるといういてあるといういてあるという話話話話をををを聞聞聞聞いたこいたこいたこいたこととととががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先月先月先月先月販販販販売売売売をををを開始開始開始開始いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたがががが、、、、約約約約 1カカカカ月月月月でででで約約約約 300台台台台設設設設置置置置いたしていたしていたしていたしておりますおりますおりますおります。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、このおこのおこのおこのお茶茶茶茶のののの樹樹樹樹脂脂脂脂をををを板板板板状状状状にににに成形成形成形成形いたしましていたしましていたしましていたしまして自動自動自動自動販販販販売売売売機機機機にににに張張張張りりりりつつつつけたけたけたけた環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮型自型自型自型自販販販販機機機機ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。このこのこのこの自自自自販販販販機機機機、、、、実実実実はおはおはおはお客客客客さんのさんのさんのさんの声声声声からからからから生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。例例例例ええええばばばばおおおお寺寺寺寺とかとかとかとか神神神神社社社社、、、、観観観観光光光光施設施設施設施設のおのおのおのお客客客客さんさんさんさんからからからから赤赤赤赤やややや、、、、青青青青やややや、、、、白白白白のののの自自自自販販販販機機機機をををを置置置置きたくないというおきたくないというおきたくないというおきたくないというお話話話話がががが出出出出てててていましたいましたいましたいました。。。。たたたただだだだ、、、、水水水水筒筒筒筒をををを持持持持参参参参するするするする人人人人もももも少少少少ないものでないものでないものでないもので、、、、真真真真夏夏夏夏のののの暑暑暑暑いいいい日日日日にににに観観観観光光光光施設施設施設施設にににに自自自自販販販販機機機機をををを置置置置いていないといていないといていないといていないと、、、、熱熱熱熱中中中中症症症症にかかってしまうにかかってしまうにかかってしまうにかかってしまう可能性可能性可能性可能性もありますもありますもありますもあります。。。。そこでそこでそこでそこで自自自自販販販販機機機機をををを 1台台台台ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは置置置置きききき
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たいたいたいたい、、、、そういうそういうそういうそういう切切切切なるなるなるなる願願願願いがありましていがありましていがありましていがありまして、、、、開発開発開発開発したしたしたした商商商商品品品品ですですですです。。。。現現現現在在在在、、、、世世世世界界界界遺遺遺遺産産産産のののの醍醐醍醐醍醐醍醐寺寺寺寺さんさんさんさん、、、、豊豊豊豊臣臣臣臣秀秀秀秀吉吉吉吉がががが桜桜桜桜をををを手手手手植植植植えしたえしたえしたえした場所場所場所場所ですですですです。。。。ここここちちちちらとらとらとらと、、、、あとあとあとあと、、、、高高高高尾尾尾尾山山山山ののののほほほほうにうにうにうに設設設設置置置置いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。静静静静岡県岡県岡県岡県、、、、静岡市内静岡市内静岡市内静岡市内ですとですとですとですと、、、、護護護護国国国国神神神神社社社社にににに 2台台台台設設設設置置置置していますしていますしていますしています。。。。あとあとあとあと、、、、土土土土肥肥肥肥のののの民民民民宿宿宿宿にににに 1台台台台、、、、天城天城天城天城ののののふふふふるるるるさとさとさとさと広広広広場場場場、、、、あとあとあとあと、、、、旧旧旧旧大大大大須須須須賀賀賀賀町町町町のサンサンフォームにものサンサンフォームにものサンサンフォームにものサンサンフォームにも設設設設置置置置いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。ここここちちちちらはらはらはらは自自自自販販販販機機機機 1台台台台でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと奮奮奮奮発発発発しましてしましてしましてしまして、「、「、「、「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」500ml ののののペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル約約約約 1万万万万本分本分本分本分のののの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを使使使使用用用用いいいいたしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。 またまたまたまた、、、、このこのこのこの自自自自販販販販機機機機はははは抗抗抗抗菌菌菌菌性性性性がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、当初当初当初当初、、、、観観観観光光光光地地地地目目目目的的的的にににに作作作作ったのったのったのったのですがですがですがですが、、、、病病病病院院院院からおからおからおからお声声声声をかけられましたをかけられましたをかけられましたをかけられました。。。。病病病病院院院院以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、介介介介護護護護施設施設施設施設、、、、ホホホホテルテルテルテル、、、、民民民民宿宿宿宿、、、、からからからからもおもおもおもお声声声声がかかりましがかかりましがかかりましがかかりましたたたた。。。。抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果があってがあってがあってがあって、、、、風風風風合合合合いがいいのでいがいいのでいがいいのでいがいいので、、、、温泉温泉温泉温泉のののの脱衣脱衣脱衣脱衣所所所所にににに置置置置きたいとかきたいとかきたいとかきたいとか、、、、あとあとあとあと、、、、病病病病院院院院のののの売店売店売店売店にににに置置置置きたきたきたきたいいいい、、、、そういったそういったそういったそういった話話話話もももも出出出出ておりますておりますておりますております。。。。ここここちちちちらのらのらのらの自自自自販販販販機機機機、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつエエエエココココなななな部部部部分分分分がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、いたずいたずいたずいたずらららら書書書書きをされてもきをされてもきをされてもきをされても、、、、ややややすりですりですりですりで削削削削るるるるだだだだけできれいになりますけできれいになりますけできれいになりますけできれいになります。。。。普通普通普通普通、、、、自自自自販販販販機機機機はははは、、、、いたずらいたずらいたずらいたずら書書書書きされきされきされきされますとますとますとますと、、、、1 回工場回工場回工場回工場にににに運運運運びましてびましてびましてびまして、、、、再再再再塗塗塗塗装装装装をするというをするというをするというをするという、、、、環境環境環境環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えることがありますえることがありますえることがありますえることがあります。。。。ここここのののの自自自自販販販販機機機機はははは、、、、そのそのそのその場場場場でででで営営営営業業業業マンがマンがマンがマンがややややすりですりですりですりで削削削削るるるるだだだだけできれいになるというけできれいになるというけできれいになるというけできれいになるという、、、、そういったいいそういったいいそういったいいそういったいい面面面面もももも持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。 こういったこういったこういったこういった取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが評価評価評価評価されましてされましてされましてされまして、、、、第第第第２２２２回回回回エエエエココココプロダクプロダクプロダクプロダクツツツツ大大大大賞賞賞賞のエのエのエのエココココサーサーサーサービビビビスススス部門部門部門部門でででで農林農林農林農林水水水水産大産大産大産大臣臣臣臣賞賞賞賞をををを受受受受賞賞賞賞いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。あとあとあとあと、、、、ウウウウェステックェステックェステックェステック大大大大賞賞賞賞 2006 でででで環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞もももも受受受受賞賞賞賞させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。あとあとあとあと、、、、11 月月月月 18 日日日日にににに表表表表彰彰彰彰式式式式があがあがあがありますがりますがりますがりますが、、、、第第第第 36 回食品回食品回食品回食品産業技術産業技術産業技術産業技術功労功労功労功労賞賞賞賞もいたもいたもいたもいただだだだいいいいておりますておりますておりますております。。。。 最後最後最後最後にににに、、、、私私私私どもがこのどもがこのどもがこのどもがこの畳畳畳畳、、、、せっこうせっこうせっこうせっこうボボボボーーーードドドド、、、、樹樹樹樹脂脂脂脂をををを全全全全てててて 1 社社社社でででで取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだわけではなくてわけではなくてわけではなくてわけではなくて、、、、畳畳畳畳はははは北一北一北一北一商店商店商店商店、、、、せっこうせっこうせっこうせっこうボボボボーーーードドドドははははチヨチヨチヨチヨダダダダウウウウーテなどーテなどーテなどーテなど、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって頑頑頑頑張張張張ってきたシステってきたシステってきたシステってきたシステムですムですムですムです。。。。もしよろしけれもしよろしけれもしよろしけれもしよろしければばばば、、、、ここここちちちちらにアらにアらにアらにアドレドレドレドレスをスをスをスを書書書書いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、ごごごご感感感感想等想等想等想等いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻はははは昔昔昔昔からからからから畳畳畳畳のののの掃除掃除掃除掃除のののの道道道道具具具具とかとかとかとか、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてして押押押押しししし入入入入れにれにれにれに入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、まなまなまなまな板板板板のののの掃掃掃掃除除除除にににに使使使使ったりしていましたったりしていましたったりしていましたったりしていました。。。。そういったそういったそういったそういった昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの知知知知恵恵恵恵がこういったところにがこういったところにがこういったところにがこういったところに生生生生かされていますかされていますかされていますかされています。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をどんどんをどんどんをどんどんをどんどんリリリリサイクルすることによってサイクルすることによってサイクルすることによってサイクルすることによって、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻イイイイココココールールールール廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻イイイイココココールールールール有有有有価価価価物物物物としていきたいととしていきたいととしていきたいととしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 本本本本日日日日はははは、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 松松松松田教授田教授田教授田教授     伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんさんさんさん、、、、今日今日今日今日ははははベベベベンンンンチチチチがががが来来来来ていますかていますかていますかていますか。。。。会会会会場場場場のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ベベベベンンンンチチチチがががが後後後後ろのろのろのろのほほほほうにあるそうでうにあるそうでうにあるそうでうにあるそうですからすからすからすから、、、、是是是是非非非非ごごごご覧覧覧覧になってくになってくになってくになってくだだだださいさいさいさい。。。。１１１１カカカカ月月月月にににに 300台台台台もももも売売売売れたということでれたということでれたということでれたということで、、、、それでそれでそれでそれで、、、、県県県県ののののリリリリササササイクルイクルイクルイクル製製製製品品品品のののの認認認認定定定定をををを取取取取れたられたられたられたら、、、、普及率普及率普及率普及率がさらにがさらにがさらにがさらに高高高高まるとまるとまるとまると思思思思いますいますいますいます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、4 名名名名のののの方方方方たたたたちちちちにににに発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生にににに総総総総括括括括的的的的なおなおなおなお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 まずまずまずまず、、、、稲取稲取稲取稲取さんのさんのさんのさんの話話話話なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、これなかなかよくできているおこれなかなかよくできているおこれなかなかよくできているおこれなかなかよくできているお話話話話でででで、、、、まずまずまずまず、、、、こういうこういうこういうこういうリリリリササササイクルはイクルはイクルはイクルはややややはりループがはりループがはりループがはりループが閉閉閉閉じじじじているというのがているというのがているというのがているというのが必要必要必要必要ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今のののの場場場場合合合合、、、、生生生生ごごごごみみみみががががリリリリサイクルされてサイクルされてサイクルされてサイクルされて、、、、卵卵卵卵のののの格格格格好好好好でででで旅館旅館旅館旅館にまたにまたにまたにまた戻戻戻戻ってくるというってくるというってくるというってくるという、、、、閉閉閉閉じじじじているところがているところがているところがているところがややややっっっっぱぱぱぱりりりり重重重重要要要要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。生生生生ごごごごみはみはみはみは、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、究極究極究極究極ののののリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの対対対対象象象象物物物物なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、一一一一番番番番効率効率効率効率がががが高高高高いいいいだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思われているのはわれているのはわれているのはわれているのは、、、、実実実実はははは堆肥堆肥堆肥堆肥なんかよりはなんかよりはなんかよりはなんかよりは飼飼飼飼料料料料だだだだというのはというのはというのはというのは大体大体大体大体わかっていわかっていわかっていわかっていることることることることだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり一一一一般般般般市民社会市民社会市民社会市民社会からのからのからのからの生生生生ごごごごみはみはみはみは堆肥堆肥堆肥堆肥とかにするしかないんですけどとかにするしかないんですけどとかにするしかないんですけどとかにするしかないんですけど、、、、
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こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、あるあるあるある程程程程度度度度わかっているところですとわかっているところですとわかっているところですとわかっているところですと、、、、ややややはりはりはりはり飼飼飼飼料料料料がががが一一一一番番番番かなとかなとかなとかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今回今回今回今回もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これはうまくいっているのかなとこれはうまくいっているのかなとこれはうまくいっているのかなとこれはうまくいっているのかなと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油としてとしてとしてとして熱熱熱熱源源源源にににに使使使使われていたわれていたわれていたわれていたりりりり、、、、いろんなことがあるいろんなことがあるいろんなことがあるいろんなことがある。。。。これからこれからこれからこれから先先先先何何何何をおをおをおをお考考考考えになるかえになるかえになるかえになるか興興興興味味味味があるんですけどがあるんですけどがあるんですけどがあるんですけど、、、、こういうこういうこういうこういう観観観観光光光光地地地地にににに何何何何となくおとなくおとなくおとなくお勧勧勧勧めしているのはめしているのはめしているのはめしているのは、、、、次次次次ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーーーーとかとかとかとか再再再再生生生生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーをこーをこーをこーをこののののぐぐぐぐらいらいらいらい入入入入れるようなことかなれるようなことかなれるようなことかなれるようなことかな、、、、なんてなんてなんてなんて申申申申しししし上上上上げげげげておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、温泉温泉温泉温泉地地地地ですとですとですとですと、「、「、「、「温泉温泉温泉温泉のののの熱熱熱熱をうまをうまをうまをうまくくくく使使使使えませんかえませんかえませんかえませんか」」」」とかとかとかとか、、、、海海海海があるとがあるとがあるとがあると、「、「、「、「何何何何かうまくいきませんかかうまくいきませんかかうまくいきませんかかうまくいきませんか」」」」みたいなことをおみたいなことをおみたいなことをおみたいなことをお勧勧勧勧めしていめしていめしていめしているようなるようなるようなるような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその次次次次のののの廃食油廃食油廃食油廃食油ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったとおりでったとおりでったとおりでったとおりでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、おからはおからはおからはおからは、、、、昔昔昔昔はははは人人人人間間間間がががが食食食食べべべべていたわけですからていたわけですからていたわけですからていたわけですから、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番いいのかもしれませんいいのかもしれませんいいのかもしれませんいいのかもしれません。。。。世世世世界的界的界的界的なななな状況状況状況状況をををを見見見見てもてもてもても、、、、最最最最近近近近、、、、世世世世界界界界みんなみんなみんなみんな油油油油をををを食食食食べべべべるようになってるようになってるようになってるようになって、、、、それでそれでそれでそれで大体大体大体大体太太太太りりりり過過過過ぎぎぎぎなんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、食食食食用用用用油油油油のののの消費消費消費消費がががが増増増増加加加加していてしていてしていてしていて、、、、ブラジルなんブラジルなんブラジルなんブラジルなんかですとかですとかですとかですと、、、、大大大大豆豆豆豆をををを絞絞絞絞ってってってって大大大大豆豆豆豆油油油油にしてにしてにしてにして、、、、絞絞絞絞りかすをりかすをりかすをりかすを飼飼飼飼料料料料というのがというのがというのがというのが大大大大体体体体のののの動動動動ききききだだだだったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、飼飼飼飼料料料料にいくのもしようがないのかなというにいくのもしようがないのかなというにいくのもしようがないのかなというにいくのもしようがないのかなという感感感感じじじじはははは確確確確かにかにかにかに持持持持ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。廃食油廃食油廃食油廃食油ののののほほほほうはうはうはうは、、、、これからもこれからもこれからもこれからも世世世世界的界的界的界的にににに増増増増えてくるんですがえてくるんですがえてくるんですがえてくるんですが、、、、一方一方一方一方、、、、バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼルはははは、、、、これまたこれまたこれまたこれまた原油原油原油原油のののの価価価価格格格格がががが高高高高いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、ママママレレレレーシアとかーシアとかーシアとかーシアとか、、、、フフフフィリィリィリィリピピピピンンンン、、、、インインインインドドドドネシアあたネシアあたネシアあたネシアあたりはりはりはりは、、、、これがすこれがすこれがすこれがすごごごごくくくく商売商売商売商売のののの種種種種になるなとみんなになるなとみんなになるなとみんなになるなとみんな思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、世世世世界的界的界的界的にはパームオイルをそのにはパームオイルをそのにはパームオイルをそのにはパームオイルをそのままバイオままバイオままバイオままバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル油油油油にしようというにしようというにしようというにしようという動動動動きがきがきがきが盛盛盛盛んなんですんなんですんなんですんなんですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、パームオイルはパームオイルはパームオイルはパームオイルは食食食食べべべべられられられられますしますしますしますし、、、、ほほほほんとうはんとうはんとうはんとうは、、、、地地地地面面面面をををを食食食食糧糧糧糧生生生生産産産産でででで奪奪奪奪いいいい合合合合うものですからうものですからうものですからうものですから、、、、食食食食糧糧糧糧のののの供給不供給不供給不供給不足足足足になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃなななないかといかといかといかと心心心心配配配配しているようなところがあってしているようなところがあってしているようなところがあってしているようなところがあって、、、、ややややはりはりはりはり一一一一旦旦旦旦はははは食食食食べべべべてててて、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油というのがというのがというのがというのが本本本本当当当当はははは正正正正ししししいようないようないようないような気気気気がしていますがしていますがしていますがしています。。。。バイオエタノールもバイオエタノールもバイオエタノールもバイオエタノールも同様同様同様同様でしてでしてでしてでして、、、、もっとももっとももっとももっとも、、、、バイオエタノールはサトバイオエタノールはサトバイオエタノールはサトバイオエタノールはサトウウウウキキキキビビビビからからからからつつつつくっているとくっているとくっているとくっていると、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖はこれはこれはこれはこれ以以以以上食上食上食上食えないしえないしえないしえないし、、、、まあまあまあまあ、、、、しようがないのかもしれませんしようがないのかもしれませんしようがないのかもしれませんしようがないのかもしれませんけどけどけどけど、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、土土土土地地地地をををを自動自動自動自動車車車車のののの燃燃燃燃料料料料とととと食食食食糧糧糧糧がががが奪奪奪奪いいいい合合合合いをいをいをいを始始始始めているというめているというめているというめているという状況状況状況状況はははは結結結結構構構構ここここれれれれ深深深深刻刻刻刻なんでなんでなんでなんで、、、、そこはそこはそこはそこは何何何何とかしなきとかしなきとかしなきとかしなきゃゃゃゃいけないというおいけないというおいけないというおいけないというお考考考考えをおえをおえをおえをお持持持持ちちちちいたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。 

  世世世世界的界的界的界的にはにはにはには人口人口人口人口はははは多多多多分分分分 2050 年年年年でででで減減減減りりりり始始始始めるとめるとめるとめると私私私私はははは思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、食食食食糧糧糧糧はははは、、、、人人人人間間間間ががががぜぜぜぜいたくにいたくにいたくにいたくになってなってなってなって、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉をををを食食食食べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思うううう人人人人がががが増増増増えるとえるとえるとえると、、、、多多多多分分分分 2080 年年年年ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいがピピピピークでークでークでークで、、、、それまでそれまでそれまでそれまで食食食食糧糧糧糧のののの生生生生産産産産をををを増増増増ややややさなきさなきさなきさなきゃゃゃゃいけないようないけないようないけないようないけないような状況状況状況状況なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと厳厳厳厳しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状状状状況況況況にあるにあるにあるにある中中中中でバイオでバイオでバイオでバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル、、、、バイオエタノールはバイオエタノールはバイオエタノールはバイオエタノールは一体一体一体一体何何何何からからからからつつつつくるのかというくるのかというくるのかというくるのかという地球地球地球地球レベレベレベレベルのルのルのルの問問問問題題題題はあるはあるはあるはあるぞぞぞぞ、、、、というというというということをことをことをことを申申申申しししし上上上上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、静岡市静岡市静岡市静岡市のののの消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会のおのおのおのお話話話話ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運運運運動動動動、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましましましましたようにしたようにしたようにしたように、、、、量量量量的的的的にはにはにはには、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを全部全部全部全部撲撲撲撲滅滅滅滅しますとしますとしますとしますと 30 万万万万トンのトンのトンのトンのレベレベレベレベルのルのルのルの話話話話なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。先先先先ほほほほどどどどのののの食食食食用用用用油油油油とととと同同同同じぐじぐじぐじぐらいのらいのらいのらいのレベレベレベレベルのルのルのルの話話話話ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。もっとももっとももっとももっとも、、、、今今今今我我我我々々々々でででで石石石石油油油油をををを年年年年間間間間 2億億億億 5,000万万万万トントントントン使使使使いいいい、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち 85％％％％をををを直直直直接接接接燃燃燃燃ややややしていますからしていますからしていますからしていますから、、、、そこをそこをそこをそこを何何何何とかしなきとかしなきとかしなきとかしなきゃほゃほゃほゃほんとうはいけなんとうはいけなんとうはいけなんとうはいけないんですよいんですよいんですよいんですよねねねね。。。。そこをどうするかというのはそこをどうするかというのはそこをどうするかというのはそこをどうするかというのは、、、、まさにまさにまさにまさに個個個個人人人人のののの生生生生活活活活のののの問問問問題題題題かなとかなとかなとかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  マイバッグマイバッグマイバッグマイバッグ運運運運動動動動なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、こういうのをこういうのをこういうのをこういうのをややややっていってっていってっていってっていって事業事業事業事業者者者者はははは困困困困るかというとるかというとるかというとるかというと、、、、実実実実はあまりはあまりはあまりはあまり困困困困らないのでらないのでらないのでらないので、、、、どんどんおどんどんおどんどんおどんどんお進進進進めくめくめくめくだだだださいさいさいさい。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋ははははほほほほとんどとんどとんどとんど輸輸輸輸入品入品入品入品ですからですからですからですから、、、、日日日日本本本本のののの事業事業事業事業者者者者にとってあまりにとってあまりにとってあまりにとってあまりネネネネガガガガテテテティィィィブでありませんブでありませんブでありませんブでありません。。。。それからそれからそれからそれから、、、、つつつついでにいでにいでにいでに割割割割りりりり箸箸箸箸ももももぜひぜひぜひぜひおおおお進進進進めめめめくくくくだだだださいさいさいさい。。。。割割割割りりりり箸箸箸箸もももも、、、、だだだだれもれもれもれも事業事業事業事業者者者者はははは困困困困りませんりませんりませんりません、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど輸輸輸輸入品入品入品入品ですからですからですからですから。。。。それでそれでそれでそれで、、、、たたたただだだだしししし、、、、工工工工芸芸芸芸的的的的なななな価値価値価値価値があるようながあるようながあるようながあるような日日日日本本本本のののの割割割割りりりり箸箸箸箸はははは使使使使うううう方方方方向向向向ののののほほほほうがいいかなとうがいいかなとうがいいかなとうがいいかなと思思思思っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、同同同同じじじじ割割割割りりりり箸箸箸箸でもでもでもでも 2種種種種類類類類あるあるあるあるぞぞぞぞということをということをということをということをちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとお知知知知らせいたらせいたらせいたらせいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ここでもまたここでもまたここでもまたここでもまた生生生生ごごごごみのみのみのみの話話話話がががが出出出出てまいりますがてまいりますがてまいりますがてまいりますが、、、、ややややはりはりはりはり一一一一般般般般社会社会社会社会からからからから出出出出るるるる生生生生ごごごごみはみはみはみは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうとなかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一番番番番本本本本当当当当はははは出出出出さないことなんですさないことなんですさないことなんですさないことなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、買買買買いいいい過過過過ぎぎぎぎないないないない、、、、作作作作りりりり過過過過ぎぎぎぎないないないない、、、、これこれこれこれですよですよですよですよねねねね。。。。なんてなんてなんてなんて言言言言ってってってって、、、、自分自分自分自分のののの家家家家がどうかとがどうかとがどうかとがどうかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ちちちちょょょょ
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っといささかっといささかっといささかっといささか疑問疑問疑問疑問なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり冷冷冷冷蔵蔵蔵蔵庫庫庫庫のののの中中中中でででで使使使使われないままわれないままわれないままわれないまま生生生生ごごごごみにみにみにみに直直直直接接接接出出出出るというるというるというるというのはどうものはどうものはどうものはどうも最最最最悪悪悪悪なななな形形形形でででで、、、、それをそれをそれをそれを冷冷冷冷ややややしていたしていたしていたしていた電気電気電気電気代代代代だだだだってもったいないわってもったいないわってもったいないわってもったいないわ、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじですかですかですかですからららら、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを何何何何とかするのかなとかするのかなとかするのかなとかするのかな、、、、なんてなんてなんてなんて思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後にににに、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては異異異異論論論論ははははありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、こういうこういうこういうこういうボボボボトルトルトルトル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは缶缶缶缶にににに入入入入ったったったった飲飲飲飲料料料料のののの問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは随随随随分分分分前前前前からあるからあるからあるからある種種種種のののの消費者消費者消費者消費者運運運運動動動動のののの対対対対象象象象にはなにはなにはなにはなっていてっていてっていてっていて、、、、これがもったいないかこれがもったいないかこれがもったいないかこれがもったいないか、、、、もったいなくないかといもったいなくないかといもったいなくないかといもったいなくないかというのはうのはうのはうのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり究極究極究極究極のののの課課課課題題題題なんでなんでなんでなんですよすよすよすよ。。。。まあまあまあまあ、、、、車車車車もももも同同同同じじじじようなものなんですけどようなものなんですけどようなものなんですけどようなものなんですけど、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんにはさんにはさんにはさんにはぜひぜひぜひぜひおおおお願願願願いしたいのはいしたいのはいしたいのはいしたいのは、、、、ほほほほんとんとんとんとうにこれがいいうにこれがいいうにこれがいいうにこれがいい商売商売商売商売のシステムなのかというのをのシステムなのかというのをのシステムなのかというのをのシステムなのかというのを、、、、例例例例ええええばばばば 100 年年年年後後後後をどうをどうをどうをどう考考考考えるかというのはたえるかというのはたえるかというのはたえるかというのはたまにはおまにはおまにはおまにはお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだくのもいいかなとくのもいいかなとくのもいいかなとくのもいいかなと思思思思いますいますいますいます。。。。100 年年年年後後後後のののの飲飲飲飲料料料料販販販販売売売売ってどうなっているってどうなっているってどうなっているってどうなっているのかのかのかのか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私もももも想想想想像像像像つつつつかないんかないんかないんかないんですがですがですがですが、、、、だだだだれかれかれかれか一一一一人人人人ぐぐぐぐらいおらいおらいおらいお考考考考えになっていてもいいかなというえになっていてもいいかなというえになっていてもいいかなというえになっていてもいいかなという気気気気がしますがしますがしますがしますねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは消消消消えていないかもしれないですよえていないかもしれないですよえていないかもしれないですよえていないかもしれないですよ。。。。 というのはというのはというのはというのは、、、、このこのこのこの間間間間もももも、、、、インインインインドドドドのののの北北北北のののの山山山山奥奥奥奥にににに、、、、こんなとこというところにこんなとこというところにこんなとこというところにこんなとこというところにももももちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは落落落落っこっていますからっこっていますからっこっていますからっこっていますからねねねね、、、、ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして。。。。もしもしもしもし飲飲飲飲料料料料でででで皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに即即即即ややややめていためていためていためていただだだだいてもいいのいてもいいのいてもいいのいてもいいのはははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、フランスフランスフランスフランス製製製製のミネラルのミネラルのミネラルのミネラルウウウウォーターをォーターをォーターをォーターを飲飲飲飲むむむむのをのをのをのをややややめることなんですがめることなんですがめることなんですがめることなんですが、、、、それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、水水水水道道道道水水水水よりもよりもよりもよりも大体大体大体大体 5倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらいリリリリスクがスクがスクがスクが高高高高いからなんですよいからなんですよいからなんですよいからなんですよ。。。。水水水水道道道道水水水水がががが一一一一番安番安番安番安全全全全でででで、、、、ミネラルミネラルミネラルミネラルウウウウォーターはそれよりもォーターはそれよりもォーターはそれよりもォーターはそれよりも安安安安全全全全でないんですでないんですでないんですでないんですねねねね。。。。そのそのそのその話話話話をををを言言言言いいいい出出出出すとすとすとすと切切切切りがないんですけりがないんですけりがないんですけりがないんですけどどどど。。。。ですからですからですからですから、、、、特特特特にフランスにフランスにフランスにフランス製製製製のものはのものはのものはのものは、、、、硬硬硬硬水水水水、、、、かたくてあまりかたくてあまりかたくてあまりかたくてあまり日日日日本本本本人人人人にににに合合合合わないんですがわないんですがわないんですがわないんですが、、、、ななななぜぜぜぜかそれがかそれがかそれがかそれが皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお好好好好きなんですけどきなんですけどきなんですけどきなんですけど、、、、まあまあまあまあ、、、、健康健康健康健康のことをのことをのことをのことを考考考考えたらえたらえたらえたら飲飲飲飲むむむむべべべべきでないものをきでないものをきでないものをきでないものを皆皆皆皆ささささんおんおんおんお飲飲飲飲みになっているようなみになっているようなみになっているようなみになっているような気気気気がするがするがするがする。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは即即即即おおおおややややめになってもめになってもめになってもめになっても問問問問題題題題はないかもしれなはないかもしれなはないかもしれなはないかもしれないいいい。。。。自自自自販販販販機機機機もももも、、、、100 年年年年後後後後はどうなっているかなあはどうなっているかなあはどうなっているかなあはどうなっているかなあ。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どうどうどうどう思思思思いますいますいますいます？？？？    100 年年年年後後後後にににに自自自自販販販販機機機機があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう人人人人。。。。まあまあまあまあ、、、、ちちちちょょょょっとわからないですっとわからないですっとわからないですっとわからないですねねねね。。。。今今今今、、、、世世世世界界界界中中中中にとにかくにとにかくにとにかくにとにかく自自自自販販販販機機機機があるのはがあるのはがあるのはがあるのは、、、、日日日日本本本本とアとアとアとアメメメメリカリカリカリカぐぐぐぐらいのものですらいのものですらいのものですらいのものです。。。。後後後後ははははほほほほとんどないですよとんどないですよとんどないですよとんどないですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、どうなっているかわどうなっているかわどうなっているかわどうなっているかわからないですからないですからないですからないですねねねね。。。。というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを少少少少しおしおしおしお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだくのかなくのかなくのかなくのかな、、、、とととといういういういう気気気気がいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。どどどどうもうもうもうも大大大大変失礼変失礼変失礼変失礼しましたしましたしましたしました。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  安安安安井井井井先先先先生生生生はははは、、、、幅幅幅幅広広広広いいいいごごごご意見意見意見意見とととと情情情情報報報報をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方でででで、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演がががが終終終終わったわったわったわった後後後後にまたこにまたこにまたこにまたこんなすんなすんなすんなすばばばばらしいらしいらしいらしいココココメメメメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、水水水水島島島島さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 水水水水島島島島室長室長室長室長 

  水水水水島島島島ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私ののののほほほほうはうはうはうは、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生みたいにみたいにみたいにみたいに 100 年年年年、、、、300 年年年年というオーダーでおしというオーダーでおしというオーダーでおしというオーダーでおしゃゃゃゃべべべべりができないわけでりができないわけでりができないわけでりができないわけで、、、、ごごごごくくくくごごごごくくくく短短短短いスパンでいスパンでいスパンでいスパンで、、、、行政行政行政行政のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとして少少少少しおししおししおししおしゃゃゃゃべべべべりしたいなとりしたいなとりしたいなとりしたいなと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ややややはりはりはりはり県内県内県内県内、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたよういましたよういましたよういましたようにににに、、、、全全全全国国国国でもでもでもでも有有有有数数数数なななな観観観観光光光光地地地地ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。熱熱熱熱海海海海あああありりりり、、、、伊伊伊伊東東東東ありありありあり、、、、下下下下田田田田ありということでありということでありということでありということでごごごござざざざいまいまいまいましてしてしてして、、、、ももももちちちちろんろんろんろん稲取稲取稲取稲取のあるのあるのあるのある東東東東伊伊伊伊豆豆豆豆町町町町ももももももももちちちちろんそうでろんそうでろんそうでろんそうでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、本県本県本県本県のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 1つつつつのののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題としてとしてとしてとして、、、、観観観観光光光光地地地地をををを抱抱抱抱えたえたえたえた市市市市町村町村町村町村ののののごごごごみがみがみがみが、、、、県県県県平平平平均均均均からからからから言言言言いますといますといますといますと約約約約 2倍倍倍倍以以以以上上上上あるといあるといあるといあるというううう実実実実態態態態ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、それにそれにそれにそれにつつつついていていていて、、、、先先先先ほほほほどどどど松松松松田田田田先先先先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話がありましたようにがありましたようにがありましたようにがありましたように、、、、それをそれをそれをそれを地域地域地域地域のののの中中中中でででで循環循環循環循環をさせてをさせてをさせてをさせてリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつつななななげげげげているというのがているというのがているというのがているというのが非非非非常常常常にににに感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けたところでけたところでけたところでけたところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。静岡県静岡県静岡県静岡県もももも、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有数数数数なななな観観観観光光光光地地地地ということでということでということでということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方もももも含含含含
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めてめてめてめて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる環境環境環境環境美美美美化化化化にににに心心心心がけていたがけていたがけていたがけていただだだだくくくく、、、、またまたまたまた受受受受けけけけ手手手手ののののほほほほうのうのうのうの、、、、サーサーサーサービビビビスのスのスのスの供給側供給側供給側供給側のののの対対対対応応応応もももも含含含含めてめてめてめて、、、、「「「「環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい観観観観光光光光地地地地づくりづくりづくりづくり」」」」というというというというココココンンンンセセセセプトもプトもプトもプトも、、、、組組組組合合合合さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進化進化進化進化していしていしていしていきますときますときますときますと、、、、よりよりよりより広広広広いいいい展展展展望望望望がががが開開開開けるのではないかということをけるのではないかということをけるのではないかということをけるのではないかということを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ややややはりはりはりはり原油原油原油原油価価価価格格格格がががが非非非非常常常常にににに高高高高騰騰騰騰してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどど安安安安井井井井先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも、、、、一一一一時時時時、、、、原油原油原油原油がががが 1 ババババレレレレルルルル 75 ドドドドルにもなってルにもなってルにもなってルにもなって、、、、今今今今はははは五五五五十何十何十何十何ドドドドルになっルになっルになっルになっていますけれどもていますけれどもていますけれどもていますけれども、、、、国際国際国際国際情情情情勢勢勢勢からからからから言言言言うとうとうとうと今後今後今後今後もももも高高高高値値値値傾傾傾傾向向向向がががが続続続続くくくく。。。。そのそのそのその分分分分ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、おからではおからではおからではおからではありませんけれどもありませんけれどもありませんけれどもありませんけれども、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油もももも、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、リリリリサイサイサイサイクルといいますかクルといいますかクルといいますかクルといいますか、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとしてビビビビジネスになりジネスになりジネスになりジネスになりつつつつつつつつあるんではないかというあるんではないかというあるんではないかというあるんではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。県県県県としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、県県県県のののの食食食食堂堂堂堂等等等等でででで使使使使われておりますわれておりますわれておりますわれております廃食油廃食油廃食油廃食油、、、、BDF にににに精精精精製製製製いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、公公公公用用用用車車車車のののの燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして今今今今使使使使用用用用しているしているしているしている最最最最中中中中ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、またまたまたまた、、、、県県県県下下下下でででで今今今今 5 市市市市町町町町だだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油のののの回回回回収収収収をををを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。これはこれはこれはこれは徐徐徐徐々々々々にににに広広広広がっていくかなとがっていくかなとがっていくかなとがっていくかなと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、今今今今現現現現在在在在、、、、市市市市町村町村町村町村のののの広広広広域域域域処処処処理理理理ということでということでということでということで、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく広広広広域的域的域的域的なななな共共共共通通通通認識認識認識認識のもとでのもとでのもとでのもとで処処処処理理理理をををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという、、、、全全全全体体体体のののの施設施設施設施設とかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを含含含含めてでめてでめてでめてでごごごござざざざいますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油のそうしたのそうしたのそうしたのそうしたリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつついていていていてもももも今後今後今後今後積極的積極的積極的積極的にににに市市市市町町町町にににに働働働働きかけていきたいときかけていきたいときかけていきたいときかけていきたいと、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3 つつつつ目目目目のののの消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり大分大分大分大分行政行政行政行政にににに厳厳厳厳しいようなしいようなしいようなしいようなニニニニュュュュアンスもアンスもアンスもアンスもごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの「「「「““““まずはまずはまずはまずは 1割割割割””””ごごごごみみみみ削減削減削減削減」」」」とととといういういういう運運運運動動動動をををを先先先先ほほほほどどどど部長部長部長部長からからからから説説説説明明明明しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化をををを進進進進めようというときめようというときめようというときめようというとき、、、、このこのこのこの 1割削減割削減割削減割削減のののの運運運運動動動動でででで、、、、留留留留意意意意したしたしたした点点点点がががが 3つごつごつごつござざざざいますいますいますいます。。。。1つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど部長部長部長部長からもからもからもからも説説説説明明明明しましたしましたしましたしましたようにようにようにように、、、、運運運運動動動動のののの内容内容内容内容がががが具具具具体的体的体的体的でででで、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいことすいことすいことすいこと。。。。ままままずはずはずはずは 1 割割割割とととと、、、、まあまあまあまあ、、、、ほほほほんとうをんとうをんとうをんとうを言言言言うとうとうとうと
17％％％％減減減減ということもあるかとということもあるかとということもあるかとということもあるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにわかってもらうというのはまずさんにわかってもらうというのはまずさんにわかってもらうというのはまずさんにわかってもらうというのはまずはははは 1割割割割ですよというですよというですよというですよという、、、、そういうそういうそういうそういう具具具具体性体性体性体性をををを持持持持つつつつ、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい数数数数字字字字。。。。先先先先ほほほほどもどもどもども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋 1枚枚枚枚がががが 10 グラムですからグラムですからグラムですからグラムですから、、、、3枚枚枚枚減減減減らせらせらせらせばばばば 30 グラムグラムグラムグラム落落落落ちちちちますよとますよとますよとますよと、、、、そういうわかりそういうわかりそういうわかりそういうわかりややややすさがまずすさがまずすさがまずすさがまず大大大大事事事事だだだだなということなということなということなということ。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、2 点点点点目目目目はははは、、、、ややややはりはりはりはり県民県民県民県民のののの方方方方にににに、、、、静岡市静岡市静岡市静岡市のののの場場場場合合合合もそうでしもそうでしもそうでしもそうでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、住住住住民民民民のののの方方方方ににににごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの現現現現状状状状をよくをよくをよくをよく知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくということがくということがくということがくということが大事大事大事大事だだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。そういうそういうそういうそういう情情情情報提報提報提報提供供供供をををを積積積積極的極的極的極的にににに行政行政行政行政側側側側もしていかもしていかもしていかもしていかなけなけなけなけれれれればばばばならないならないならないならないということをということをということをということを思思思思っていますっていますっていますっています。。。。県県県県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ににににつつつついていていていて、、、、今今今今 10 月月月月でででで準準準準備備備備中中中中ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後レポレポレポレポートートートート形形形形式式式式でででで、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理状況状況状況状況をををを具具具具体的体的体的体的にににに、、、、例例例例ええええばばばばどこのどこのどこのどこの市市市市町村町村町村町村はははは年年年年間間間間何何何何グラムグラムグラムグラム、、、、1 人人人人 1 日日日日当当当当たりたりたりたり何何何何グラムグラムグラムグラム出出出出るとかるとかるとかるとか、、、、そういうそういうそういうそういう具具具具体的体的体的体的なななな形形形形でででで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ個個個個別別別別テーマテーマテーマテーマごごごごとにとにとにとに、、、、こういうこういうこういうこういう課課課課題題題題があるというがあるというがあるというがあるという分分分分析析析析もももも含含含含めてめてめてめて、、、、今後今後今後今後積極積極積極積極的的的的にににに情情情情報提報提報提報提供供供供をしていこうとをしていこうとをしていこうとをしていこうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

3 番番番番目目目目はははは、、、、ややややはりはりはりはり住住住住民民民民のののの方方方方にににに行政行政行政行政へへへへ参画参画参画参画してもらうというのがしてもらうというのがしてもらうというのがしてもらうというのが一一一一番番番番ですですですです。。。。今今今今、、、、市市市市町村町村町村町村ののののほほほほうでうでうでうではははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理計画理計画理計画理計画というというというという基本基本基本基本計画計画計画計画とととと、、、、毎毎毎毎年度年度年度年度のののの実施実施実施実施計画計画計画計画というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、こうしこうしこうしこうしたたたた、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる計画計画計画計画のののの策策策策定定定定からからからから計画計画計画計画のののの推進推進推進推進までをまでをまでをまでを住住住住民民民民のののの参画参画参画参画をををを実現実現実現実現していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ににににつつつついてはいてはいてはいては県県県県からからからから市市市市町村町村町村町村ののののほほほほううううへへへへ毎毎毎毎年年年年ヒヒヒヒアアアアリリリリングをングをングをングをややややっていましてっていましてっていましてっていまして、、、、具具具具体的体的体的体的にににに働働働働きかけていきたきかけていきたきかけていきたきかけていきたいなといなといなといなと。。。。 今今今今のののの消費者消費者消費者消費者協会協会協会協会のののの取取取取りりりり組組組組みというのはみというのはみというのはみというのは、、、、そのそのそのその 3つつつつのののの点点点点ででででうまくうまくうまくうまくややややっておられることでっておられることでっておられることでっておられることで今後今後今後今後ますますますますますますますます静岡市静岡市静岡市静岡市のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減量減量減量減量化化化化がががが進進進進むむむむというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ごごごご期待期待期待期待をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。これにこれにこれにこれにつつつついてはいてはいてはいては、、、、立立立立派派派派なことなことなことなことだだだだなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県でもでもでもでも、、、、先先先先ほほほほどどどど部長部長部長部長からもからもからもからも説説説説明明明明がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル品品品品のののの認認認認定制定制定制定制度度度度をををを昨昨昨昨年度年度年度年度からからからから始始始始めましためましためましためました。。。。現現現現在在在在ままままだだだだ 5品品品品しかしかしかしか認認認認定定定定をしておりませんけれどもをしておりませんけれどもをしておりませんけれどもをしておりませんけれども、、、、リリリリサイクルとしてサイクルとしてサイクルとしてサイクルとして有用有用有用有用なもののなもののなもののなものの製製製製品品品品ににににつつつついていていていて



 140

はははは、、、、県県県県がががが普及普及普及普及といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、啓発普及啓発普及啓発普及啓発普及をしますよをしますよをしますよをしますよ、、、、さらにはさらにはさらにはさらには県県県県のいわゆるのいわゆるのいわゆるのいわゆる公公公公用用用用でででで使使使使うものにうものにうものにうものに、、、、ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、積極的積極的積極的積極的にににに購購購購入入入入していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうということでうということでうということでうということでありますありますありますあります。。。。 今今今今そのそのそのそのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル品品品品のののの認認認認定制定制定制定制度度度度でででで苦苦苦苦労労労労しているしているしているしている点点点点をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、1 つつつつはははは安安安安全全全全性性性性のののの問問問問題題題題。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、三重三重三重三重県県県県にフェロシルトにフェロシルトにフェロシルトにフェロシルト問問問問題題題題というのがありましてというのがありましてというのがありましてというのがありまして、、、、今今今今もももも尾尾尾尾をををを引引引引きずっておりまきずっておりまきずっておりまきずっておりますがすがすがすが、、、、まずはまずはまずはまずは安安安安全全全全性性性性をををを確確確確保保保保するということするということするということするということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点はははは、、、、何何何何気気気気なくなくなくなく廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを見見見見ているているているている中中中中にににに、、、、ややややはりはりはりはり資源資源資源資源のののの価値価値価値価値とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう部部部部分分分分をををを素素素素早早早早くくくく見見見見つつつつけるというけるというけるというけるという点点点点。。。。それからそれからそれからそれから、、、、3 つつつつ目目目目はははは、、、、ややややはりはりはりはり作作作作られたられたられたられた製製製製品品品品がががが市市市市場場場場性性性性といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、市市市市場場場場価値価値価値価値をををを持持持持たないとなかなかたないとなかなかたないとなかなかたないとなかなか普及普及普及普及しないしないしないしない。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前のののの話話話話なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、どうもどうもどうもどうも伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、このこのこのこの 3つつつつともクともクともクともクリリリリアしアしアしアしていてていてていてていて、、、、非非非非常常常常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい製製製製品品品品開発開発開発開発をされているなということををされているなということををされているなということををされているなということを思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても、、、、いわゆるこうしたいわゆるこうしたいわゆるこうしたいわゆるこうした事事事事例例例例がががが普及普及普及普及しましてしましてしましてしまして、、、、県県県県下独下独下独下独自自自自ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル認認認認定定定定がよりがよりがよりがより進進進進むむむむようにようにようにように期待期待期待期待をしてをしてをしてをしているところでいるところでいるところでいるところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  簡簡簡簡単単単単にににに、、、、感感感感想想想想めいめいめいめいたたたた話話話話でででで申申申申しわけしわけしわけしわけごごごござざざざいませんがいませんがいませんがいませんが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  大大大大変変変変励励励励まされるおまされるおまされるおまされるお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの方方方方、、、、どなたにでもどなたにでもどなたにでもどなたにでも結結結結構構構構ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私はこういうはこういうはこういうはこういうふふふふうにプランをうにプランをうにプランをうにプランを持持持持っているんっているんっているんっているんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、アアアアドドドドバイスがあったらとかバイスがあったらとかバイスがあったらとかバイスがあったらとか、、、、またはまたはまたはまたは、、、、もっともっともっともっと突突突突っっっっ込込込込んんんんでででで聞聞聞聞きたいんきたいんきたいんきたいんだだだだけどけどけどけど、、、、ということがということがということがということがごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、おおおお手手手手をおをおをおをお上上上上げげげげくくくくだだだださいさいさいさい。。。。恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、所所所所属属属属、、、、またはまたはまたはまたは住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる場所場所場所場所とおとおとおとお名名名名前前前前をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。それではどうそれではどうそれではどうそれではどうぞぞぞぞ。。。。どなたからでもどなたからでもどなたからでもどなたからでも結結結結構構構構ですですですです。。。。 

 質問質問質問質問 

  今日今日今日今日はははは、、、、すすすすばばばばらしいおらしいおらしいおらしいお話話話話をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。静岡市静岡市静岡市静岡市でおでおでおでお茶茶茶茶のののの問屋問屋問屋問屋をををを営営営営んでおりますんでおりますんでおりますんでおります、、、、岩岩岩岩崎崎崎崎製製製製茶茶茶茶のののの岩岩岩岩崎崎崎崎とととと申申申申しますしますしますします。。。。ききききょょょょうううう、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんのおさんのおさんのおさんのお茶茶茶茶殻殻殻殻のののの話話話話をををを聞聞聞聞けるということでけるということでけるということでけるということで、、、、是是是是非非非非参加参加参加参加したくしたくしたくしたく、、、、申申申申しししし込込込込みましたみましたみましたみました。。。。 私私私私をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした静岡市内静岡市内静岡市内静岡市内のおのおのおのお茶茶茶茶のののの問屋問屋問屋問屋のののの組組組組合合合合でででで、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと飲飲飲飲んでしまったんですけれどもんでしまったんですけれどもんでしまったんですけれどもんでしまったんですけれども、、、、ググググリリリリーンーンーンーンポポポポータブルータブルータブルータブルボボボボトルというプロジェクトをトルというプロジェクトをトルというプロジェクトをトルというプロジェクトを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。安安安安井井井井先先先先生生生生がおがおがおがお話話話話ししたようなししたようなししたようなししたような、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル 100 年年年年後後後後はどうなっているかというおはどうなっているかというおはどうなっているかというおはどうなっているかというお話話話話だだだだとととと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、今世今世今世今世紀紀紀紀のののの最最最最大大大大のののの発発発発明明明明品品品品ではないかというではないかというではないかというではないかという声声声声もあるもあるもあるもあるぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、それとはまたそれとはまたそれとはまたそれとはまた用用用用途途途途がががが違違違違ううううんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園ささささんでもんでもんでもんでもボボボボトルのおトルのおトルのおトルのお茶茶茶茶ととととリリリリーフのおーフのおーフのおーフのお茶茶茶茶をををを販販販販売売売売されているかとされているかとされているかとされているかと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、私私私私どもどもどもども問屋問屋問屋問屋はははは、、、、このこのこのこのリリリリーフのおーフのおーフのおーフのお茶茶茶茶がそのがそのがそのがその主力主力主力主力製製製製品品品品でしてでしてでしてでして、、、、今今今今実際実際実際実際、、、、葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱをををを丸丸丸丸ごごごごとととと入入入入れてれてれてれて、、、、口口口口のののの部部部部分分分分にににに茶茶茶茶こしをこしをこしをこしをつつつつけてこれをけてこれをけてこれをけてこれを飲飲飲飲むむむむんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは均均均均一性一性一性一性でででで、、、、決決決決しておししておししておししておしゃゃゃゃれではないんですけれではないんですけれではないんですけれではないんですけれどもれどもれどもれども、、、、おしおしおしおしゃゃゃゃれをれをれをれを楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、このおこのおこのおこのお茶茶茶茶殻殻殻殻というのはというのはというのはというのはごごごごみになってしまいがみになってしまいがみになってしまいがみになってしまいがちちちちなんですけれなんですけれなんですけれなんですけれどもどもどもども、、、、ごごごごみをすてきにみをすてきにみをすてきにみをすてきに、、、、1 つつつつのののの風風風風景景景景としてとしてとしてとして楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら飲飲飲飲めたらということでめたらということでめたらということでめたらということで今今今今推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。たたたただだだだ、、、、これこれこれこれ、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻がががが出出出出るものですからるものですからるものですからるものですから、、、、そのそのそのその茶茶茶茶殻殻殻殻をををを合合合合理理理理的的的的にににに、、、、かかかかつつつつ有効有効有効有効にににに活用活用活用活用できるということできるということできるということできるということでででで、、、、今回今回今回今回おおおお知知知知恵恵恵恵をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いましていましていましていまして参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。 

  それとあとそれとあとそれとあとそれとあと、、、、並並並並行行行行してしてしてして、、、、静岡市静岡市静岡市静岡市のののの運運運運動動動動でででで、、、、静岡市民静岡市民静岡市民静岡市民 100 人人人人のののの提言提言提言提言というプロジェクトにというプロジェクトにというプロジェクトにというプロジェクトに参加参加参加参加ささささせていたせていたせていたせていただだだだいていましていていましていていましていていまして、、、、そのそのそのその中中中中のののの生生生生活環境活環境活環境活環境のののの担当担当担当担当をしていましてをしていましてをしていましてをしていまして、、、、そのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、おおおお茶茶茶茶屋屋屋屋としてとしてとしてとして何何何何かおかおかおかお手手手手伝伝伝伝いできれいできれいできれいできればばばばということでということでということでということで、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの再再再再利用利用利用利用ということをということをということをということを提言提言提言提言させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。そのプロジェクトはそのプロジェクトはそのプロジェクトはそのプロジェクトは、「、「、「、「しずおかしずおかしずおかしずおか版版版版もったいないプロジェクトをライフスタイルにもったいないプロジェクトをライフスタイルにもったいないプロジェクトをライフスタイルにもったいないプロジェクトをライフスタイルに」」」」ということということということということでででで、、、、大大大大変変変変抽象抽象抽象抽象的的的的なおなおなおなお題題題題なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、それもそれもそれもそれも何何何何かかかか具具具具体的体的体的体的なななな運運運運動動動動のののの 1つつつつとしてとしてとしてとして茶茶茶茶殻殻殻殻というというというというのはのはのはのは、、、、茶茶茶茶
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殻殻殻殻のののの「「「「からからからから（（（（殻殻殻殻）」）」）」）」というのはというのはというのはというのは、、、、何何何何もももも成分成分成分成分がないがないがないがない「「「「からからからから（（（（空空空空）」）」）」）」っっっっぽぽぽぽというというというという意意意意味味味味じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、「「「「たからたからたからたから（（（（宝宝宝宝）」）」）」）」のののの「「「「からからからから」」」」なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというキキキキャャャャッッッッチチチチフフフフレレレレーズをもとにーズをもとにーズをもとにーズをもとに、、、、すてきなすてきなすてきなすてきな、、、、静岡静岡静岡静岡なりのもったいないなりのもったいないなりのもったいないなりのもったいない運運運運動動動動ができれができれができれができればばばばとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     そこでそこでそこでそこで、、、、長長長長くなってくなってくなってくなって申申申申しわけないんですけれどもしわけないんですけれどもしわけないんですけれどもしわけないんですけれども、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻にににに関関関関してしてしてして質問質問質問質問があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻配配配配合合合合製製製製品品品品ののののデデデデータのところでータのところでータのところでータのところで、、、、抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果のところがあるとのところがあるとのところがあるとのところがあると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの排排排排出後出後出後出後のののの乾乾乾乾燥燥燥燥のののの部部部部分分分分のののの問問問問題題題題でででで、、、、このこのこのこのデデデデータはータはータはータは、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを乾燥乾燥乾燥乾燥したものによるしたものによるしたものによるしたものによるデデデデータであるのかータであるのかータであるのかータであるのか、、、、それともおそれともおそれともおそれともお茶茶茶茶をををを絞絞絞絞りりりり出出出出したしたしたした直直直直後後後後のののの濡濡濡濡れていれていれていれているるるる状状状状態態態態でとったでとったでとったでとったデデデデータかということがータかということがータかということがータかということが 1 つつつつ目目目目でででで、、、、2 つつつつ目目目目がががが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻がががが、、、、腐腐腐腐ってってってって再再再再利用利用利用利用できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる時時時時間間間間というというというという目目目目安安安安があるとがあるとがあるとがあると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、それがそれがそれがそれが 2つつつつ目目目目。。。。そしてそしてそしてそして最後最後最後最後にににに、、、、3 つつつつ目目目目なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、現現現現在在在在茶茶茶茶殻殻殻殻のののの利用利用利用利用としてとしてとしてとして肥肥肥肥料料料料がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに多多多多いかといかといかといかと思思思思うんですけうんですけうんですけうんですけれどもれどもれどもれども、、、、肥肥肥肥料料料料にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないのかないのかないのかないのか、、、、それともそれともそれともそれとも乾燥乾燥乾燥乾燥しなくてもしなくてもしなくてもしなくても現現現現在在在在利用利用利用利用できていできていできていできているのかということをるのかということをるのかということをるのかということを教教教教えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。長長長長くなってすみませんくなってすみませんくなってすみませんくなってすみません、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしいしいしいしますますますます。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  興興興興味味味味深深深深いおいおいおいお話話話話ですのでですのでですのでですので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤主主主主務務務務 

  ここここちちちちらもらもらもらも、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻にににに関関関関ししししてててて大大大大変変変変今今今今勉勉勉勉強強強強になりましたになりましたになりましたになりました。。。。まずまずまずまず、、、、1 つつつつ目目目目のののの、、、、ここここちちちちらのらのらのらの茶茶茶茶殻殻殻殻配配配配合合合合製製製製品品品品ののののグラフなんですけれどもグラフなんですけれどもグラフなんですけれどもグラフなんですけれども、、、、抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果ののののほほほほうはうはうはうは、、、、私私私私どものどものどものどもの茶茶茶茶配配配配合合合合樹樹樹樹脂脂脂脂をををを使使使使ってってってって抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果ののののほほほほうをうをうをうを測測測測定定定定いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。右右右右側側側側のののの、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうはうはうはうは、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻をををを乾燥乾燥乾燥乾燥させたものをさせたものをさせたものをさせたものを粉砕粉砕粉砕粉砕しましてしましてしましてしまして、、、、備備備備長長長長炭炭炭炭・・・・竹炭竹炭竹炭竹炭とととと比比比比べべべべておりますておりますておりますております。。。。たたたただだだだ、、、、畳畳畳畳ののののボボボボーーーードドドドとかせっこうとかせっこうとかせっこうとかせっこうボボボボーーーードドドドにににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、製製製製品品品品にににに仕仕仕仕上上上上がったがったがったがった時時時時点点点点でででで消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果ののののほほほほうをうをうをうを測定測定測定測定いたしておりましていたしておりましていたしておりましていたしておりまして、、、、今回今回今回今回ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話すすすす時時時時間間間間がががが 10 分分分分しかなかったものでしかなかったものでしかなかったものでしかなかったもので、、、、ここまでおここまでおここまでおここまでお話話話話はできませんでしたはできませんでしたはできませんでしたはできませんでした。。。。もしもしもしもし製製製製品品品品のののの消消消消臭臭臭臭効効効効果果果果等等等等ごごごご興興興興味味味味あるよあるよあるよあるようでしたらうでしたらうでしたらうでしたら、、、、後後後後ろのろのろのろのほほほほうにうにうにうに、、、、せっこうせっこうせっこうせっこうボボボボーーーードドドドとととと畳畳畳畳のパンフのパンフのパンフのパンフレレレレットのットのットのットの中中中中ににににデデデデーーーータがタがタがタが入入入入っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、是是是是非非非非ごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻のののの腐敗腐敗腐敗腐敗速速速速度度度度なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、大大大大量量量量ににににつつつつくりますとくりますとくりますとくりますと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても前前前前のののの日日日日のののの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが残残残残っていたりするんですっていたりするんですっていたりするんですっていたりするんですねねねね。。。。そのそのそのその前前前前のののの日日日日のののの茶茶茶茶殻殻殻殻がががが残残残残っていますとっていますとっていますとっていますと、、、、もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐにでもにでもにでもにでも発発発発酵酵酵酵がががが始始始始まりまりまりまりますますますます。。。。ややややはりはりはりはり飲飲飲飲料料料料工場工場工場工場、、、、中中中中はきれいなんですけれどもはきれいなんですけれどもはきれいなんですけれどもはきれいなんですけれども、、、、一一一一旦旦旦旦外外外外にににに出出出出てしまいますとてしまいますとてしまいますとてしまいますと、、、、もうもうもうもう土土土土がががが横横横横にあったりにあったりにあったりにあったり、、、、木木木木がががが横横横横にあったりしますのでにあったりしますのでにあったりしますのでにあったりしますので、、、、発発発発酵酵酵酵にはすにはすにはすにはすばばばばらしいらしいらしいらしい条件条件条件条件というというというという形形形形でででで発発発発酵酵酵酵がががが進進進進んでしんでしんでしんでしまいますまいますまいますまいます。。。。 

  3 つつつつ目目目目なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻単独単独単独単独ではではではでは堆肥堆肥堆肥堆肥にしていませんにしていませんにしていませんにしていません。。。。例例例例ええええばばばば、、、、茶茶茶茶殻殻殻殻ににににココココーーーーヒヒヒヒーかすをーかすをーかすをーかすを混混混混ぜぜぜぜたりたりたりたり、、、、牛牛牛牛糞糞糞糞をををを混混混混ぜぜぜぜたりしたりしたりしたりしてててて、、、、水水水水分調分調分調分調整整整整をしてをしてをしてをして堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化しておりますしておりますしておりますしております。。。。よろしよろしよろしよろしいでしいでしいでしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、次次次次のののの方方方方、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、ごごごご質問質問質問質問なりなりなりなりごごごご意見意見意見意見ごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、おおおお手手手手ををををおおおお上上上上げげげげくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは若若若若いいいい方方方方もももも大大大大勢勢勢勢いらしていますがいらしていますがいらしていますがいらしていますが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。遠遠遠遠慮慮慮慮しなくてもいいですよしなくてもいいですよしなくてもいいですよしなくてもいいですよ。。。。 

 質問質問質問質問 

  隣隣隣隣のののの長長長長野県野県野県野県からからからから来来来来たたたた西西西西尾尾尾尾とととと申申申申しますしますしますします。。。。今日今日今日今日ははははおもしろいおおもしろいおおもしろいおおもしろいお話話話話をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましきましきましきまし



 142

たたたた。。。。稲取温泉稲取温泉稲取温泉稲取温泉さんのさんのさんのさんの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと行政行政行政行政関係関係関係関係者者者者なのでなのでなのでなので、、、、無無無無粋粋粋粋なおなおなおなお話話話話をををを少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞きしきしきしきしたいんですがたいんですがたいんですがたいんですが、、、、最最最最初初初初のののの乾燥乾燥乾燥乾燥機機機機ですとかですとかですとかですとか、、、、ミンミンミンミンチチチチにするにするにするにする機機機機械械械械、、、、ここのここのここのここの費費費費用用用用はははは誰誰誰誰がががが持持持持ったのかったのかったのかったのか。。。。それそれそれそれからからからから、、、、市市市市町村町村町村町村によってはによってはによってはによっては、、、、そういったそういったそういったそういった仕仕仕仕事事事事ををををややややるにるにるにるに当当当当たってたってたってたって一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処分業分業分業分業許許許許可可可可、、、、そういうそういうそういうそういう許許許許可可可可をををを取取取取りなさいというりなさいというりなさいというりなさいという指指指指導導導導をするところもあるかとをするところもあるかとをするところもあるかとをするところもあるかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ここのここのここのここの場場場場合合合合はどうはどうはどうはどうだだだだったのったのったのったのかかかか、、、、そのそのそのその 2つつつつににににつつつついていていていて教教教教えていたえていたえていたえていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 田村田村田村田村氏氏氏氏（（（（稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合）））） 

  まずまずまずまず、、、、初期初期初期初期のシステムのシステムのシステムのシステム、、、、機機機機械械械械等等等等ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだいたいたいたいた中中中中でもでもでもでも若干若干若干若干説説説説明明明明ささささせていたせていたせていたせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんのさんのさんのさんの手手手手づくりというづくりというづくりというづくりという部部部部分分分分がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、鉄鉄鉄鉄板板板板をををを買買買買ってきてってきてってきてってきて、、、、自分自分自分自分でででで曲曲曲曲げげげげてててて、、、、溶溶溶溶接接接接してというしてというしてというしてという形形形形でででで、、、、ほほほほとんとんとんとんどどどど作作作作られてられてられてられておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんのさんのさんのさんの負担負担負担負担というというというという形形形形のののの中中中中ででででややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、途途途途中中中中からからからから、、、、旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合でででで水水水水切切切切りりりり器器器器をををを購購購購入入入入したしたしたしたんですがんですがんですがんですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか水水水水切切切切りがうまくりがうまくりがうまくりがうまく旅館旅館旅館旅館でできないということででできないということででできないということででできないということで、、、、組組組組合合合合でででで負担負担負担負担させていさせていさせていさせていたたたただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、処処処処理理理理業業業業のののの許許許許可等可等可等可等のののの関係関係関係関係ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、処処処処理理理理業業業業のののの許許許許可可可可というといろいろというといろいろというといろいろというといろいろ法法法法的的的的にににに難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分があるようですのでがあるようですのでがあるようですのでがあるようですので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺、、、、町町町町にににに相相相相談談談談させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているんですがいているんですがいているんですがいているんですが、、、、町指町指町指町指定定定定ののののリリリリサイクサイクサイクサイクルのルのルのルの業業業業者者者者ということでということでということでということで、、、、認認認認定定定定いたいたいたいただだだだけけけけれれれればばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理のののの許許許許可可可可というのがというのがというのがというのが必要必要必要必要ないということでないということでないということでないということで、、、、そのそのそのその申申申申請請請請ををををしておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、年内年内年内年内にはにはにはには決決決決定定定定をいたをいたをいたをいただだだだくというくというくというくということことことことでででで今申今申今申今申請請請請中中中中というというというという状況状況状況状況ですですですです。。。。 

 質問質問質問質問 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  処処処処理理理理業業業業そのものがそのものがそのものがそのものが毎毎毎毎日日日日 5 トントントントン以以以以下下下下なのでなのでなのでなので、、、、最最最最初初初初のころはのころはのころはのころは法法法法律律律律にににに触触触触れるということもなくれるということもなくれるということもなくれるということもなく、、、、信信信信頼頼頼頼関係関係関係関係のののの中中中中ででででスタートしたとスタートしたとスタートしたとスタートしたと伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。私私私私もももも現現現現場場場場にににに行行行行ってみましたけれどもってみましたけれどもってみましたけれどもってみましたけれども、、、、ききききちちちちっとしたっとしたっとしたっとした処処処処理理理理がされておりましてがされておりましてがされておりましてがされておりまして、、、、私私私私自身自身自身自身、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみをリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル乾燥乾燥乾燥乾燥したしたしたした鶏鶏鶏鶏のののの餌餌餌餌をををを食食食食べべべべてみたんですけどてみたんですけどてみたんですけどてみたんですけど、、、、鰹鰹鰹鰹節節節節とととと同同同同じじじじ香香香香りがするんですりがするんですりがするんですりがするんですねねねね。。。。仲仲仲仲間間間間のののの方方方方たたたたちちちちはははは、、、、飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋さんにさんにさんにさんにそれそれそれそれをををを持持持持ってってってって味味味味見見見見しながらしながらしながらしながら、、、、活活活活動動動動をををを広広広広げげげげているとているとているとていると伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、地域地域地域地域のののの活動活動活動活動というのはすというのはすというのはすというのはすごごごごいなといういなといういなといういなというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって帰帰帰帰ってまいりってまいりってまいりってまいりましたましたましたました。。。。是是是是非非非非、、、、現現現現場場場場にににに行行行行ってみられるといいとってみられるといいとってみられるといいとってみられるといいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ほほほほかにかにかにかに、、、、ごごごご質問質問質問質問とかとかとかとか、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会ですからですからですからですから。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。浜浜浜浜松松松松のののの土土土土橋橋橋橋さんでさんでさんでさんですすすすねねねね 

 質問質問質問質問 

  今今今今、、、、ごごごごみのことでみのことでみのことでみのことで、、、、稲取稲取稲取稲取さんのことさんのことさんのことさんのこと、、、、とてもとてもとてもとても興興興興味味味味深深深深くくくく聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。実実実実はははは、、、、私私私私もももも今今今今、、、、生生生生ごごごごみにみにみにみに取取取取りりりり組組組組んでおりましてんでおりましてんでおりましてんでおりまして、、、、循環型循環型循環型循環型にするというのがにするというのがにするというのがにするというのがややややっっっっぱぱぱぱりりりり私私私私のののの理理理理想想想想なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、なかなかなかなかなかそのなかそのなかそのなかその辺辺辺辺うまくいかないものですからうまくいかないものですからうまくいかないものですからうまくいかないものですから、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生にににに是是是是非非非非ともおともおともおともお聞聞聞聞きしたいなきしたいなきしたいなきしたいなとととと思思思思いましていましていましていまして、、、、一一一一応応応応取取取取りりりり組組組組んではいるんですけどんではいるんですけどんではいるんですけどんではいるんですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか輪輪輪輪っかになっていかないっかになっていかないっかになっていかないっかになっていかない。。。。住住住住所所所所とかとかとかとか、、、、そういういろんそういういろんそういういろんそういういろんなことをなことをなことをなことを調調調調べべべべてもてもてもても、、、、行政行政行政行政からからからから出出出出していたしていたしていたしていただだだだけなかったりでけなかったりでけなかったりでけなかったりで、、、、いかにいかにいかにいかに回回回回そうかとそうかとそうかとそうかと思思思思ってってってって今今今今悩悩悩悩んでいんでいんでいんでいるんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安安安安井井井井副副副副学学学学長長長長 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、どこからのどこからのどこからのどこからの生生生生ごごごごみですかみですかみですかみですか。。。。家家家家庭庭庭庭からですかからですかからですかからですか。。。。一一一一般般般般家家家家庭庭庭庭はははは、、、、難難難難しいんしいんしいんしいんだだだだ。。。。一一一一般般般般家家家家庭庭庭庭でででで、、、、
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農農農農業地業地業地業地帯帯帯帯でででで自分自分自分自分たたたたちちちちででででややややっているのをっているのをっているのをっているのを除除除除くとくとくとくと、、、、都市都市都市都市部部部部はあまりはあまりはあまりはあまり例例例例がないですよがないですよがないですよがないですよねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、本本本本当当当当、、、、難難難難しいんですしいんですしいんですしいんですねねねね。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく大大大大規規規規模模模模ににににややややろうとすれろうとすれろうとすれろうとすればばばばするするするするほほほほどどどどややややっっっっぱぱぱぱりりりり難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとややややってくれないとってくれないとってくれないとってくれないと、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく飼飼飼飼料料料料にはにはにはには安安安安全全全全性性性性のののの問問問問題題題題があってできないがあってできないがあってできないがあってできない。。。。だだだだからからからから、、、、特特特特定定定定のところからのところからのところからのところから出出出出てこないてこないてこないてこない限限限限りりりり飼飼飼飼料料料料はははは無無無無理理理理ですよですよですよですよねねねね。。。。堆肥堆肥堆肥堆肥はできるんですがはできるんですがはできるんですがはできるんですが、、、、中中中中崎崎崎崎先先先先生生生生がおられるからがおられるからがおられるからがおられるから、、、、日日日日本本本本のののの堆肥堆肥堆肥堆肥のののの権権権権威威威威がいますからがいますからがいますからがいますから、、、、言言言言ってもいいんですけどってもいいんですけどってもいいんですけどってもいいんですけど、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥もいいんもいいんもいいんもいいんだだだだけどけどけどけど、、、、全全全全量量量量堆肥堆肥堆肥堆肥というわけというわけというわけというわけにもなかなかいかないんでにもなかなかいかないんでにもなかなかいかないんでにもなかなかいかないんで、、、、いいいいやややや、、、、本本本本当当当当にににに名名名名案案案案はないですはないですはないですはないです。。。。ですからですからですからですから、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンなんかはンなんかはンなんかはンなんかは、、、、効率効率効率効率をををを考考考考えないでえないでえないでえないで、、、、回回回回りにりにりにりに持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵がいいかどうかはがいいかどうかはがいいかどうかはがいいかどうかは、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりにおいますのでりにおいますのでりにおいますのでりにおいますのでねねねね、、、、かなりのものかなりのものかなりのものかなりのもの。。。。最最最最近近近近、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか、、、、中中中中崎崎崎崎先先先先生生生生、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵、、、、よくなったかしらよくなったかしらよくなったかしらよくなったかしら？？？？ 

 松松松松田田田田教授教授教授教授     ではではではでは、、、、中中中中崎崎崎崎先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場からアからアからアからアドドドドバイスをおバイスをおバイスをおバイスをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 中中中中崎崎崎崎教授教授教授教授     すみませんすみませんすみませんすみません、、、、ちちちちょょょょっとうまくっとうまくっとうまくっとうまく答答答答えられないとえられないとえられないとえられないと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵、、、、難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、技術的技術的技術的技術的にもにもにもにも難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり集集集集めてくるところというのがめてくるところというのがめてくるところというのがめてくるところというのが一一一一番難番難番難番難しくてしくてしくてしくて、、、、メメメメタタタタンンンン発発発発酵酵酵酵ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、特特特特にににに量量量量がかなりがかなりがかなりがかなり集集集集まらないとまらないとまらないとまらないと難難難難しいのでしいのでしいのでしいので、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを家家家家庭庭庭庭でででで処処処処理理理理するというするというするというするという、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ココココンンンンポポポポストでストでストでストで処処処処理理理理するということにするということにするということにするということに比比比比べべべべてもまたてもまたてもまたてもまた難難難難しいんしいんしいんしいんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいますますますます。。。。ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと答答答答えになったかどうかえになったかどうかえになったかどうかえになったかどうかちちちちょょょょっとわかりませっとわかりませっとわかりませっとわかりませんがんがんがんが。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授     おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、土土土土橋橋橋橋さんはさんはさんはさんは、、、、マンションなどでできるマンションなどでできるマンションなどでできるマンションなどでできる、、、、段段段段ボボボボールールールール箱箱箱箱をををを使使使使ったったったったココココンンンンポポポポストのストのストのストの輪輪輪輪をををを広広広広げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制のののの話話話話ですよですよですよですよねねねね。。。。輪輪輪輪をををを広広広広げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思ってってってって、、、、講演講演講演講演会会会会にににに来来来来たたたた方方方方たたたたちちちちのののの連連連連絡絡絡絡先先先先をををを知知知知りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思ってもってもってもっても、、、、行政行政行政行政のののの方方方方からからからからプライバシーのプライバシーのプライバシーのプライバシーの問問問問題題題題があるかがあるかがあるかがあるからららら出出出出せませんとせませんとせませんとせませんと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、ココココミミミミュュュュニニニニケケケケーションがなかなかとりにくいというおーションがなかなかとりにくいというおーションがなかなかとりにくいというおーションがなかなかとりにくいというお悩悩悩悩みみみみだだだだとととと思思思思ううううののののでででですすすす。。。。市民活動市民活動市民活動市民活動をうまくをうまくをうまくをうまくややややるにはどうしたらいいですかるにはどうしたらいいですかるにはどうしたらいいですかるにはどうしたらいいですか。。。。佐藤佐藤佐藤佐藤さんはどうしているかさんはどうしているかさんはどうしているかさんはどうしているか、、、、おおおお話話話話ししてししてししてししていたいたいたいただだだだけるときっとけるときっとけるときっとけるときっと励励励励まされるとまされるとまされるとまされると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤会会会会長長長長     私私私私ののののところにところにところにところに回回回回ってくるんですかってくるんですかってくるんですかってくるんですか。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり循環型循環型循環型循環型ですですですですねねねね。（。（。（。（笑笑笑笑））））     例例例例ええええばばばば、、、、私私私私なんかはすなんかはすなんかはすなんかはすごごごごいずうずうしいのでいずうずうしいのでいずうずうしいのでいずうずうしいので、、、、講講講講習習習習会会会会とかいろんなところにとかいろんなところにとかいろんなところにとかいろんなところに行行行行くとくとくとくと積極的積極的積極的積極的ななななごごごご意見意見意見意見をををを出出出出していたしていたしていたしていた方方方方にはにはにはには、「、「、「、「悪悪悪悪いけどいけどいけどいけど、、、、住住住住所教所教所教所教えてえてえてえて。。。。一一一一緒緒緒緒ににににややややろうろうろうろう」」」」みたいなことでみたいなことでみたいなことでみたいなことで、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん、、、、直直直直接接接接おおおお聞聞聞聞きするんですきするんですきするんですきするんです。。。。今今今今、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに個個個個人人人人情情情情報報報報、、、、うるさくなっていますのでうるさくなっていますのでうるさくなっていますのでうるさくなっていますので、、、、行政行政行政行政はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか本本本本当当当当にににに出出出出してくしてくしてくしてくだだだださいませんさいませんさいませんさいません。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじでででで進進進進めていますけれどめていますけれどめていますけれどめていますけれど、、、、そんなのでそんなのでそんなのでそんなので答答答答えにえにえにえになりましたでしなりましたでしなりましたでしなりましたでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  ちちちちなみになみになみになみに、、、、私私私私自身自身自身自身はははは、、、、もうもうもうもう自分自分自分自分のののの庭庭庭庭、、、、とてもとてもとてもとても狭狭狭狭いいいい庭庭庭庭なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ごごごごみはみはみはみは全部全部全部全部埋埋埋埋めめめめちちちちゃゃゃゃっっっっていていていていましてましてましてまして、、、、ビビビビワのワのワのワの実実実実なんかなんかなんかなんか、、、、とってもとってもとってもとっても甘甘甘甘くておいしいくておいしいくておいしいくておいしい実実実実がなりますがなりますがなりますがなります。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  それではそれではそれではそれでは、、、、水水水水島島島島さんさんさんさんからおからおからおからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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水水水水島島島島室長室長室長室長 

  参参参参考考考考になるかどうかよくわかりませんけれどもになるかどうかよくわかりませんけれどもになるかどうかよくわかりませんけれどもになるかどうかよくわかりませんけれども、、、、1 つつつつ、、、、個個個個人人人人のののの家家家家庭庭庭庭ででででややややるるるる、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるリリリリサイクサイクサイクサイクルのルのルのルの部部部部分分分分とととと、、、、企業企業企業企業ががががややややるるるる、、、、非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな、、、、産業的産業的産業的産業的なななな発想発想発想発想ででででややややるるるる部部部部分分分分とあるんですけれどもとあるんですけれどもとあるんですけれどもとあるんですけれども、、、、一一一一応応応応、、、、中中中中間間間間的的的的ななななややややりりりり方方方方としてとしてとしてとして、、、、富士富士富士富士市市市市でででで今今今今モモモモデデデデルとしてルとしてルとしてルとしてややややっていますっていますっていますっています、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、自自自自治会治会治会治会のののの枠枠枠枠組組組組みでみでみでみで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと大大大大きききき目目目目のののの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる生生生生ごごごごみみみみ処処処処理機理機理機理機をををを使使使使っていくっていくっていくっていく方方方方法法法法がありますがありますがありますがあります。。。。まあまあまあまあ、、、、富士富士富士富士市市市市ででででややややっているっているっているっている部部部部分分分分はははは、、、、地域地域地域地域内内内内でででで消費消費消費消費ができるようですけれどもができるようですけれどもができるようですけれどもができるようですけれども、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで、、、、集集集集団団団団でででで、、、、中中中中間間間間的的的的ななななややややりりりり方方方方でででで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり堆肥堆肥堆肥堆肥をををを作作作作ってってってってもももも使使使使いいいい道道道道がないとなかなかうまくがないとなかなかうまくがないとなかなかうまくがないとなかなかうまく回回回回っていかないというっていかないというっていかないというっていかないということことことこともあるかもしれませんがもあるかもしれませんがもあるかもしれませんがもあるかもしれませんが、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形もももも 1つつつつ考考考考えられるんえられるんえられるんえられるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。参参参参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、資料資料資料資料があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、後後後後でおでおでおでお渡渡渡渡ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、時時時時間間間間もももも迫迫迫迫っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ごごごご遠遠遠遠慮慮慮慮なさらないでなさらないでなさらないでなさらないで。。。。ままままだだだだ、、、、おおおお聞聞聞聞きになりたいきになりたいきになりたいきになりたい方方方方。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質問質問質問質問 

  NPO 法人法人法人法人エエエエココココハハハハウウウウスススス御御御御殿殿殿殿場場場場のののの勝勝勝勝俣俣俣俣ですですですです。。。。私私私私たたたたちちちちもももも廃食油廃食油廃食油廃食油をををを回回回回収収収収していましてしていましてしていましてしていまして、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんにさんにさんにさんに持持持持っていっていたっていっていたっていっていたっていっていただだだだいているんですけれどいているんですけれどいているんですけれどいているんですけれど、、、、今今今今、、、、実実実実はははは、、、、私私私私たたたたちちちちはははは石石石石けんづくりもけんづくりもけんづくりもけんづくりもややややっていてっていてっていてっていて、、、、上上上上ずみをずみをずみをずみを石石石石けんづくりにしてけんづくりにしてけんづくりにしてけんづくりにして、、、、残残残残りをりをりをりを廃食油廃食油廃食油廃食油でででで持持持持っていっていたっていっていたっていっていたっていっていただだだだいているんですけれどいているんですけれどいているんですけれどいているんですけれど、、、、今今今今までまでまでまで、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんのさんのさんのさんの工場工場工場工場のののの見見見見学学学学はしたことないんですはしたことないんですはしたことないんですはしたことないんです。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの画画画画面面面面をををを見見見見るとるとるとると、、、、手手手手づくりのようなづくりのようなづくりのようなづくりのような
BDF のののの装装装装置置置置にににに見見見見えるんですけれどえるんですけれどえるんですけれどえるんですけれど、、、、これはこれはこれはこれは何何何何かかかか、、、、どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい経経経経費費費費がかかってがかかってがかかってがかかって作作作作られてられてられてられていいいいるるるるとかとかとかとか、、、、そういうのがわかれそういうのがわかれそういうのがわかれそういうのがわかればばばば教教教教えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 長長長長島島島島代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役 

  見見見見学学学学にににに来来来来ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、本本本本当当当当にににに小小小小さくてさくてさくてさくて、、、、それはそれはそれはそれは 500 万万万万くらいくらいくらいくらいでででで買買買買えるえるえるえるんですよんですよんですよんですよ。。。。1日日日日にににに大体大体大体大体 400リリリリッターッターッターッターぐぐぐぐらいそれでできるらいそれでできるらいそれでできるらいそれでできる。。。。1日日日日というのはというのはというのはというのは、、、、大体大体大体大体 10時時時時間間間間ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでできるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、手手手手軽軽軽軽でででで、、、、これがこれがこれがこれが非非非非常常常常にににに好好好好評評評評であるということなんですけれどもであるということなんですけれどもであるということなんですけれどもであるということなんですけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、リリリリサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか利利利利益益益益にににに結結結結びびびびつつつつくのはくのはくのはくのは難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、未未未未だだだだににににおおおおからはからはからはからは、、、、企業化企業化企業化企業化してしてしてしてややややっているのはっているのはっているのはっているのは全全全全国国国国でででで 1 社社社社、、、、あとあとあとあと、、、、小小小小さくさくさくさくややややっているのがっているのがっているのがっているのが二二二二、、、、三三三三社社社社しかないしかないしかないしかないわけなんですわけなんですわけなんですわけなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、これでこれでこれでこれで利利利利益益益益をををを得得得得ようといってようといってようといってようといってリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業ををををややややるとるとるとると、、、、大体大体大体大体失失失失敗敗敗敗ししししちちちちゃゃゃゃうんですようんですようんですようんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、昔昔昔昔はははは、、、、例例例例ええええばばばばオーバーがオーバーがオーバーがオーバーが古古古古くなれくなれくなれくなればばばばズズズズボボボボンにしたりンにしたりンにしたりンにしたり、、、、ジジジジャャャャンバーにしたンバーにしたンバーにしたンバーにしたりしたんりしたんりしたんりしたんだだだだけどけどけどけど、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに古古古古いものをいものをいものをいものを直直直直していたらしていたらしていたらしていたら、、、、とてもとてもとてもとてもじゃじゃじゃじゃないけどないけどないけどないけど合合合合わないとわないとわないとわないということでいうことでいうことでいうことで、、、、時代時代時代時代がそうなっているものですからがそうなっているものですからがそうなっているものですからがそうなっているものですから、、、、よくよくよくよく、、、、どうしてどうしてどうしてどうして引引引引きききき合合合合うんうんうんうんだだだだということをということをということをということを全全全全国国国国、、、、豆豆豆豆腐腐腐腐組組組組合合合合をををを通通通通じじじじてててて聞聞聞聞かれるんですけれどもかれるんですけれどもかれるんですけれどもかれるんですけれども、、、、非非非非常常常常にににに難難難難しいですしいですしいですしいです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会社会社会社会社へへへへいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。 

 質問質問質問質問 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。見見見見学学学学させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生のののの話話話話ののののほほほほうでうでうでうであったんですけれどあったんですけれどあったんですけれどあったんですけれど、、、、BDF のののの取取取取りりりり合合合合いというかいというかいというかいというか、、、、今今今今、、、、静岡静岡静岡静岡油油油油化化化化さんはさんはさんはさんは無無無無料料料料でででで持持持持っていってくっていってくっていってくっていってくだだだださっているんですけれどさっているんですけれどさっているんですけれどさっているんですけれど、、、、有料有料有料有料でででで引引引引きききき取取取取ってってってってもいいともいいともいいともいいと言言言言ってくるところもってくるところもってくるところもってくるところも出出出出てきていててきていててきていててきていて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりすりすりすりすごごごごくバイオくバイオくバイオくバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル、、、、注注注注目目目目されているんされているんされているんされているんだだだだなというところはなというところはなというところはなというところは思思思思いますいますいますいます。。。。 
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松松松松田田田田教授教授教授教授 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれパネれパネれパネれパネリリリリストのストのストのストの方方方方たたたたちちちちにににに、、、、今日今日今日今日、、、、会会会会場場場場にににに来来来来られてのられてのられてのられての印印印印象象象象とかとかとかとか、、、、これからのこれからのこれからのこれからの抱抱抱抱負負負負などをなどをなどをなどを語語語語っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   田村田村田村田村氏氏氏氏（（（（稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館稲取温泉旅館協協協協同組同組同組同組合合合合）））） 

  このようなこのようなこのようなこのような場所場所場所場所にににに、、、、一一一一温泉温泉温泉温泉地地地地のののの事事事事務局務局務局務局のののの者者者者がががが出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、大大大大変勉変勉変勉変勉強強強強になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のこととかのこととかのこととかのこととか、、、、住住住住民民民民のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、それからそれからそれからそれから伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話なんかもなんかもなんかもなんかも大大大大変変変変参参参参考考考考になりましたになりましたになりましたになりましたがががが、、、、ううううちちちちのののの旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合としてはとしてはとしてはとしては、、、、あまりあまりあまりあまり大大大大きなきなきなきな資本資本資本資本ではないものですからではないものですからではないものですからではないものですから、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してしてしてして、、、、ああしようああしようああしようああしよう、、、、こうしようというこうしようというこうしようというこうしようという話話話話のののの中中中中からからからから、、、、なるなるなるなるべべべべくおくおくおくお金金金金のかからなのかからなのかからなのかからないいいい、、、、それでいてそれでいてそれでいてそれでいて簡簡簡簡単単単単なななな方方方方法法法法というのをというのをというのをというのを生生生生みみみみ出出出出してきたわけですけれどもしてきたわけですけれどもしてきたわけですけれどもしてきたわけですけれども、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木養養養養鶏鶏鶏鶏場場場場さんのさんのさんのさんのほほほほううううでででで、、、、今後今後今後今後卵卵卵卵のののの売売売売りりりり出出出出しししし方方方方とかとかとかとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるようでるようでるようでるようで、、、、先先先先ほほほほどどどど安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、温泉温泉温泉温泉熱熱熱熱をををを使使使使ったらどうかとかったらどうかとかったらどうかとかったらどうかとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろごごごご提提提提案案案案いたいたいたいただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも参参参参考考考考にしていきながらにしていきながらにしていきながらにしていきながら、、、、ささささらにらにらにらに新新新新しいしいしいしい何何何何かかかか企企企企画画画画をををを打打打打っていけたらなとっていけたらなとっていけたらなとっていけたらなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。本本本本日日日日はありがとうはありがとうはありがとうはありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 長長長長島島島島代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたとおりしましたとおりしましたとおりしましたとおり、、、、廃食油廃食油廃食油廃食油がががが 45 万万万万トントントントン排排排排出出出出されているうされているうされているうされているうちちちちのののの BDF がまがまがまがまだだだだ 1 万万万万トンなんトンなんトンなんトンなんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの BDF のののの市市市市場場場場というのはまさにこれからというのはまさにこれからというのはまさにこれからというのはまさにこれからだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そういったことでそういったことでそういったことでそういったことで、、、、これからもこれからもこれからもこれからも一一一一生生生生懸懸懸懸命油命油命油命油をををを回回回回収収収収してしてしてして BDF にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、地域地域地域地域でもでもでもでも、、、、またまたまたまた皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、これをこれをこれをこれをややややってみたいなというってみたいなというってみたいなというってみたいなという方方方方がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、どうかどうかどうかどうか是是是是非非非非ううううちちちちのののの会社会社会社会社へへへへ来来来来ていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、参参参参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいていていていて、、、、計画計画計画計画をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいきたいきたいきたい、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思いますいますいますいます。。。。今日今日今日今日はははは本本本本当当当当ににににありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤会会会会長長長長 

  ききききょょょょうううう、、、、消費者消費者消費者消費者のののの立立立立場場場場からからからから稲取稲取稲取稲取さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、油油油油化化化化さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ企業企業企業企業のののの方方方方はははは何何何何とかとかとかとかごごごごみをみをみをみを出出出出さないようにというのをさないようにというのをさないようにというのをさないようにというのを初初初初めてめてめてめて私私私私もももも知知知知ったったったった部部部部分分分分ももももごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、企業企業企業企業さんがそさんがそさんがそさんがそんなにんなにんなにんなに努努努努力力力力されているのにされているのにされているのにされているのに消費者消費者消費者消費者がががが意外意外意外意外とととと知知知知らないというのがありましてらないというのがありましてらないというのがありましてらないというのがありまして、、、、大大大大変変変変宣宣宣宣伝伝伝伝不不不不足足足足だだだだなとなとなとなと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひもっともっともっともっと PR をしてくをしてくをしてくをしてくだだだださいさいさいさい。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、稲取稲取稲取稲取のところにものところにものところにものところにも、、、、エエエエココココツツツツアアアアーをーをーをーを組組組組んでんでんでんで、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい卵卵卵卵をををを食食食食べべべべにいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきたいと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園さんのああいういろいろさんのああいういろいろさんのああいういろいろさんのああいういろいろななななリリリリサイクルのものなんかもどんどんサイクルのものなんかもどんどんサイクルのものなんかもどんどんサイクルのものなんかもどんどん活用活用活用活用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。食食食食用用用用油油油油ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、さっきさっきさっきさっきアンアンアンアンケケケケートでとりましたートでとりましたートでとりましたートでとりましたのでのでのでので、、、、何何何何とかとかとかとか行政行政行政行政のののの方方方方とととと一一一一緒緒緒緒にそういうシステムづくりができたらいいにそういうシステムづくりができたらいいにそういうシステムづくりができたらいいにそういうシステムづくりができたらいいなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと稲取稲取稲取稲取さんのところにさんのところにさんのところにさんのところに一言一言一言一言だだだだけけけけ、、、、日日日日ごごごごろろろろ思思思思っていることでっていることでっていることでっていることで、、、、残残残残飯飯飯飯をををを処処処処分分分分することをすることをすることをすることを考考考考ええええるるるる前前前前にににに、、、、ぜひぜひぜひぜひ残残残残さないおさないおさないおさないお食食食食事事事事、、、、すみませんすみませんすみませんすみません。。。。たくさんたくさんたくさんたくさん出出出出さないさないさないさない。。。。私私私私なんてなんてなんてなんて、、、、ほほほほんとんとんとんと、、、、年年年年とってとってとってとって、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん出出出出されるとされるとされるとされると、、、、食食食食べべべべてしまうんですよてしまうんですよてしまうんですよてしまうんですよ。。。。それでそれでそれでそれでつつつついいいい太太太太ってしまいますのでってしまいますのでってしまいますのでってしまいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ年年年年齢齢齢齢にににに応応応応じじじじたたたた、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん出出出出していたしていたしていたしていただだだだくのがサーくのがサーくのがサーくのがサービビビビスではなくてスではなくてスではなくてスではなくて、、、、そのそのそのその人人人人のののの必要必要必要必要にににに応応応応じじじじたものをたものをたものをたものを、、、、だだだだからからからから作作作作りりりり過過過過ぎぎぎぎないというないというないというないという、、、、そこのところもそこのところもそこのところもそこのところもぜひぜひぜひぜひ旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合のののの皆皆皆皆さんでおさんでおさんでおさんでお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだけるとけるとけるとけると、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者はははは安心安心安心安心してしてしてして旅行旅行旅行旅行できるということになるとできるということになるとできるということになるとできるということになると思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして生生生生ごごごごみがみがみがみが減減減減るということでるということでるということでるということで、、、、是是是是非非非非ごごごご検討検討検討検討いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今日今日今日今日はありがとうはありがとうはありがとうはありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤主主主主務務務務 

  ききききょょょょうううう、、、、皆皆皆皆様様様様のプのプのプのプレレレレゼンテーションをゼンテーションをゼンテーションをゼンテーションを見見見見ましてましてましてまして大大大大変変変変感感感感激激激激いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。私私私私もももも、、、、ままままだだだだままままだだだだ茶茶茶茶
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殻殻殻殻しかしかしかしか触触触触ったったったったことのないことのないことのないことのない人人人人間間間間ですのでですのでですのでですので、、、、伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園としてもとしてもとしてもとしても、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだいたとおりいたとおりいたとおりいたとおりにににに、、、、ココココーーーーヒヒヒヒーかすとかーかすとかーかすとかーかすとか、、、、ニンジンかすニンジンかすニンジンかすニンジンかす、、、、そのそのそのその他他他他ののののリリリリサイクルできそうなサイクルできそうなサイクルできそうなサイクルできそうな製製製製品品品品といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がががが出出出出てまいりますのでてまいりますのでてまいりますのでてまいりますので、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを今後今後今後今後リリリリサイクルできるようにサイクルできるようにサイクルできるようにサイクルできるように頑頑頑頑張張張張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、私私私私どもどもどもども、、、、おおおお茶茶茶茶っっっっ葉葉葉葉をををを栽培栽培栽培栽培することもすることもすることもすることもややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、荒荒荒荒れれれれ地地地地におにおにおにお茶茶茶茶のののの樹木樹木樹木樹木をををを植植植植えてえてえてえて、、、、そこからそこからそこからそこから契契契契約約約約してしてしてして、、、、栽培栽培栽培栽培していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、それをそれをそれをそれを購購購購入入入入してしてしてして「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」にするというにするというにするというにするという、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうこともややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、「、「、「、「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」のののの原原原原料料料料はははは、、、、日日日日本国内本国内本国内本国内のののの契契契契約約約約茶茶茶茶園園園園でででで栽培栽培栽培栽培するもするもするもするものもあれのもあれのもあれのもあればばばば、、、、買買買買うものもありますうものもありますうものもありますうものもあります。。。。そういったそういったそういったそういった、、、、おおおお茶茶茶茶っっっっ葉葉葉葉をををを育育育育てることによっててることによっててることによっててることによって、、、、荒荒荒荒れれれれ地地地地でででで二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを吸収吸収吸収吸収するのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなくて、、、、おおおお茶茶茶茶のののの樹木樹木樹木樹木がががが二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを吸収吸収吸収吸収してしてしてして、、、、そのおそのおそのおそのお茶茶茶茶のののの茶茶茶茶殻殻殻殻をををを固固固固定定定定化化化化することによってすることによってすることによってすることによって二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの固固固固定定定定にもにもにもにもつつつつななななげげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 それそれそれそれとととと、、、、あとあとあとあと、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いいいい忘忘忘忘れたんですけれどもれたんですけれどもれたんですけれどもれたんですけれども、、、、静岡静岡静岡静岡ののののほほほほうでうでうでうで栽培栽培栽培栽培されたおされたおされたおされたお茶茶茶茶っっっっ葉葉葉葉、、、、これこれこれこれ、、、、約約約約 20％％％％強強強強がががが「「「「おおおお～～～～いおいおいおいお茶茶茶茶」」」」のののの原原原原料料料料にににに使使使使われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。ですからですからですからですから、、、、ベベベベンンンンチチチチにもにもにもにも、、、、畳畳畳畳にもにもにもにも、、、、約約約約
20％％％％静岡県産静岡県産静岡県産静岡県産のおのおのおのお茶茶茶茶っっっっ葉葉葉葉がががが入入入入っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、是是是是非非非非使使使使っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はどうはどうはどうはどうもありがとうもありがとうもありがとうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 

  それではそれではそれではそれでは、、、、安安安安井井井井さんとさんとさんとさんと水水水水島島島島さんさんさんさん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安安安安井井井井副副副副学学学学長長長長 

  一言一言一言一言だだだだけけけけ。。。。今日今日今日今日おおおお見見見見えのようなえのようなえのようなえのような方方方方がががが世世世世のののの中全中全中全中全員員員員であれであれであれであればばばば、、、、このこのこのこの世世世世のののの中中中中もっといいんですよもっといいんですよもっといいんですよもっといいんですよ。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、毎毎毎毎回申回申回申回申しししし上上上上げげげげているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、このこのこのこの世世世世のののの中中中中にはにはにはには 0.1％％％％、、、、1％％％％、、、、10％％％％というルールがありまというルールがありまというルールがありまというルールがありましてしてしてして、、、、多多多多分分分分ここにおここにおここにおここにお見見見見えのえのえのえの方方方方はまはまはまはまだだだだ 0.1％％％％なんですなんですなんですなんです。。。。そのそのそのその方方方方にににに要要要要するにするにするにするに何何何何をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくかといくかといくかといくかというとうとうとうと、、、、今日今日今日今日ここでここでここでここで知知知知ってってってって満満満満足足足足してしてしてして帰帰帰帰ってしまったらってしまったらってしまったらってしまったらだだだだめでめでめでめで、、、、とにかくおとにかくおとにかくおとにかくお帰帰帰帰りになったらりになったらりになったらりになったら、、、、10 人人人人をををを説説説説得得得得するということをするということをするということをするということをややややっていたっていたっていたっていただだだだかかかかなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。そのそのそのその説説説説得得得得材材材材料料料料をいろいろなところかをいろいろなところかをいろいろなところかをいろいろなところからららら得得得得ていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、そのそのそのその 10人人人人をををを説説説説得得得得するというのをするというのをするというのをするというのを毎毎毎毎回回回回ややややっていますとっていますとっていますとっていますと、、、、そのうそのうそのうそのうちだちだちだちだんんんんだだだだんんんん 0.1がががが 1 になるになるになるになる。。。。そのそのそのその 1 からからからから 10 にいくのもなかなかにいくのもなかなかにいくのもなかなかにいくのもなかなか難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、10 にいけにいけにいけにいけばばばば完完完完成成成成とととと。。。。大体大体大体大体日日日日本本本本人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと、、、、外外外外国国国国人人人人にににに比比比比べべべべるるるるとあまりしとあまりしとあまりしとあまりしゃゃゃゃべべべべらないですらないですらないですらないですねねねね。。。。自分自分自分自分のののの主主主主張張張張ををををしないしないしないしない。。。。人人人人にににに対対対対してそれをしてそれをしてそれをしてそれを示示示示さないさないさないさない。。。。国際社会国際社会国際社会国際社会ではこういうではこういうではこういうではこういう言言言言葉葉葉葉があるんですがあるんですがあるんですがあるんですねねねね。「。「。「。「日日日日本本本本人人人人をしをしをしをしゃゃゃゃべべべべらせるのはインらせるのはインらせるのはインらせるのはインドドドド人人人人をををを黙黙黙黙らせるよりもらせるよりもらせるよりもらせるよりも難難難難しいしいしいしい」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉があるんですよがあるんですよがあるんですよがあるんですよ。。。。ぜひぜひぜひぜひ日日日日本本本本人人人人、、、、特特特特にににに外外外外国国国国人人人人にににに向向向向かってしかってしかってしかってしゃゃゃゃべべべべってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 水水水水島島島島室長室長室長室長 

  昨昨昨昨年度年度年度年度作作作作りりりりましたましたましたました県県県県のののの循環型形成循環型形成循環型形成循環型形成計画計画計画計画、、、、このこのこのこの目目目目標標標標がががが、、、、県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加のののの循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成ということということということということででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今日今日今日今日のののの 4つつつつのののの取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞きしましてきしましてきしましてきしまして、、、、まさにまさにまさにまさに県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふさわしさわしさわしさわしいいいい、、、、非非非非常常常常にににに有有有有意意意意義義義義なななな会議会議会議会議かなとかなとかなとかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。本本本本当当当当にににに行行行行政政政政のののの立立立立場場場場からもからもからもからも皆皆皆皆様様様様にににに感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 松松松松田田田田教授教授教授教授 いかがでしたでしいかがでしたでしいかがでしたでしいかがでしたでしょょょょうかうかうかうか。。。。今日今日今日今日をををを機機機機会会会会にににに静岡県民静岡県民静岡県民静岡県民のののの環境環境環境環境へへへへのののの取組取組取組取組がさらにがさらにがさらにがさらに拡拡拡拡がりがりがりがり、、、、連連連連携携携携のののの輪輪輪輪ががががつつつつながることをながることをながることをながることを心心心心からからからから願願願願っていますっていますっていますっています。。。。静岡県静岡県静岡県静岡県ののののよよよよいいいい取取取取りりりり組組組組みがあれみがあれみがあれみがあればばばば、、、、ぜひぜひぜひぜひまたまたまたまた県県県県ののののほほほほうにうにうにうに、、、、またまたまたまた私私私私たたたたちちちちののののほほほほうにうにうにうに教教教教えていたえていたえていたえていただだだだいていていていて、、、、共共共共にゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションをにゼロエミッションを目指目指目指目指してがんしてがんしてがんしてがんばばばばっていきましっていきましっていきましっていきましょょょょ
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うううう。。。。今日今日今日今日のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの要約要約要約要約をををを、、、、英英英英文文文文ににににしてしてしてして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ののののホホホホームームームームペペペページでージでージでージで世世世世界界界界にににに発発発発信信信信していたしていたしていたしていただだだだいたらいいなといたらいいなといたらいいなといたらいいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいたししししますますますます。。。。 

  ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに長長長長いいいい間間間間ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  皆皆皆皆様様様様、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。大大大大変変変変興興興興味味味味深深深深いおいおいおいお話話話話をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。本本本本日日日日ごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、並並並並びにびにびにびにココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの松松松松田田田田先先先先生生生生、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様ににににいまいまいまいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様にもにもにもにも、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり本本本本日日日日のフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにのフォーラムに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・イン・・イン・・イン・・イン・静岡静岡静岡静岡をををを終了終了終了終了いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。おおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物のないようにのないようにのないようにのないように、、、、おおおお足足足足元元元元にににに気気気気ををををつつつつけておけておけておけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。アンアンアンアンケケケケートートートートににににつつつついていていていて、、、、出口出口出口出口にににに箱箱箱箱をををを用用用用意意意意してしてしてしてごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひおおおお書書書書きいたきいたきいたきいただだだだきましておきましておきましておきましてお帰帰帰帰りいたりいたりいたりいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 

――    了了了了    ―― 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州 ～～～～“クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくり”をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい“モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり”をををを考考考考えてえてえてえて見見見見ませんかませんかませんかませんか？～？～？～？～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2006 年年年年 11 月月月月 20日日日日（（（（月月月月））））13:30－－－－16:00 場所場所場所場所    ：：：：    西日西日西日西日本本本本総総総総合展合展合展合展示示示示場場場場本本本本館館館館 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            宮宮宮宮崎崎崎崎  哲哲哲哲    氏氏氏氏   北九州市北九州市北九州市北九州市助役助役助役助役 

                            藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  氏氏氏氏       国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方」」」」 鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、 

                             放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「“クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくり”をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい“モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり”をををを考考考考えるえるえるえる」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

 安安安安井井井井  至至至至    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                              川口川口川口川口隆守隆守隆守隆守  氏氏氏氏       トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車株式車株式車株式車株式会社環境会社環境会社環境会社環境部部部部担当担当担当担当部長部長部長部長                              坂坂坂坂本本本本  満満満満    氏氏氏氏        産業技術産業技術産業技術産業技術総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所実環境実環境実環境実環境計計計計測測測測・・・・診断診断診断診断研究研究研究研究ララララボボボボ長長長長                               関関関関  和和和和己己己己    氏氏氏氏       西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長                               城城城城戸宏戸宏戸宏戸宏史史史史  氏氏氏氏       北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学部部部部助助助助教授教授教授教授 

 

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

 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会（（（（今今今今永永永永北九州市環境経済北九州市環境経済北九州市環境経済北九州市環境経済部長部長部長部長）））） 

  本本本本日日日日はおはおはおはお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市主催主催主催主催のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションフォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・フォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州ににににごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州をををを開会開会開会開会させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききますますますます。。。。私私私私はははは、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会進会進会進会進行行行行をををを務務務務めますめますめますめます、、、、北九州市環境北九州市環境北九州市環境北九州市環境局局局局のののの今今今今永永永永とととと申申申申しますしますしますします。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 

 開会開会開会開会あいさあいさあいさあいさつつつつ 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、主催主催主催主催者者者者をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市助役助役助役助役、、、、宮宮宮宮
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崎哲崎哲崎哲崎哲よりよりよりより皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 宮宮宮宮崎助役崎助役崎助役崎助役 

  北九州市北九州市北九州市北九州市助役助役助役助役のののの宮宮宮宮崎崎崎崎ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州開催北九州開催北九州開催北九州開催にににに当当当当たりたりたりたりましてましてましてまして、、、、地地地地元元元元のののの主催主催主催主催者者者者をををを代表代表代表代表してしてしてしてごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、本本本本日日日日、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とのとのとのとの共共共共催催催催によりますフォーラムにによりますフォーラムにによりますフォーラムにによりますフォーラムに、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、大大大大変変変変ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 このゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロをゼロをゼロをゼロを実現実現実現実現しようというしようというしようというしようという構想構想構想構想はははは、、、、おおおお聞聞聞聞きしますときしますときしますときしますと、、、、
1994 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学によってによってによってによって提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた構想構想構想構想とのこととのこととのこととのことででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、そのそのそのその構想構想構想構想ををををごごごご提唱提唱提唱提唱をなさっているをなさっているをなさっているをなさっている先先先先生生生生方方方方をおをおをおをお迎迎迎迎えしてえしてえしてえして現現現現在世在世在世在世界界界界のののの環境首都環境首都環境首都環境首都をををを目指目指目指目指しておりますこのしておりますこのしておりますこのしておりますこの北九州北九州北九州北九州でフォーでフォーでフォーでフォーラムがラムがラムがラムが開催開催開催開催されるというのはされるというのはされるというのはされるというのは、、、、大大大大変変変変意意意意義義義義深深深深いものであるといものであるといものであるといものであると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市でのゼロエでのゼロエでのゼロエでのゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、代表代表代表代表的的的的なものをなものをなものをなものを挙挙挙挙げげげげますとますとますとますと、、、、ややややはりはりはりはり第第第第 1 はははは、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。OA、、、、家家家家電電電電、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはペペペペットットットットボボボボトルなどトルなどトルなどトルなど、、、、20 以以以以上上上上ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル企業企業企業企業、、、、あるいあるいあるいあるいはははは実実実実証証証証研究施設研究施設研究施設研究施設がががが集集集集積積積積をしてをしてをしてをしておりおりおりおり、、、、全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも北九州北九州北九州北九州のエのエのエのエココココタタタタウウウウンはモンはモンはモンはモデデデデルルルルであるであるであるであるとととと言言言言われておわれておわれておわれておりますりますりますります。。。。このこのこのこのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、産業産業産業産業間間間間のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、これこれこれこれららららのののの相相相相互互互互利用利用利用利用をををを推進推進推進推進するするするする北北北北九州九州九州九州エエエエココココココココンンンンビビビビナートナートナートナート構想構想構想構想、、、、こういったものこういったものこういったものこういったものににににつつつついていていていてもももも現現現現在取在取在取在取りりりり組組組組んでいるところでんでいるところでんでいるところでんでいるところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 本本本本日日日日のこのフォーラムではのこのフォーラムではのこのフォーラムではのこのフォーラムでは、、、、現現現現在在在在北北北北部部部部九州九州九州九州でででで大大大大変集変集変集変集積積積積がががが進進進進んでおりますんでおりますんでおりますんでおります自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業がパネルがパネルがパネルがパネルデデデディィィィススススカカカカッションッションッションッションのテーマにのテーマにのテーマにのテーマに挙挙挙挙げげげげられておりますられておりますられておりますられております。。。。自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、資資資資材材材材のののの調調調調達達達達からからからから部品部品部品部品調調調調達達達達、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製製製製造工造工造工造工程程程程、、、、あるいはできあるいはできあるいはできあるいはでき上上上上がったがったがったがった車車車車のののの性能性能性能性能、、、、さらにはさらにはさらにはさらには使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの車車車車のののの処処処処理理理理までまでまでまで含含含含めてめてめてめて、、、、言言言言ってみれってみれってみれってみればばばば、、、、地球地球地球地球にににに優優優優しいしいしいしい、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい物物物物づくりがづくりがづくりがづくりが大大大大変変変変著著著著しいしいしいしい進進進進歩歩歩歩をををを遂遂遂遂げげげげているているているている業界業界業界業界ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの中中中中でででで、、、、このこのこのこの自動自動自動自動車車車車業界業界業界業界のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを披露披露披露披露していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、またまたまたまた課課課課題題題題もももも指指指指摘摘摘摘していたしていたしていたしていただだだだくことでくことでくことでくことで、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいているいているいているいている市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様、、、、またまたまたまた企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様のののの日常日常日常日常活動活動活動活動のののの参参参参考考考考になるになるになるになることをことをことをことを私私私私自身大自身大自身大自身大変期待変期待変期待変期待しているところでしているところでしているところでしているところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 本本本本日日日日のフォーラムがのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムが皆皆皆皆様様様様方方方方にとってにとってにとってにとって有有有有意意意意義義義義なものになりますようなものになりますようなものになりますようなものになりますよう祈祈祈祈念念念念をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、主催主催主催主催者者者者のあいさのあいさのあいさのあいさつつつつとさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。今日今日今日今日はよろしくおはよろしくおはよろしくおはよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長、、、、藤村藤村藤村藤村宏幸宏幸宏幸宏幸よりよりよりより皆皆皆皆様様様様方方方方ににににごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました藤村藤村藤村藤村ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、宮宮宮宮崎助役崎助役崎助役崎助役にはにはにはには、、、、公公公公務務務務ごごごご多多多多忙忙忙忙のところのところのところのところごごごご出出出出席席席席いたいたいたいただだだだきききき、、、、ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの場場場場をかりましてをかりましてをかりましてをかりまして、、、、ままままたたたた本本本本日日日日のフォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラム開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして大大大大変変変変おおおお手手手手数数数数をおかけしたをおかけしたをおかけしたをおかけした北九州市北九州市北九州市北九州市のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そそそそしてしてしてして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど宮宮宮宮崎助役崎助役崎助役崎助役からおからおからおからお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、ゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムと申申申申しますものしますものしますものしますものはははは、、、、1994 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学でゼロエミッションのでゼロエミッションのでゼロエミッションのでゼロエミッションの研究研究研究研究プロジェクトがプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトが発発発発足足足足いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、いろんないろんないろんないろんな提提提提案案案案等等等等、、、、研究研究研究研究をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、そのそのそのその結結結結果果果果をもっとをもっとをもっとをもっと普及普及普及普及しししし、、、、もっともっともっともっと実実実実践践践践をプロモートするをプロモートするをプロモートするをプロモートする目目目目的的的的でででで、、、、自自自自治体治体治体治体、、、、学界学界学界学界、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、3 つつつつののののグループがグループがグループがグループが手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってって、、、、日日日日本発本発本発本発信信信信のののの活動活動活動活動をををを開始開始開始開始いたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでいたしたわけで
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ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。当初当初当初当初はははは、、、、今今今今からからからから思思思思うとうとうとうと笑笑笑笑いいいい話話話話ではではではではごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、ゼロエミッションというのはゼゼロエミッションというのはゼゼロエミッションというのはゼゼロエミッションというのはゼロエロエロエロエココココミッションであるというようなおミッションであるというようなおミッションであるというようなおミッションであるというようなお話話話話とかとかとかとか、、、、ゼロエミッションというのはありゼロエミッションというのはありゼロエミッションというのはありゼロエミッションというのはあり得得得得ないないないない話話話話でででで、、、、せめてせめてせめてせめて toward ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと呼呼呼呼んんんんだだだだほほほほうがいいんうがいいんうがいいんうがいいんじゃじゃじゃじゃないかとかないかとかないかとかないかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな論論論論議議議議ももももごごごござざざざいいいいましたましたましたました。。。。しかししかししかししかし、、、、現現現現在在在在ではではではでは、、、、日日日日本本本本はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、欧欧欧欧米米米米におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、アジアアジアアジアアジア、、、、そしてそしてそしてそして中中中中国国国国におきにおきにおきにおきましてもましてもましてもましても、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをココココンンンンセセセセプトとしたいろんなプトとしたいろんなプトとしたいろんなプトとしたいろんな政策政策政策政策とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自治体自治体自治体自治体でのでのでのでの活動活動活動活動、、、、企業企業企業企業でのでのでのでの活動活動活動活動がががが拡拡拡拡大大大大、、、、進化進化進化進化いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。これはまさにこれはまさにこれはまさにこれはまさに皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご努努努努力力力力のののの結結結結果果果果とととと、、、、私私私私たたたたちちちち、、、、大大大大変変変変ありがたくありがたくありがたくありがたく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  たたたただだだだ、、、、どうもゼロエミッションがどうもゼロエミッションがどうもゼロエミッションがどうもゼロエミッションがごごごごみゼロみゼロみゼロみゼロ運運運運動動動動にににに偏偏偏偏りりりり過過過過ぎぎぎぎているといいますかているといいますかているといいますかているといいますか、、、、そのそのそのその範範範範囲囲囲囲をををを超超超超えないとえないとえないとえないと申申申申しししし上上上上げげげげたらいいのかたらいいのかたらいいのかたらいいのか、、、、そういうそういうそういうそういう面面面面ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ごごごごみをゼロにするというのみをゼロにするというのみをゼロにするというのみをゼロにするというのはもはもはもはもちちちちろんろんろんろん非非非非常常常常にににに大大大大切切切切なななな活動活動活動活動のののの 1つつつつではではではではごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、もっともっともっともっと基本的基本的基本的基本的なななな活動活動活動活動といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、考考考考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会をををを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための究極究極究極究極のののの手手手手段段段段、、、、ああああるいはるいはるいはるいはココココンンンンセセセセプトであるというプトであるというプトであるというプトであるというふふふふうにうにうにうに理理理理解解解解いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点、、、、本本本本日日日日のののの中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議議議議会会会会のののの会会会会長長長長でもあられるでもあられるでもあられるでもあられる東東東東大大大大名名名名誉誉誉誉教授教授教授教授のののの鈴木博士鈴木博士鈴木博士鈴木博士からからからから、、、、循環社会循環社会循環社会循環社会をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方というようなおというようなおというようなおというようなお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いすることになっておりますいすることになっておりますいすることになっておりますいすることになっております。。。。 

  このこのこのこの北九州市北九州市北九州市北九州市、、、、私私私私もももも、、、、海海海海外外外外へへへへ出出出出ますとますとますとますと、、、、大大大大変変変変有有有有名名名名ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、いろんなおいろんなおいろんなおいろんなお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いするいするいするいすることができますことができますことができますことができます。。。。中中中中国国国国におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、東東東東南南南南アジアにおきましてもアジアにおきましてもアジアにおきましてもアジアにおきましても、、、、大大大大変変変変うれしいおうれしいおうれしいおうれしいお話話話話をををを時時時時々々々々聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、私私私私はははは日日日日本本本本人人人人としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思っているっているっているっている次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。北北北北九州九州九州九州というのはというのはというのはというのは常常常常にににに先先先先端端端端をををを行行行行くくくく地域地域地域地域であるであるであるである。。。。高高高高度成度成度成度成長時代長時代長時代長時代はははは黒黒黒黒々々々々とととと煙煙煙煙をををを吐吐吐吐きききき出出出出しながらしながらしながらしながら高高高高度成度成度成度成長長長長のののの先先先先端端端端をををを切切切切ったったったった地域地域地域地域でもでもでもでもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市のののの映映映映画画画画でもでもでもでも私私私私はははは見見見見たことたことたことたことごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そういうそういうそういうそういう結結結結果果果果、、、、多多多多くのくのくのくの公公公公害害害害問問問問題題題題にににに直直直直面面面面しししし、、、、そしてそれをそしてそれをそしてそれをそしてそれを見見見見事事事事にににに解解解解決決決決されたされたされたされた。。。。非非非非常常常常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな空空空空をををを取取取取りりりり戻戻戻戻されされされされ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、一度一度一度一度死死死死んんんんだだだだとまでとまでとまでとまで言言言言われたわれたわれたわれた洞洞洞洞海海海海湾湾湾湾、、、、海海海海もきれいになっておりますもきれいになっておりますもきれいになっておりますもきれいになっております。。。。これもこれもこれもこれも、、、、まさにまさにまさにまさに行政行政行政行政、、、、そしてそしてそしてそして産業界産業界産業界産業界、、、、そしてそしてそしてそして市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの努努努努力力力力のののの結結結結果果果果だだだだとととと、、、、大大大大変変変変誇誇誇誇りにりにりにりに、、、、敬服敬服敬服敬服もいたしもいたしもいたしもいたしておりますておりますておりますております。。。。 

  特特特特にににに、、、、私私私私、、、、住住住住んんんんだだだだことがないのでよくはことがないのでよくはことがないのでよくはことがないのでよくは知知知知りませんけどりませんけどりませんけどりませんけど、、、、末末末末吉吉吉吉市市市市長長長長さんとおさんとおさんとおさんとお話話話話をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、ととととんとんとんがりのんとんとんがりのんとんとんがりのんとんとんがりの隣隣隣隣組組組組ですかですかですかですか、、、、隣隣隣隣近近近近所所所所のののの、、、、地域地域地域地域のののの連連連連携携携携がががが非非非非常常常常にうまくにうまくにうまくにうまく機機機機能能能能しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今盛盛盛盛んにいろんなんにいろんなんにいろんなんにいろんな問問問問題題題題、、、、いいいいじじじじめめめめ問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題ががががごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、もうもうもうもう基本的基本的基本的基本的にそういうにそういうにそういうにそういう町町町町のののの連連連連携携携携がががが支支支支えているんえているんえているんえているんじゃじゃじゃじゃないないないないだだだだろうかというろうかというろうかというろうかというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思うううう次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど助役助役助役助役さんのさんのさんのさんのほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話ががががごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、97 年年年年にエにエにエにエココココタタタタウウウウンンンン構想構想構想構想がががが出出出出されされされされ、、、、実実実実質質質質的的的的にににに非非非非常常常常にににに効効効効果果果果のあるエのあるエのあるエのあるエココココタタタタウウウウンづくりがンづくりがンづくりがンづくりが進進進進んでいるということもんでいるということもんでいるということもんでいるということも十十十十分分分分海海海海外外外外でもでもでもでも評価評価評価評価されているされているされているされている成成成成果果果果だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、物物物物づくりづくりづくりづくり、、、、これはこれはこれはこれは資源資源資源資源のないのないのないのない日日日日本本本本としましてとしましてとしましてとしまして、、、、またまたまたまた先先先先端端端端をををを走走走走っているっているっているっている日日日日本本本本のののの製製製製造造造造業業業業といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、今後最今後最今後最今後最もももも留留留留意意意意してしてしてして変革変革変革変革をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないいけないいけないいけない分野分野分野分野だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をををを通通通通じじじじてててて環境環境環境環境とととと共共共共生生生生したしたしたした新新新新しいしいしいしい物物物物づくりにづくりにづくりにづくりにつつつついていていていて、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長さんをさんをさんをさんをココココーーーーディディディディネーターとしてきネーターとしてきネーターとしてきネーターとしてきょょょょうパネルうパネルうパネルうパネルディディディディススススカカカカッションがッションがッションがッションが行行行行われるわれるわれるわれる、、、、まさにまさにまさにまさに北九州市北九州市北九州市北九州市でなけれでなけれでなけれでなければばばば、、、、あるいあるいあるいあるいはははは北九州市北九州市北九州市北九州市ででででややややるからるからるからるから大大大大変変変変にににに意意意意味味味味のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話じゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにもうにもうにもうにも感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。再再再再生生生生資資資資源源源源とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは再再再再生生生生エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか、、、、ももももちちちちろんろんろんろん 3R、、、、これもこれもこれもこれも非非非非常常常常にににに大大大大切切切切でもでもでもでもごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、そしてそしてそしてそして何何何何よりもよりもよりもよりも、、、、人人人人のののの気気気気持持持持ちちちちといいますかといいますかといいますかといいますか、、、、幸幸幸幸福福福福とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは安安安安全全全全とかとかとかとか、、、、安心安心安心安心とかとかとかとか、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明のののの面面面面をもをもをもをも考考考考慮慮慮慮したしたしたした、、、、そういうそういうそういうそういう物物物物づくりがづくりがづくりがづくりが今後行今後行今後行今後行われていくものわれていくものわれていくものわれていくものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに信信信信じじじじておりますておりますておりますております。。。。まさにまさにまさにまさに今今今今までまでまでまで先先先先頭頭頭頭をををを切切切切ったったったった北九州市北九州市北九州市北九州市においてにおいてにおいてにおいて、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい物物物物づくりづくりづくりづくり、、、、
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文文文文明明明明がががが創造創造創造創造されてされてされてされて、、、、それをそれをそれをそれを世世世世界界界界にににに発発発発信信信信しししし、、、、世世世世のののの中中中中をををを変変変変えていくえていくえていくえていく先導先導先導先導者者者者としてのとしてのとしてのとしての働働働働きにきにきにきに大大大大変期待変期待変期待変期待いいいいたしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。今後今後今後今後ともどうともどうともどうともどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 簡簡簡簡単単単単ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演ののののほほほほうにうにうにうに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  少少少少しししし準準準準備備備備のののの時時時時間間間間がかかりますのでがかかりますのでがかかりますのでがかかりますので、、、、そのそのそのその前前前前にににに、、、、改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、本本本本日日日日のプログラムをのプログラムをのプログラムをのプログラムをごごごご紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演ののののほほほほうはうはうはうは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之様之様之様之様からからからからごごごご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだくことになっておりますくことになっておりますくことになっておりますくことになっております。。。。そのそのそのその後後後後 4時時時時までまでまでまで、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりますりますりますります。。。。本本本本日日日日のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、「、「、「、「クルマづくりをクルマづくりをクルマづくりをクルマづくりを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいモノづくりをしいモノづくりをしいモノづくりをしいモノづくりを考考考考えるえるえるえる」」」」というもというもというもというものでのでのでのでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。4時時時時までよろしくおまでよろしくおまでよろしくおまでよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、基調基調基調基調講講講講演演演演ののののほほほほうにうにうにうに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日のののの基調基調基調基調講演講演講演講演のののの講講講講師師師師をををを務務務務めていためていためていためていただだだだききききますのはますのはますのはますのは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム学学学学界界界界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之様之様之様之様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  講演講演講演講演のテーマはのテーマはのテーマはのテーマは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けてけてけてけて～～～～ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方」」」」ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお迎迎迎迎えいたえいたえいたえいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 鈴木鈴木鈴木鈴木学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました鈴木鈴木鈴木鈴木ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州ということでということでということでということで、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションにンにンにンに関関関関しますしますしますします活動活動活動活動をこのをこのをこのをこの北九州北九州北九州北九州というというというという地地地地ででででごごごご紹介紹介紹介紹介させていさせていさせていさせていたたたただだだだくくくくことはことはことはことは、、、、大大大大変変変変光光光光栄栄栄栄にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。北九州北九州北九州北九州というのはというのはというのはというのは、、、、もうワールもうワールもうワールもうワールドドドドワイワイワイワイドドドドにににに知知知知られてられてられてられているいるいるいる環境都市環境都市環境都市環境都市、、、、あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココタタタタウウウウンのンのンのンの代表代表代表代表格格格格とととと言言言言ってよろしいでしってよろしいでしってよろしいでしってよろしいでしょょょょうかうかうかうか、、、、末末末末吉吉吉吉市市市市長長長長のもとのもとのもとのもとでででで、、、、市一市一市一市一丸丸丸丸となってこれまでとなってこれまでとなってこれまでとなってこれまで大大大大変変変変なななな活動活動活動活動してこられたことにしてこられたことにしてこられたことにしてこられたことに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、まずまずまずまず敬敬敬敬意意意意をををを表表表表したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  ワークショップではワークショップではワークショップではワークショップでは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、車車車車のおのおのおのお話話話話であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと具具具具体的体的体的体的なおなおなおなお話話話話ががががごごごござざざざいますのいますのいますのいますのでででで、、、、私私私私はははは、、、、最最最最初初初初のイントロダクションといたしましてのイントロダクションといたしましてのイントロダクションといたしましてのイントロダクションといたしまして、、、、改改改改めてゼロエミッションのめてゼロエミッションのめてゼロエミッションのめてゼロエミッションの背背背背景景景景というよというよというよというようなものとかうなものとかうなものとかうなものとか、、、、意意意意味味味味づづづづけけけけ、、、、考考考考ええええ方方方方のようなものをのようなものをのようなものをのようなものをごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。特特特特にににに強調強調強調強調したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのはいますのはいますのはいますのは、、、、今今今今、、、、我我我我がががが国国国国がいわがいわがいわがいわばばばば転転転転換換換換点点点点にににに来来来来ているているているているということですということですということですということです。。。。これはこれはこれはこれは我我我我がががが国国国国だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて世世世世界界界界全全全全体体体体ががががややややはりはりはりはり変変変変化化化化のののの時時時時にににに至至至至っているとっているとっているとっていると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そういうところそういうところそういうところそういうところでででで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの考考考考ええええ方方方方をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに変変変変えていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのか、、、、それをパラダイム・それをパラダイム・それをパラダイム・それをパラダイム・シフトというようなシフトというようなシフトというようなシフトというような考考考考ええええ方方方方ででででごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  日日日日本本本本はははは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今年年年年３３３３月月月月、、、、科学技術基本科学技術基本科学技術基本科学技術基本計画計画計画計画のののの第第第第 3 期期期期がががが閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されましたしされましたしされましたしされましたし、、、、環境基本環境基本環境基本環境基本計計計計画画画画もももも第第第第三三三三次次次次のののの環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画がががが、、、、これこれこれこれもももも今今今今年年年年のののの 4 月月月月にににに閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されておりますされておりますされておりますされております。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ででででもももも、、、、今今今今年年年年からいろんなことがからいろんなことがからいろんなことがからいろんなことが新新新新たなたなたなたな意意意意味味味味をををを持持持持ってくるってくるってくるってくる、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時であろうとであろうとであろうとであろうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。地球地球地球地球上上上上のいろんなのいろんなのいろんなのいろんな問問問問題題題題、、、、貧貧貧貧困困困困、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは格差格差格差格差のののの問問問問題題題題、、、、それからもそれからもそれからもそれからもちちちちろんろんろんろんごごごご承承承承知知知知のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、それそれそれそれにににに伴伴伴伴うううう感感感感染染染染症症症症のののの拡大拡大拡大拡大、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、狭狭狭狭いいいい地球地球地球地球でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな紛紛紛紛争争争争、、、、衝衝衝衝突突突突、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが次次次次からからからから次次次次へへへへとととと起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる。。。。多多多多分分分分、、、、長長長長いいいい人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史のののの中中中中でもこれでもこれでもこれでもこれだだだだけのけのけのけの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えるようにえるようにえるようにえるようになったというのはなったというのはなったというのはなったというのは、、、、現現現現在在在在がががが初初初初めてであろうめてであろうめてであろうめてであろう、、、、それくらいそれくらいそれくらいそれくらい深深深深刻刻刻刻なななな時代時代時代時代にににに立立立立ちちちち至至至至っているのかもしれっているのかもしれっているのかもしれっているのかもしれませんませんませんません。。。。 
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そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで、、、、ややややはりはりはりはり人人人人間間間間とととと社会社会社会社会、、、、そしてそしてそしてそして地球地球地球地球というようなものをというようなものをというようなものをというようなものを 1つつつつののののベベベベースースースースとしてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその地球地球地球地球のののの部部部部分分分分ではではではでは気候気候気候気候システムをどうシステムをどうシステムをどうシステムをどう理理理理解解解解していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源、、、、あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエネルネルネルネルギギギギーーーー、、、、さらにはさらにはさらにはさらには自自自自然然然然生態系生態系生態系生態系というようなものをというようなものをというようなものをというようなものをややややはりはりはりはり基盤基盤基盤基盤にににに置置置置きながらきながらきながらきながら、、、、人人人人間間間間、、、、我我我我々々々々がががが生生生生ききききていくていくていくていく上上上上ではではではでは安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心・・・・健康健康健康健康、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル、、、、価値価値価値価値というようなものをどういうというようなものをどういうというようなものをどういうというようなものをどういうふふふふうにうにうにうに大事大事大事大事にしていくのかにしていくのかにしていくのかにしていくのか、、、、倫倫倫倫理理理理をどうをどうをどうをどうつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげていくのかていくのかていくのかていくのか、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをベベベベースにしながらースにしながらースにしながらースにしながら、、、、それでそれでそれでそれではどういうはどういうはどういうはどういう社会社会社会社会ををををつつつつくっていったらいいのかくっていったらいいのかくっていったらいいのかくっていったらいいのか。。。。政政政政治経済治経済治経済治経済のののの面面面面もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、産業技術産業技術産業技術産業技術、、、、経経経経営営営営、、、、いいいいろいろなことでろいろなことでろいろなことでろいろなことで、、、、人人人人間間間間がががが生生生生存存存存するするするするベベベベースとなるースとなるースとなるースとなる地球地球地球地球、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその中中中中でこのでこのでこのでこの 2つつつつのののの折折折折りりりり合合合合いをうまいをうまいをうまいをうまくくくくつつつつけていくためのけていくためのけていくためのけていくための社会社会社会社会のののの構構構構造造造造というようなものをこれからというようなものをこれからというようなものをこれからというようなものをこれから考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。それがいわそれがいわそれがいわそれがいわばばばばサステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィーーーー、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげていくためにていくためにていくためにていくために必要必要必要必要なことであろうとなことであろうとなことであろうとなことであろうと思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。よくよくよくよく話話話話題題題題になりますになりますになりますになります循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはというのはというのはというのは、、、、地球地球地球地球とととと社会社会社会社会とのとのとのとの間間間間のののの、、、、いわいわいわいわばばばば相相相相互互互互にににに関係関係関係関係すすすするるるる部部部部分分分分、、、、人人人人間間間間とととと社会社会社会社会のののの面面面面ではではではでは脱脱脱脱温暖温暖温暖温暖化社会化社会化社会化社会、、、、人人人人間間間間とととと自自自自然然然然生態系生態系生態系生態系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地球環境地球環境地球環境地球環境のののの上上上上ではではではでは環境環境環境環境リリリリスクスクスクスク管管管管理理理理、、、、こういうようなものをこういうようなものをこういうようなものをこういうようなものを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながら、、、、話話話話題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげながらながらながらながら進進進進んでいくことがんでいくことがんでいくことがんでいくことが必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを総総総総合的合的合的合的にににに考考考考えていくということがえていくということがえていくということがえていくということが必要必要必要必要であろうであろうであろうであろうというというというということでありまことでありまことでありまことでありますすすす。。。。 

  パラダイム・シフトとパラダイム・シフトとパラダイム・シフトとパラダイム・シフトと申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、第第第第三三三三次環境基本次環境基本次環境基本次環境基本計画計画計画計画というのがというのがというのがというのが今今今今年年年年のののの 4 月月月月にににに、、、、中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会ののののほほほほうがうがうがうが中中中中心心心心となってとなってとなってとなってつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげ、、、、閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定にににに至至至至りまりまりまりましたしたしたした。。。。このこのこのこの副副副副題題題題はははは、「、「、「、「環境環境環境環境がががが拓拓拓拓くくくく新新新新たなゆたかさたなゆたかさたなゆたかさたなゆたかさへへへへのののの道道道道」、」、」、」、こういうこういうこういうこういう副副副副題題題題ががががつつつついておりますいておりますいておりますいております。。。。何何何何のののの目目目目新新新新しいこともないようにしいこともないようにしいこともないようにしいこともないように思思思思われるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれませんわれるかもしれません。。。。しかししかししかししかし、、、、ここでここでここでここで豊豊豊豊かさというものをかさというものをかさというものをかさというものを、、、、漢漢漢漢字字字字ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ひひひひらがなでらがなでらがなでらがなで書書書書いてもらっておりますいてもらっておりますいてもらっておりますいてもらっております。。。。このこのこのこの「「「「ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今までのまでのまでのまでのよよよようにうにうにうに経済的経済的経済的経済的なななな豊豊豊豊かさではないかさではないかさではないかさではない。。。。何何何何ががががほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの豊豊豊豊かさなのかということをここはかさなのかということをここはかさなのかということをここはかさなのかということをここは 1つつつつ問問問問いかけていかけていかけていかけているわけでありましているわけでありましているわけでありましているわけでありまして、、、、そこはそこはそこはそこは価値価値価値価値観観観観というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが、、、、これまでとはこれまでとはこれまでとはこれまでとは違違違違うううう、、、、単単単単にににに経済的経済的経済的経済的にににに
GNP、、、、所得所得所得所得がががが増増増増えていけえていけえていけえていけばばばばいいいいいいいい、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代はもうはもうはもうはもう終終終終わったんわったんわったんわったんだだだだというようなことをここかというようなことをここかというようなことをここかというようなことをここからららら読読読読みみみみ取取取取っていたっていたっていたっていただだだだきたいわけでありますきたいわけでありますきたいわけでありますきたいわけであります。「。「。「。「それではそれではそれではそれでは、、、、ゆたかさとはゆたかさとはゆたかさとはゆたかさとは何何何何かかかか」」」」というようなことというようなことというようなことというようなことがががが、、、、皆皆皆皆さんそれさんそれさんそれさんそれぞぞぞぞれのところにいわれのところにいわれのところにいわれのところにいわばばばば問問問問いかけられているわけでありますいかけられているわけでありますいかけられているわけでありますいかけられているわけであります。。。。これがこれがこれがこれが環境基本環境基本環境基本環境基本計画計画計画計画のののの表表表表紙紙紙紙ですですですです。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと 1セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの厚厚厚厚さでさでさでさで、、、、2,400円円円円だだだだったでしったでしったでしったでしょょょょうかうかうかうか。。。。ですがですがですがですが、、、、2,400円円円円ののののわりにはわりにはわりにはわりには中中中中身身身身はははは非非非非常常常常にいいことがにいいことがにいいことがにいいことが書書書書いてありますからいてありますからいてありますからいてありますから、、、、ぜひぜひぜひぜひ本本本本屋屋屋屋さんででもさんででもさんででもさんででも、、、、ごごごご覧覧覧覧になるになるになるになる機機機機会会会会ががががあったらあったらあったらあったら、、、、おおおお求求求求めになるとよろしいかとめになるとよろしいかとめになるとよろしいかとめになるとよろしいかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの中中中中にににに、、、、これからこれからこれからこれから五五五五、、、、六六六六年年年年のののの間間間間でででで我我我我がががが国国国国がががが環境環境環境環境のののの面面面面でででで、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境省省省省だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、国国国国のののの政府政府政府政府としてとしてとしてとして一体一体一体一体何何何何をしていくかというようなことがここにをしていくかというようなことがここにをしていくかというようなことがここにをしていくかというようなことがここに決決決決意表意表意表意表明明明明がされているわけでありますがされているわけでありますがされているわけでありますがされているわけであります。。。。このこのこのこのふふふふろしきはろしきはろしきはろしきは、、、、前前前前のののの環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣がががが推推推推奨奨奨奨されましたされましたされましたされました、、、、クールクールクールクールビビビビズのズのズのズの次次次次ははははふふふふろしきというろしきというろしきというろしきという、、、、このこのこのこのふふふふろろろろしきでありますしきでありますしきでありますしきであります。。。。地球地球地球地球をををを大事大事大事大事にににに包包包包んでいこうんでいこうんでいこうんでいこうというおというおというおというお考考考考えでありますえでありますえでありますえであります。。。。一方一方一方一方、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市ではではではでは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ルネッサンルネッサンルネッサンルネッサンスススス構想構想構想構想のののの中中中中のののの町町町町づくりづくりづくりづくり推進推進推進推進計画計画計画計画、、、、私私私私はははは、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思ってってってっておりまおりまおりまおりますすすす。。。。そそそそしてしてしてして、、、、このこのこのこの中中中中にににに、、、、人人人人づくりであるとかづくりであるとかづくりであるとかづくりであるとか、、、、いろいろなことがいろいろなことがいろいろなことがいろいろなことが書書書書きききき込込込込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。これがこれがこれがこれが一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう形形形形でこれからでこれからでこれからでこれから実現実現実現実現されていくのかというようなことでありますがされていくのかというようなことでありますがされていくのかというようなことでありますがされていくのかというようなことでありますが、、、、こういうこういうこういうこういうものをものをものをものをつつつつくるくるくるくる上上上上でもでもでもでも、、、、市市市市においていろいろなにおいていろいろなにおいていろいろなにおいていろいろな方方方方がががが、、、、ステークステークステークステークホホホホルダーのルダーのルダーのルダーの代表代表代表代表のののの方方方方がおがおがおがお集集集集まりになまりになまりになまりになってってってってつつつつくっておられるくっておられるくっておられるくっておられる。。。。こういうもののこういうもののこういうもののこういうものの中中中中にもにもにもにも同同同同じじじじようなようなようなようなココココンンンンセセセセプトがプトがプトがプトが埋埋埋埋めめめめ込込込込まれているとまれているとまれているとまれていると思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。 

  このパラダイム・シフトこのパラダイム・シフトこのパラダイム・シフトこのパラダイム・シフト、、、、まずまずまずまず今今今今大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化というのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげまままましたしたしたしたがががが、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィーーーー、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性でありますでありますでありますであります。。。。ということはということはということはということは、、、、現現現現在在在在のののの状状状状態態態態のままをのままをのままをのままを続続続続けるけるけるける
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ことはできないことはできないことはできないことはできない。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能ではないからこれからではないからこれからではないからこれからではないからこれから持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを求求求求めていくめていくめていくめていく、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを意意意意味味味味しておりますしておりますしておりますしております。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能をををを求求求求めなくてはいけないめなくてはいけないめなくてはいけないめなくてはいけない、、、、これはなこれはなこれはなこれはなぜぜぜぜかとかとかとかといいますといいますといいますといいますと、、、、私私私私たたたたちちちちはははは有有有有限限限限時時時時代代代代にににに暮暮暮暮らしていくということにいわらしていくということにいわらしていくということにいわらしていくということにいわばばばば気気気気ががががつつつついたいたいたいた、、、、今今今今さらのようにさらのようにさらのようにさらのように気気気気ががががつつつついたからでありましていたからでありましていたからでありましていたからでありまして、、、、有有有有限限限限時代時代時代時代のののの物物物物質質質質循環循環循環循環、、、、特特特特にここではにここではにここではにここでは循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、このシンこのシンこのシンこのシンポポポポジジジジウウウウムにムにムにムにおきましてもおきましてもおきましてもおきましても、、、、物物物物質質質質循環循環循環循環がががが大大大大きなきなきなきなキキキキーワーーワーーワーーワードドドドになっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。そういうものそういうものそういうものそういうものにににに関関関関してどしてどしてどしてどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのかえていかなくてはいけないのか、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をおをおをおをお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ではではではでは、、、、ななななぜぜぜぜ「「「「有有有有限限限限」」」」ということをということをということをということを今今今今言言言言わなくてはいけないのかということでありますわなくてはいけないのかということでありますわなくてはいけないのかということでありますわなくてはいけないのかということであります。。。。これはこれはこれはこれは
1つつつつにはにはにはには、、、、1990 年年年年代代代代にににに非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化がおこりがおこりがおこりがおこり、、、、これによりこれによりこれによりこれにより世世世世界界界界がががが変変変変わっていったわっていったわっていったわっていった。。。。ごごごご承承承承知知知知ののののとおりとおりとおりとおり、、、、いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことを皆皆皆皆さんさんさんさん思思思思いいいいつつつつかれるとかれるとかれるとかれると思思思思いますいますいますいます。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではマイルではマイルではマイルではマイルドドドドなものはなものはなものはなものは、、、、情情情情報報報報技術技術技術技術のののの発展発展発展発展ですですですです。。。。1985、、、、1986 年年年年にワールにワールにワールにワールドドドドワイワイワイワイドドドドウウウウェブェブェブェブ、、、、今今今今はもうインターネットではもうインターネットではもうインターネットではもうインターネットで情情情情報報報報検検検検索索索索なんてなんてなんてなんて当当当当たりたりたりたり前前前前のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、あのあのあのあの www のもとになるものがのもとになるものがのもとになるものがのもとになるものがつつつつくられたのがくられたのがくられたのがくられたのが９０９０９０９０年年年年代代代代ののののちちちちょょょょっっっっとととと前前前前ですですですです。。。。それからのそれからのそれからのそれからの 20 年年年年、、、、十何十何十何十何年年年年かのかのかのかの間間間間にににに、、、、www なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話ででででももももいろいろアクいろいろアクいろいろアクいろいろアクセセセセスができるスができるスができるスができる、、、、世世世世界的界的界的界的にににに情情情情報報報報がががが共共共共有化有化有化有化できるようになったできるようになったできるようになったできるようになった。。。。2001 年年年年のののの September 11、、、、あのニあのニあのニあのニュュュューーーーヨヨヨヨークのークのークのークの貿易貿易貿易貿易セセセセンターンターンターンタービビビビルがルがルがルが崩壊崩壊崩壊崩壊したようなニしたようなニしたようなニしたようなニュュュュースはースはースはースは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど私私私私はははは、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに北北北北京京京京におにおにおにおりましたがりましたがりましたがりましたが、、、、北北北北京京京京のののの ABC テテテテレレレレビビビビ、、、、ももももちちちちろんこれはろんこれはろんこれはろんこれは中中中中国国国国ののののテテテテレレレレビビビビではなくてではなくてではなくてではなくてアアアアメメメメリカリカリカリカのテのテのテのテレレレレビビビビチチチチャャャャンネルンネルンネルンネルでででで、、、、ほほほほぼぼぼぼリリリリアルタイムでアルタイムでアルタイムでアルタイムで見見見見ることができたることができたることができたることができた。。。。モモモモザザザザンンンンビビビビークでークでークでークで洪洪洪洪水水水水がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、それはそれはそれはそれはヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで瞬瞬瞬瞬時時時時にしてそれがにしてそれがにしてそれがにしてそれが情情情情報報報報としてとしてとしてとして流流流流されるされるされるされる、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形のののの世世世世界的界的界的界的なななな情情情情報報報報のののの共共共共有化有化有化有化がががが起起起起こっこっこっこってててて、、、、いわいわいわいわばばばば地球地球地球地球というもののというもののというもののというものの情情情情報報報報距離距離距離距離がががが非非非非常常常常にににに小小小小さくなってしまったさくなってしまったさくなってしまったさくなってしまった。。。。これがこれがこれがこれが、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさをきさをきさをきさを我我我我々々々々にににに小小小小さいものとさいものとさいものとさいものと知知知知らしめることになりましたらしめることになりましたらしめることになりましたらしめることになりました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、90 年年年年のののの初初初初めめめめ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 89 年年年年、、、、東東東東西西西西二二二二極極極極支支支支配配配配体体体体制制制制がががが崩壊崩壊崩壊崩壊しましたしましたしましたしました。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、東東東東側側側側のののの世世世世界界界界というとまというとまというとまというとまだだだだいろんないろんないろんないろんな未未未未知知知知のののの部部部部分分分分があってがあってがあってがあって、、、、そこにはまたそこにはまたそこにはまたそこにはまた危危危危ないこともあるかもしれなないこともあるかもしれなないこともあるかもしれなないこともあるかもしれないけれどもいけれどもいけれどもいけれども、、、、夢夢夢夢があるというようながあるというようながあるというようながあるというような発想発想発想発想でいたでいたでいたでいた西西西西側側側側のののの人人人人たたたたちちちちがががが、、、、一一一一緒緒緒緒になってみるとになってみるとになってみるとになってみると、、、、何何何何のことのことのことのことはないはないはないはない、、、、まあまあまあまあ、、、、大体大体大体大体全全全全てがてがてがてが見見見見えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった。。。。特特特特にににに経済経済経済経済にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ経済経済経済経済がががが一極一極一極一極支支支支配配配配をしをしをしをしていくていくていくていく。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、もうもうもうもう地球地球地球地球上上上上にはにはにはには知知知知らないものはないらないものはないらないものはないらないものはない、、、、何何何何でもアでもアでもアでもアメメメメリカリカリカリカ型型型型のののの価値価値価値価値観観観観でででで支支支支配配配配さささされていくようなれていくようなれていくようなれていくような、、、、そういうそういうそういうそういう幻幻幻幻想想想想をををを与与与与えていくようなことになりますえていくようなことになりますえていくようなことになりますえていくようなことになります。。。。これもこれもこれもこれも一一一一種種種種のののの世世世世界界界界のののの一体化一体化一体化一体化、、、、地球地球地球地球がががが小小小小さくなってきたということでありますさくなってきたということでありますさくなってきたということでありますさくなってきたということであります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、同時同時同時同時にににに、、、、これはこれはこれはこれは 90 年年年年代代代代にににに入入入入りましてからりましてからりましてからりましてから特特特特にににに、、、、気候変気候変気候変気候変動動動動というものをというものをというものをというものを私私私私たたたたちちちちはははは実実実実感感感感せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。異異異異常常常常気気気気象象象象がががが起起起起こりこりこりこり、、、、災災災災害害害害がががが多多多多発発発発するするするする、、、、ハハハハリリリリケケケケーンがーンがーンがーンが頻頻頻頻発発発発するするするする、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも台台台台風風風風のののの発発発発生生生生のののの仕仕仕仕方方方方がががが変変変変わるわるわるわる。。。。九州地九州地九州地九州地帯帯帯帯はははは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを受受受受けていくことになるかもしれないけていくことになるかもしれないけていくことになるかもしれないけていくことになるかもしれない。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、今今今今までとまでとまでとまでと違違違違うううう異異異異常常常常気気気気象象象象のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが起起起起こっていくこっていくこっていくこっていく。。。。地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化というようなことというようなことというようなことというようなことをををを通通通通じじじじてててて、、、、地球地球地球地球のののの全全全全体体体体システムシステムシステムシステム、、、、気候気候気候気候のシステムがあるのシステムがあるのシステムがあるのシステムがある程程程程度度度度見見見見えてきてしまったわけですえてきてしまったわけですえてきてしまったわけですえてきてしまったわけです。。。。それそれそれそれがいかにもろいものであるかということもがいかにもろいものであるかということもがいかにもろいものであるかということもがいかにもろいものであるかということも知知知知ってしまったってしまったってしまったってしまった。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、地球地球地球地球のシスのシスのシスのシステムにおいてテムにおいてテムにおいてテムにおいて二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを排排排排出出出出するとするとするとすると、、、、そそそそのののの影響影響影響影響ははははめめめめぐぐぐぐりめりめりめりめぐぐぐぐってってってって自分自分自分自分たたたたちちちちのところのところのところのところへへへへ戻戻戻戻ってくってくってくってくるるるる。。。。オオオオゾゾゾゾンをンをンをンを排排排排出出出出するとするとするとすると、、、、それがどういうそれがどういうそれがどういうそれがどういう形形形形でででで戻戻戻戻ってくるかってくるかってくるかってくるか、、、、そんなことまでわかるようになっそんなことまでわかるようになっそんなことまでわかるようになっそんなことまでわかるようになってしまったわけですてしまったわけですてしまったわけですてしまったわけです。。。。いわいわいわいわばばばば自業自自業自自業自自業自得得得得のののの世世世世界界界界がががが見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。これもこれもこれもこれも地球地球地球地球がががが小小小小さくなったさくなったさくなったさくなった、、、、地球地球地球地球のののの大大大大ききききさがさがさがさが有有有有限限限限であるからこういうことがわかってくるということになりますであるからこういうことがわかってくるということになりますであるからこういうことがわかってくるということになりますであるからこういうことがわかってくるということになります。。。。 

  そのそのそのその有有有有限限限限であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、私私私私たたたたちちちちにににに逃逃逃逃げげげげ場場場場がないということをがないということをがないということをがないということを知知知知らしめるわけですらしめるわけですらしめるわけですらしめるわけです。。。。逃逃逃逃げげげげ場場場場がないというのはどういうことかというとがないというのはどういうことかというとがないというのはどういうことかというとがないというのはどういうことかというと、、、、地球地球地球地球上上上上のののの資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源資源資源資源、、、、食食食食料料料料、、、、水水水水、、、、これこれこれこれもももも供給供給供給供給にはにはにはには限限限限度度度度があるがあるがあるがある。。。。今今今今までのようにまでのようにまでのようにまでのように、、、、ハハハハイテクイテクイテクイテク、、、、バイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジーバイオテクノロジー、、、、これでこれでこれでこれで新新新新しいしいしいしい食食食食糧糧糧糧生生生生
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産産産産をすれをすれをすれをすればばばば石石石石油油油油がががが食食食食べべべべられるようになるられるようになるられるようになるられるようになる、、、、いくらでもいくらでもいくらでもいくらでも食食食食糧糧糧糧はははは無限無限無限無限にあるにあるにあるにあるというようなというようなというようなというような発想発想発想発想はははは、、、、ととととんでもないことんでもないことんでもないことんでもないことだだだだということがわかるようになってきたわけですということがわかるようになってきたわけですということがわかるようになってきたわけですということがわかるようになってきたわけです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、地球地球地球地球上上上上にににに存存存存在在在在するするするするもののもののもののものの量量量量がががが知知知知れてきてしまったれてきてしまったれてきてしまったれてきてしまった。。。。またまたまたまた、、、、そういうところにそういうところにそういうところにそういうところに、、、、人口人口人口人口はますますはますますはますますはますます増増増増ええええ続続続続けていくわけけていくわけけていくわけけていくわけでででで、、、、今今今今地球地球地球地球上上上上にににに人人人人がががが 65 億億億億人人人人いますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが 50 年年年年もたたないうもたたないうもたたないうもたたないうちちちちにににに 90 億億億億人人人人になるになるになるになる。。。。5 割割割割増増増増えるえるえるえる。。。。一体一体一体一体どういうことになるのかどういうことになるのかどういうことになるのかどういうことになるのか。。。。ますますますますますますますます混混混混みみみみ合合合合ってきますってきますってきますってきますねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、文文文文明明明明、、、、倫倫倫倫理理理理、、、、宗宗宗宗教教教教観観観観、、、、価値価値価値価値観観観観、、、、こういうもののこういうもののこういうもののこういうものの衝衝衝衝突突突突がこれまでよりもはるかにがこれまでよりもはるかにがこれまでよりもはるかにがこれまでよりもはるかに増増増増えていくでしえていくでしえていくでしえていくでしょょょょうううう。。。。どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。ここここういうういうういうういう問問問問題題題題もももも起起起起こってこってこってこっててくるわけでありますてくるわけでありますてくるわけでありますてくるわけであります。。。。私私私私たたたたちちちち自身自身自身自身もももも、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは、、、、何何何何かかかか問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると、、、、大大大大海海海海原原原原にににに船出船出船出船出をしてをしてをしてをして大大大大航航航航海海海海をををを遂遂遂遂げげげげれれれればばばば、、、、そのそのそのその先先先先にににに、、、、新天新天新天新天地地地地があるがあるがあるがある。。。。もうそういうものはもうそういうものはもうそういうものはもうそういうものは存存存存在在在在しなしなしなしないいいいということがわかってしまったということがわかってしまったということがわかってしまったということがわかってしまった。。。。いろんなことがいろんなことがいろんなことがいろんなことが見見見見ええええ過過過過ぎぎぎぎてしまったてしまったてしまったてしまった。。。。それからそれからそれからそれから来来来来るるるる閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感とととというものがいうものがいうものがいうものが一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの意識意識意識意識のののの上上上上でででで犯罪犯罪犯罪犯罪やややや異異異異常行常行常行常行動動動動ににににつつつつながるようなことになってはながるようなことになってはながるようなことになってはながるようなことになってはいいいいないかないかないかないか、、、、こんなこともこんなこともこんなこともこんなことも心心心心配配配配されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。 

  つつつつまりまりまりまり、、、、地球地球地球地球のののの大大大大きさきさきさきさににににつつつついていていていて、、、、ともかくこれまではともかくこれまではともかくこれまではともかくこれまでは地球地球地球地球上上上上にににに知知知知らないらないらないらない部部部部分分分分がたくさんあったがたくさんあったがたくさんあったがたくさんあったわけですがわけですがわけですがわけですが、、、、もしかするとあるかもしれないともしかするとあるかもしれないともしかするとあるかもしれないともしかするとあるかもしれないと、、、、こうこうこうこう思思思思っていたわけですがっていたわけですがっていたわけですがっていたわけですが、、、、実実実実はそうではなかはそうではなかはそうではなかはそうではなかったったったった。。。。地球地球地球地球のののの大大大大きさというのはきさというのはきさというのはきさというのは有有有有限限限限であるであるであるである。。。。そのそのそのその中中中中でででで一体一体一体一体これからどうこれからどうこれからどうこれからどうややややってってってって生生生生きていくのかきていくのかきていくのかきていくのか。。。。こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方でこれからでこれからでこれからでこれから社会設社会設社会設社会設計計計計をしていかなくてをしていかなくてをしていかなくてをしていかなくてはいけないはいけないはいけないはいけない。。。。これがこれがこれがこれが大事大事大事大事なところでありまなところでありまなところでありまなところでありますすすす。。。。 

  私私私私たたたたちちちちのののの世代世代世代世代がががが、、、、実実実実はこういうことにはこういうことにはこういうことにはこういうことに直直直直面面面面したしたしたした初初初初めてのめてのめてのめての世代世代世代世代でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史というというというというのはのはのはのは 600万万万万年年年年ともともともとも 700万万万万年年年年ともともともとも言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ここにおられるここにおられるここにおられるここにおられる皆皆皆皆様様様様がががが、、、、そういそういそういそういうううう人類人類人類人類のののの世代世代世代世代でででで初初初初めてこういうめてこういうめてこういうめてこういう有有有有限限限限性性性性ということにということにということにということに直直直直面面面面したしたしたした、、、、これをこれをこれをこれを認識認識認識認識しなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけない。。。。そういうそういうそういうそういう有有有有限限限限性性性性にににに直直直直面面面面せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なくなったのもなくなったのもなくなったのもなくなったのも、、、、実実実実はははは我我我我々々々々、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは我我我我々々々々のののの前前前前のののの世代世代世代世代がががが、、、、これこれこれこれだだだだけのけのけのけの工工工工業発展業発展業発展業発展をををを遂遂遂遂げげげげ、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動をををを巨巨巨巨大化大化大化大化させさせさせさせ、、、、そういうことのそういうことのそういうことのそういうことの結結結結末末末末としてこういうとしてこういうとしてこういうとしてこういう有有有有限限限限性性性性にににに直直直直面面面面することになったすることになったすることになったすることになった。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは皮皮皮皮肉肉肉肉なことであるかもしれませんなことであるかもしれませんなことであるかもしれませんなことであるかもしれません。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、我我我我がががが国国国国はこれまでどういうはこれまでどういうはこれまでどういうはこれまでどういう発展発展発展発展をををを遂遂遂遂げげげげてきたかてきたかてきたかてきたか。。。。1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GNP はははは、、、、敗敗敗敗戦戦戦戦後着後着後着後着々々々々とととと上上上上昇昇昇昇いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、年率年率年率年率 8％％％％、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 3.5％％％％、、、、バブルバブルバブルバブル成成成成長長長長、、、、3％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげてててて、、、、90 年年年年、、、、東東東東西西西西冷冷冷冷戦戦戦戦終終終終結結結結ととととほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじころにバブルころにバブルころにバブルころにバブル崩壊崩壊崩壊崩壊をををを迎迎迎迎えてえてえてえて、、、、失失失失われたわれたわれたわれた 10 年年年年をををを経経経経てててて今今今今にににに至至至至っているっているっているっている、、、、こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況ですですですですねねねね。。。。これをこれをこれをこれをごごごごらんいたらんいたらんいたらんいただだだだきましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、一体一体一体一体将将将将来来来来これはどうなってこれはどうなってこれはどうなってこれはどうなっていくのかいくのかいくのかいくのか、、、、これをこれをこれをこれを考考考考えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、ややややはりはりはりはり長長長長いいいい目目目目でででで物物物物をををを見見見見ようということでありますようということでありますようということでありますようということであります。。。。多多多多くのくのくのくの新新新新聞聞聞聞にににに見見見見られるようにられるようにられるようにられるように、、、、政府政府政府政府のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな期期期期待待待待的的的的なななな、、、、希希希希望望望望的的的的なななな観測観測観測観測等等等等々々々々はははは、、、、ともかくともかくともかくともかく年率年率年率年率 1％％％％、、、、
2％％％％、、、、望望望望むむむむらくはらくはらくはらくは 3％％％％ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで成成成成長長長長をををを継継継継続続続続したいしたいしたいしたい、、、、こういうことこういうことこういうことこういうことだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。一体一体一体一体これはこれはこれはこれは可能可能可能可能なのなのなのなのだだだだろうかをろうかをろうかをろうかを考考考考えなくてはならないえなくてはならないえなくてはならないえなくてはならない。。。。 いずれにしろいずれにしろいずれにしろいずれにしろ、、、、いろんなことがこのいろんなことがこのいろんなことがこのいろんなことがこの間間間間ににににごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、『『『『沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春』』』』がががが上上上上梓梓梓梓されたのがされたのがされたのがされたのが 62 年年年年、、、、ストックストックストックストックホホホホルムのルムのルムのルムの人人人人間間間間環境会議環境会議環境会議環境会議がががが 72 年年年年、、、、リリリリオのオのオのオの会議会議会議会議、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 がががが 92年年年年、、、、京京京京都会議都会議都会議都会議がががが 97 年年年年、、、、ヨヨヨヨハハハハネスブルグサミットがネスブルグサミットがネスブルグサミットがネスブルグサミットが 2002 年年年年ですですですです。。。。リリリリオのオのオのオの会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、北九州市北九州市北九州市北九州市がががが環境首都環境首都環境首都環境首都としてのとしてのとしてのとしての表表表表彰彰彰彰をををを受受受受けているけているけているけている、、、、これがこれがこれがこれが 92 年年年年ですですですですねねねね。。。。環境環境環境環境面面面面だだだだけをけをけをけを考考考考えてえてえてえてもももも大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化をををを遂遂遂遂げげげげておりますておりますておりますております。。。。国内国内国内国内のののの環境環境環境環境にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは別別別別としてとしてとしてとして、、、、92 年年年年ののののリリリリオオオオ会議会議会議会議をををを受受受受けてけてけてけて、、、、公公公公害害害害対策対策対策対策基本基本基本基本法法法法がががが環境基本環境基本環境基本環境基本法法法法にににに変変変変わったのがわったのがわったのがわったのが 93 年年年年ですですですです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな今今今今のののの法法法法のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみがつつつつくられていくくられていくくられていくくられていく、、、、こういうことになっておりますがこういうことになっておりますがこういうことになっておりますがこういうことになっておりますが、、、、容容容容器器器器・・・・包包包包装装装装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法のののの改改改改正正正正、、、、ごごごごみにみにみにみに関関関関してはしてはしてはしては、、、、循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法ができたりができたりができたりができたり、、、、基本基本基本基本計画計画計画計画ががががつつつつくられたりくられたりくられたりくられたり、、、、こういうようなことでこういうようなことでこういうようなことでこういうようなことで現現現現在在在在のののの体体体体制制制制になっているわけでありますになっているわけでありますになっているわけでありますになっているわけであります。。。。 
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  今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題にににに関関関関するするするする認識認識認識認識ををををちちちちょょょょっとまとめますとっとまとめますとっとまとめますとっとまとめますと、、、、戦戦戦戦後後後後はははは、、、、敗敗敗敗戦戦戦戦によってによってによってによって 1人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの GNPはははは半半半半分分分分にににに落落落落ちちちちますますますます。。。。それがそれがそれがそれが戦戦戦戦前前前前ののののレベレベレベレベルにルにルにルに回回回回復復復復するのがするのがするのがするのが大体大体大体大体 1960 年年年年。。。。それからそれからそれからそれから 70 年年年年までのまでのまでのまでの高高高高度度度度成成成成長長長長。。。。このこのこのこの間間間間はははは、、、、実実実実はははは公公公公害害害害問問問問題題題題というものがというものがというものがというものが頻頻頻頻発発発発するわけでありますするわけでありますするわけでありますするわけであります。。。。北九州北九州北九州北九州もももも、、、、このこのこのこの時代時代時代時代にににに 7色色色色のののの煙煙煙煙をををを排排排排出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、7 色色色色のののの水水水水をををを出出出出してしてしてして、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは大大大大変変変変なななな工工工工業発展業発展業発展業発展のバックアップをのバックアップをのバックアップをのバックアップを、、、、そそそそういうういうういうういう形形形形でででで支支支支えながらえながらえながらえながら、、、、市市市市としてはとしてはとしてはとしては非非非非常常常常ににににごごごご苦苦苦苦労労労労なさったわけでありますなさったわけでありますなさったわけでありますなさったわけであります。。。。 

  こういうこういうこういうこういう時代時代時代時代はははは、、、、公公公公害害害害問問問問題題題題対策対策対策対策ということでということでということでということで、、、、エンエンエンエンドドドド・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、出口出口出口出口でででで廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をどうするをどうするをどうするをどうする、、、、排排排排水水水水をどうするをどうするをどうするをどうする、、、、排排排排ガガガガスをどうするというようなスをどうするというようなスをどうするというようなスをどうするというような形形形形のののの対対対対応応応応がなされたがなされたがなされたがなされた時代時代時代時代でありでありでありでありましてましてましてまして、、、、1970 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、水水水水質質質質汚汚汚汚濁濁濁濁防止法防止法防止法防止法がががが設設設設定定定定されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理設設設設備備備備といといといというものにうものにうものにうものに大大大大変変変変なななな資資資資金金金金のののの投投投投下下下下がなされてがなされてがなされてがなされて、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質のののの処処処処理理理理にににに関関関関してはかなりしてはかなりしてはかなりしてはかなり徹底徹底徹底徹底したしたしたした対策対策対策対策がなされがなされがなされがなされたというようなたというようなたというようなたというような時代時代時代時代でありますでありますでありますであります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、80 年年年年代代代代にににに至至至至ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質はははは除除除除いたいたいたいた、、、、きれいになったんきれいになったんきれいになったんきれいになったんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、水水水水環境環境環境環境がががが一一一一向向向向にきれいにならないにきれいにならないにきれいにならないにきれいにならない。。。。富富富富栄栄栄栄養養養養化化化化をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。これはこれはこれはこれは何何何何なのかというようなことでなのかというようなことでなのかというようなことでなのかというようなことで、、、、面面面面的的的的なななな発発発発生生生生源源源源とかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題がががが複複複複雑雑雑雑化化化化していったしていったしていったしていった時代時代時代時代でありでありでありでありますますますます。。。。いわいわいわいわばばばば広広広広域環境域環境域環境域環境、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境というようなというようなというようなというような問問問問題題題題がここでがここでがここでがここで認識認識認識認識されされされされてきたてきたてきたてきた。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、90 年年年年代代代代になってになってになってになって、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたたたた地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが起起起起こってくるわけでありますこってくるわけでありますこってくるわけでありますこってくるわけであります。。。。オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化、、、、生物多様生物多様生物多様生物多様性性性性。。。。これからこれからこれからこれから一体一体一体一体どこどこどこどこへへへへ向向向向かうのかということになるとかうのかということになるとかうのかということになるとかうのかということになると、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、有有有有限限限限なななな条件条件条件条件下下下下でででで人人人人間間間間活動活動活動活動がががが拡大拡大拡大拡大しししし過過過過ぎぎぎぎてしまったてしまったてしまったてしまった、、、、これをこれをこれをこれをベベベベースにしースにしースにしースにしてててて持続可能持続可能持続可能持続可能なななな人人人人間間間間活動活動活動活動というものをというものをというものをというものを探探探探していくしていくしていくしていく、、、、模模模模索索索索していくしていくしていくしていく時代時代時代時代にににに入入入入っていくということであっていくということであっていくということであっていくということでありますりますりますります。。。。     ですからですからですからですから、、、、今今今今までのようにまでのようにまでのようにまでのように、、、、成成成成長長長長第第第第一一一一でででで進進進進みみみみ、、、、発発発発生生生生してくるしてくるしてくるしてくる生生生生活環境活環境活環境活環境、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にににににににに対対対対ししししてててて問問問問題題題題対対対対応応応応型型型型でででで解解解解決決決決していくということがしていくということがしていくということがしていくということが多多多多分分分分これからはできなくなっていくこれからはできなくなっていくこれからはできなくなっていくこれからはできなくなっていく。。。。ややややはりはりはりはり将将将将来来来来どうどうどうどういういういういう人人人人間間間間活動活動活動活動ををををつつつつくりくりくりくり上上上上げげげげていくのかというようなことをしっかりていくのかというようなことをしっかりていくのかというようなことをしっかりていくのかというようなことをしっかり見見見見据据据据えてえてえてえて進進進進んでいかなくてはんでいかなくてはんでいかなくてはんでいかなくてはいけないというようないけないというようないけないというようないけないというような時代時代時代時代になっていくんになっていくんになっていくんになっていくんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えまえまえまえますとすとすとすと、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの高高高高度成度成度成度成長長長長、、、、例例例例ええええばばばば、、、、GNP をここをここをここをここへへへへ考考考考えていたえていたえていたえていただだだだいてもいいんですがいてもいいんですがいてもいいんですがいてもいいんですが、、、、時時時時間間間間経経経経過過過過とともにとともにとともにとともに一一一一定定定定率率率率でででで増増増増えていくというえていくというえていくというえていくという指指指指数増殖数増殖数増殖数増殖、、、、あるいはネズミあるいはネズミあるいはネズミあるいはネズミ算算算算というようなというようなというようなというような、、、、成成成成長長長長率一率一率一率一定定定定といといといというううう成成成成長長長長のののの仕仕仕仕方方方方をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、これはこれはこれはこれは必必必必ずいずれはずいずれはずいずれはずいずれは無限無限無限無限大大大大にいくわけですにいくわけですにいくわけですにいくわけです。。。。無限無限無限無限大大大大ということはということはということはということは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来申申申申しししし上上上上げげげげておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、有有有有限限限限なななな環境環境環境環境下下下下ではではではでは無限無限無限無限大大大大へへへへ成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。ししししたがたがたがたがってってってって、、、、有有有有限限限限なななな環境環境環境環境下下下下ではどこかにではどこかにではどこかにではどこかに平平平平衡衡衡衡安定点安定点安定点安定点、、、、サステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なところがなくてはなところがなくてはなところがなくてはなところがなくてはいけないいけないいけないいけない。。。。 

  もしこれがわかっていれもしこれがわかっていれもしこれがわかっていれもしこれがわかっていればばばば、、、、そこそこそこそこへへへへ向向向向かってかかってかかってかかってかじじじじ取取取取りをすれりをすれりをすれりをすればばばばいいんですがいいんですがいいんですがいいんですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、人人人人間間間間のののの知知知知恵恵恵恵というものはそれというものはそれというものはそれというものはそれほほほほどどどど立立立立派派派派なものではありませんなものではありませんなものではありませんなものではありません。。。。往往往往々々々々にしてにしてにしてにして、、、、行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎてからてからてからてから気気気気ががががつつつつくわけですくわけですくわけですくわけです。。。。何何何何にににに気気気気ががががつつつつくかというとくかというとくかというとくかというと、、、、食食食食糧糧糧糧がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった、、、、資源資源資源資源がなくなったがなくなったがなくなったがなくなった、、、、環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが行行行行きききき過過過過ぎぎぎぎてしまったてしまったてしまったてしまった、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人間間間間がががが増増増増ええええ過過過過ぎぎぎぎてててて衝衝衝衝突突突突がががが起起起起こるこるこるこる、、、、紛紛紛紛争争争争がががが起起起起こるというようなことにこるというようなことにこるというようなことにこるというようなことに気気気気ががががつつつついていていていて、、、、平平平平衡衡衡衡安定点安定点安定点安定点をををを通通通通りりりり越越越越したあたりからしたあたりからしたあたりからしたあたりから急急急急激激激激にににに破破破破局局局局にににに向向向向かうといかうといかうといかうというのがうのがうのがうのが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史がががが教教教教えるところでありますえるところでありますえるところでありますえるところであります。。。。ローマローマローマローマ帝帝帝帝国国国国がががが拡大拡大拡大拡大しししし過過過過ぎぎぎぎてしまったてしまったてしまったてしまった、、、、大大大大英帝英帝英帝英帝国国国国またしかりまたしかりまたしかりまたしかり。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、どこかでどこかでどこかでどこかでちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと、、、、モモモモデレデレデレデレートなところでサステイナブルなートなところでサステイナブルなートなところでサステイナブルなートなところでサステイナブルなレベレベレベレベルをルをルをルを探探探探さなくてはいさなくてはいさなくてはいさなくてはいけないけないけないけない。。。。それをそれをそれをそれを発展発展発展発展しししし過過過過ぎぎぎぎてしまっててしまっててしまっててしまって問問問問題題題題がががが起起起起こるというのがこるというのがこるというのがこるというのが大体大体大体大体のパターンでありますのパターンでありますのパターンでありますのパターンであります。。。。日日日日本本本本はははは 8％％％％成成成成長長長長、、、、3％％％％成成成成長長長長、、、、そしてバブルそしてバブルそしてバブルそしてバブル経済経済経済経済がががが崩壊崩壊崩壊崩壊してしてしてして、、、、これからどうしようかというこれからどうしようかというこれからどうしようかというこれからどうしようかという、、、、このこのこのこの辺辺辺辺にににに我我我我々々々々はははは存存存存在在在在しているのかもしれませんしているのかもしれませんしているのかもしれませんしているのかもしれません。。。。 そこでそこでそこでそこで必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは、、、、今今今今までとまでとまでとまでと同同同同じじじじパラダイムでパラダイムでパラダイムでパラダイムで、、、、同同同同じじじじ考考考考ええええ方方方方でででで生生生生きていけきていけきていけきていけばばばば、、、、これはこれはこれはこれは早早早早晩晩晩晩破破破破局局局局
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をををを迎迎迎迎ええええますますますます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、こここここでこでこでこで考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えるえるえるえる、、、、こういうこういうこういうこういう着着着着地地地地点点点点ををををちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと認識認識認識認識してしてしてして、、、、そこそこそこそこへへへへソソソソフトランフトランフトランフトランドドドドしていくというようなことがしていくというようなことがしていくというようなことがしていくというようなことが必要必要必要必要であろうというようなことがいわであろうというようなことがいわであろうというようなことがいわであろうというようなことがいわばばばば申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいことでありますことでありますことでありますことであります。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、そのそのそのその着着着着地地地地点点点点というのはどこにあるのかというのはどこにあるのかというのはどこにあるのかというのはどこにあるのか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ですがですがですがですが、、、、それそれそれそれをををを考考考考えることえることえることえることがががが必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。いずれにしろいずれにしろいずれにしろいずれにしろ重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの高高高高度成度成度成度成長時代長時代長時代長時代のののの考考考考ええええ方方方方、、、、
20 世世世世紀紀紀紀型型型型のののの成成成成長長長長パラダイムパラダイムパラダイムパラダイム、、、、ともかくともかくともかくともかく成成成成長長長長すれすれすれすればばばばいいいいいいいい、、、、そういうパラダイムはこれからそういうパラダイムはこれからそういうパラダイムはこれからそういうパラダイムはこれから通用通用通用通用ししししないないないない。。。。これからこれからこれからこれから必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは、、、、サステイナサステイナサステイナサステイナビビビビリリリリテテテティィィィーをーをーをーを目指目指目指目指すすすす、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを目指目指目指目指すすすす、、、、これをこれをこれをこれを 21世世世世紀紀紀紀型型型型とととと言言言言っていいっていいっていいっていいかどうかわかりませんがかどうかわかりませんがかどうかわかりませんがかどうかわかりませんが、、、、こういうパラダイムこういうパラダイムこういうパラダイムこういうパラダイムだだだだろうろうろうろう、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思ううううわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 

  じゃじゃじゃじゃ、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えていかなくえていかなくえていかなくえていかなくちちちちゃゃゃゃいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた大大大大変変変変悩悩悩悩ましいましいましいましい問問問問題題題題でありますでありますでありますであります。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと結結結結論論論論をををを申申申申しししし上上上上げげげげてしまいますとてしまいますとてしまいますとてしまいますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長のののの時代時代時代時代はともかくはともかくはともかくはともかく物物物物ををををつつつつくるくるくるくる、、、、建建建建設設設設するするするする、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、生生生生産産産産もももも予測予測予測予測生生生生産産産産をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、労労労労働働働働生生生生産性産性産性産性をををを高高高高めれめれめれめればばばばいいいいいいいい、、、、消費者消費者消費者消費者もももも、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、買買買買ってってってって捨捨捨捨てるてるてるてる、、、、フローフローフローフロー中中中中心心心心、、、、住住住住宅宅宅宅でさえでさえでさえでさえ今今今今、、、、消費財消費財消費財消費財になっているわになっているわになっているわになっているわけですけですけですけです。。。。そういうそういうそういうそういう物物物物質質質質をともかくをともかくをともかくをともかく流流流流していくというしていくというしていくというしていくという、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これこれこれこれからはからはからはからは、、、、製製製製造造造造業業業業はははは物物物物ををををつつつつくるのはくるのはくるのはくるのは結結結結構構構構ですがですがですがですが、、、、物物物物をををを通通通通じじじじてサーてサーてサーてサービビビビスをスをスをスを売売売売るるるる、、、、こういうこういうこういうこういう意識意識意識意識のののの転転転転換換換換をしなくてはいけないをしなくてはいけないをしなくてはいけないをしなくてはいけない。。。。建建建建設設設設、、、、もうもうもうもう結結結結構構構構ですですですです。。。。保保保保守守守守をををを中中中中心心心心にににに考考考考えましえましえましえましょょょょうううう、、、、こういうことですこういうことですこういうことですこういうことですねねねね。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費はもうはもうはもうはもう要要要要らないらないらないらない。。。。適適適適量量量量生生生生産産産産ですですですです。。。。ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応じじじじてててて、、、、デデデデマンマンマンマンドドドドにににに応応応応じじじじてててて生生生生産産産産ををををするするするする。。。。労労労労働働働働生生生生産性産性産性産性がががが大事大事大事大事なのではないなのではないなのではないなのではない。。。。1 人人人人当当当当たりたりたりたり幾幾幾幾らららら稼稼稼稼ぐぐぐぐかかかか、、、、これがこれがこれがこれが大事大事大事大事なのではなくてなのではなくてなのではなくてなのではなくて、、、、資資資資源源源源当当当当たりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいの生生生生産性産性産性産性をををを上上上上げげげげるかるかるかるか、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性がががが大事大事大事大事になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。フローフローフローフロー中中中中心心心心であったであったであったであったものはストックものはストックものはストックものはストック中中中中心心心心でいきましでいきましでいきましでいきましょょょょうううう。。。。サーサーサーサービビビビスススス、、、、サーサーサーサービビビビスススス経済経済経済経済をををを中中中中心心心心ににににしていくとしていくとしていくとしていくということですいうことですいうことですいうことです。。。。 環境関係環境関係環境関係環境関係ではではではでは、、、、先先先先ほほほほどのエンどのエンどのエンどのエンドドドド・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ、、、、出口出口出口出口でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処理理理理しまししまししまししましょょょょうううう、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルしまししまししまししましょょょょうううう、、、、リユリユリユリユースしましースしましースしましースしましょょょょうううう、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは実実実実はははは昔昔昔昔のののの発想発想発想発想なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、上上上上流流流流にもにもにもにもっとさかのっとさかのっとさかのっとさかのぼぼぼぼってってってって、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに考考考考えなくはいけないえなくはいけないえなくはいけないえなくはいけない。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、ごごごごみをゼロにするということではないんですみをゼロにするということではないんですみをゼロにするということではないんですみをゼロにするということではないんです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、ごごごごみがゼロになるようなみがゼロになるようなみがゼロになるようなみがゼロになるような仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、シスシスシスシステムをテムをテムをテムをつつつつくりくりくりくり出出出出していくしていくしていくしていく。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、出口出口出口出口ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、リユリユリユリユースースースース、、、、リデュリデュリデュリデュースなんてースなんてースなんてースなんて言言言言っていなっていなっていなっていないでいでいでいで、、、、もうもうもうもう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出ないようなないようなないようなないような仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを、、、、全全全全体体体体のシステムをのシステムをのシステムをのシステムをつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうううう、、、、これがゼロエミこれがゼロエミこれがゼロエミこれがゼロエミッションのッションのッションのッションのほほほほんとうのんとうのんとうのんとうのねねねねらいですらいですらいですらいです。。。。 要要要要するにするにするにするに、、、、物物物物にあにあにあにあふふふふれていてれていてれていてれていて、、、、ああああふふふふれれれれ出出出出るるるるものものものもの、、、、捨捨捨捨てられるものをてられるものをてられるものをてられるものを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命リリリリサイクルしましサイクルしましサイクルしましサイクルしましょょょょうううう、、、、こんなことよりもこんなことよりもこんなことよりもこんなことよりも入口入口入口入口をををを閉閉閉閉めるめるめるめるほほほほうがはるかにうがはるかにうがはるかにうがはるかに効効効効果果果果的的的的ですですですですねねねね。。。。こういうパラダイム・シフこういうパラダイム・シフこういうパラダイム・シフこういうパラダイム・シフトトトトですですですです。。。。 ともかくともかくともかくともかく今今今今、、、、我我我我がががが国国国国はははは物物物物にあにあにあにあふふふふれたれたれたれた国国国国になっていますになっていますになっていますになっています。。。。1 人人人人当当当当たりたりたりたり 1 年年年年間間間間にににに、、、、外外外外国国国国からからからから資源資源資源資源をををを
5.6 トントントントン、、、、製製製製品品品品をををを 0.6 トントントントン入入入入れているれているれているれている、、、、全部全部全部全部でででで 6.1 トンもトンもトンもトンも輸輸輸輸入入入入しているしているしているしている。。。。私私私私 1人人人人当当当当たりでたりでたりでたりで 1 年年年年間間間間にににに
6 トンもトンもトンもトンも外外外外国国国国からからからから輸輸輸輸入入入入するするするする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。もっとももっとももっとももっとも、、、、そのそのそのその大大大大半半半半はエネルはエネルはエネルはエネルギギギギーーーー消費消費消費消費ですですですです。。。。石石石石油油油油でででですすすす。。。。3.2 トントントントン。。。。これがこれがこれがこれが二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの負荷負荷負荷負荷となってとなってとなってとなって環境環境環境環境中中中中にににに入入入入るるるる。。。。蓄蓄蓄蓄積積積積純増純増純増純増もももも非非非非常常常常にににに大大大大きいですがきいですがきいですがきいですが、、、、こんなにこんなにこんなにこんなにビビビビルをルをルをルをつつつつくりくりくりくり、、、、道路道路道路道路ををををつつつつくりくりくりくり、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをつつつつくったりするくったりするくったりするくったりする必要必要必要必要ががががほほほほんとうにあるのんとうにあるのんとうにあるのんとうにあるのかというようなことをかというようなことをかというようなことをかというようなことをややややっっっっぱぱぱぱりりりり立立立立ちちちちどまってどまってどまってどまって考考考考えるえるえるえる時時時時期期期期にににに来来来来ているんているんているんているんじゃじゃじゃじゃないかというようなこないかというようなこないかというようなこないかというようなことですとですとですとですねねねね。。。。そこでいくらそこでいくらそこでいくらそこでいくらリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルをををを回回回回してもしてもしてもしても、、、、ますますますますますますますます物物物物がががが増増増増えるえるえるえるだだだだけでけでけでけで、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルをををを回回回回すすすすからにはからにはからにはからには流流流流入入入入量量量量をををを減減減減らしていくというようなことでらしていくというようなことでらしていくというようなことでらしていくというようなことで社会設社会設社会設社会設計計計計をしていくということがをしていくということがをしていくということがをしていくということが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     これはこれはこれはこれは東京東京東京東京湾湾湾湾のののの流域流域流域流域圏圏圏圏、、、、千千千千葉葉葉葉、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川、、、、東京東京東京東京・・・・千千千千葉葉葉葉、、、、このこのこのこの首都首都首都首都圏圏圏圏でででで物物物物流流流流のバランスをとったのバランスをとったのバランスをとったのバランスをとった 1



 158

つつつつのののの例例例例がありますがありますがありますがあります。。。。これはこれはこれはこれは食食食食料料料料、、、、主主主主としてとしてとしてとして有有有有機物機物機物機物だだだだけなんですがけなんですがけなんですがけなんですが、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ見見見見てもてもてもても、、、、輸輸輸輸入物入物入物入物がいがいがいがいかにかにかにかに多多多多いかいかいかいかがわかりますがわかりますがわかりますがわかります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、外外外外からからからから、、、、域域域域外外外外からからからから持持持持ちちちち込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。全部全部全部全部こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが結結結結局局局局首首首首都都都都圏圏圏圏のののの中中中中にたまっていくんですにたまっていくんですにたまっていくんですにたまっていくんですねねねね。。。。窒窒窒窒素素素素、、、、リリリリンンンン、、、、ごごごごみというみというみというみという形形形形でででで。。。。そういうものそういうものそういうものそういうもののののの利用利用利用利用後後後後のののの廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物がたまっていってがたまっていってがたまっていってがたまっていって、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう処処処処分分分分するのかするのかするのかするのか。。。。ももももちちちちろんろんろんろん埋埋埋埋めめめめ立立立立てをしたりてをしたりてをしたりてをしたり、、、、焼焼焼焼却却却却をしたりをしたりをしたりをしたりですですですです。。。。結結結結構構構構ですがですがですがですが、、、、ほほほほんとうはんとうはんとうはんとうは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり域内域内域内域内でででで生生生生産産産産されるものをそのされるものをそのされるものをそのされるものをその地域地域地域地域でででで地地地地消消消消しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。それをどんどんそれをどんどんそれをどんどんそれをどんどん外外外外からからからから持持持持ちちちち込込込込んではんではんではんでは、、、、後後後後はははは後後後後始始始始末末末末をしろをしろをしろをしろ、、、、こんなこんなこんなこんな暮暮暮暮らしをしていてはらしをしていてはらしをしていてはらしをしていてはややややはりはりはりはり成成成成りりりり立立立立たないたないたないたないだだだだろうというようなことでありますろうというようなことでありますろうというようなことでありますろうというようなことであります。。。。これはこれからのこれはこれからのこれはこれからのこれはこれからの課課課課題題題題ですですですです。。。。     そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますがしになりますがしになりますがしになりますが、、、、物物物物ををををつつつつくるくるくるくる、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出るるるる、、、、排排排排水水水水がががが出出出出るるるる、、、、これをエこれをエこれをエこれをエンンンンドドドド・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ・オブ・パイプ、、、、出口出口出口出口でででで処処処処理理理理しまししまししまししましょょょょうううう、、、、これはこれはこれはこれは昔昔昔昔のののの発想発想発想発想ですですですです。。。。一方一方一方一方、、、、ククククリリリリーナープロダクーナープロダクーナープロダクーナープロダクションというションというションというションという非非非非常常常常にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな考考考考ええええ方方方方がありますがありますがありますがあります。。。。これはこれはこれはこれは UNEPやややや UNIDO などのなどのなどのなどの国連国連国連国連のののの機機機機関関関関がががが思思思思いいいいつつつついたんですがいたんですがいたんですがいたんですが、、、、原原原原料料料料がががが入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、製製製製品品品品がががが出出出出ていくていくていくていく、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは少少少少ないないないないこういうプロこういうプロこういうプロこういうプロセセセセスをスをスをスを考考考考えようということですえようということですえようということですえようということです。。。。しかししかししかししかし、、、、こんなプロこんなプロこんなプロこんなプロセセセセスができるくらいならもうスができるくらいならもうスができるくらいならもうスができるくらいならもうややややっていますよっていますよっていますよっていますよねねねね、、、、日日日日本本本本ではではではでは。。。。ですからですからですからですから、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう格格格格好好好好はいいけれどもはいいけれどもはいいけれどもはいいけれども、、、、実現実現実現実現不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら、、、、原原原原材材材材料料料料とととと製製製製品品品品というのはというのはというのはというのは必必必必ずずずず違違違違うものですからうものですからうものですからうものですから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは必必必必ずずずず発発発発生生生生するするするする。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうするのかというどうするのかというどうするのかというどうするのかというのがゼロエミッションののがゼロエミッションののがゼロエミッションののがゼロエミッションの発想発想発想発想ですですですです。。。。原原原原材材材材料料料料からからからから製製製製品品品品ををををつつつつくるくるくるくる。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はいくらはいくらはいくらはいくら出出出出てもいいてもいいてもいいてもいい。。。。そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは次次次次のプロのプロのプロのプロセセセセスがスがスがスが引引引引きききき受受受受けるけるけるける、、、、そしてそしてそしてそして製製製製品品品品をををを出出出出すすすす。。。。余余余余ったったったった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは次次次次のプロのプロのプロのプロセセセセスがスがスがスが引引引引きききき受受受受けるけるけるける。。。。こういうシステマこういうシステマこういうシステマこういうシステマチチチチックなックなックなックな物物物物のののの流流流流れをれをれをれを人人人人間間間間のののの活動活動活動活動圏圏圏圏のののの中中中中ににににつつつつくりくりくりくり出出出出そうというのがゼロエそうというのがゼロエそうというのがゼロエそうというのがゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの発想発想発想発想ですですですです。。。。1 つつつつのののの工場工場工場工場だだだだけでけでけでけで出口出口出口出口ののののごごごごみをみをみをみを出出出出さなけれさなけれさなけれさなければばばばゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、そそそそれはれはれはれはそれでもそれでもそれでもそれでもちちちちろんろんろんろん言言言言葉葉葉葉としてはとしてはとしてはとしては間違間違間違間違いではありませんがいではありませんがいではありませんがいではありませんが、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの考考考考ええええ方方方方はこういうはこういうはこういうはこういう考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づいておりますづいておりますづいておりますづいております。。。。 

  それはそれはそれはそれは、、、、とりもなおさずとりもなおさずとりもなおさずとりもなおさず、、、、自自自自然然然然のののの生態系生態系生態系生態系でのでのでのでの物物物物質質質質循環循環循環循環にににに学学学学ぶぶぶぶということでありましてということでありましてということでありましてということでありまして、、、、空空空空気気気気中中中中のののの二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを植植植植物物物物がががが光光光光合成合成合成合成によってによってによってによって固固固固定定定定するするするする、、、、そしてそれがそしてそれがそしてそれがそしてそれが動動動動物物物物によってによってによってによって食食食食されるされるされるされる、、、、そしてそしてそしてそして動動動動物物物物のののの糞糞糞糞、、、、植植植植物物物物のののの枯枯枯枯れれれれ葉葉葉葉、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが土壌土壌土壌土壌微微微微生物生物生物生物によってまたによってまたによってまたによってまた栄栄栄栄養養養養塩塩塩塩としてとしてとしてとして循環循環循環循環されるされるされるされる、、、、こうこうこうこういういういういう仕仕仕仕組組組組みですみですみですみですねねねね。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、生生生生産産産産者者者者とととと消費者消費者消費者消費者とととと分分分分解解解解者者者者がががが 1つつつつのネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク化化化化をしてをしてをしてをして、、、、そのそのそのその中中中中ででででバランスのとれたバランスのとれたバランスのとれたバランスのとれたシステムをシステムをシステムをシステムを構築構築構築構築しているしているしているしている。。。。生態系生態系生態系生態系、、、、エエエエココココシステシステシステシステムというのはムというのはムというのはムというのは、、、、まさにそういうまさにそういうまさにそういうまさにそういうシステムがシステムがシステムがシステムが成成成成りりりり立立立立ってってってって機機機機能能能能のののの分分分分担担担担をしているからエをしているからエをしているからエをしているからエココココシステムとシステムとシステムとシステムと呼呼呼呼ぶぶぶぶわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、そのそのそのその自自自自然然然然生態系生態系生態系生態系というのはというのはというのはというのは、、、、生生生生産産産産というものはどういうというものはどういうというものはどういうというものはどういうふふふふうにしているかというとうにしているかというとうにしているかというとうにしているかというと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり種種種種のののの維維維維持持持持のためにのためにのためにのために必要必要必要必要だだだだからしているわけですからしているわけですからしているわけですからしているわけです。。。。ところがところがところがところが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成成成成長指向長指向長指向長指向型型型型のパのパのパのパラダイムではラダイムではラダイムではラダイムでは、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産、、、、見見見見込込込込みみみみ販販販販売売売売、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに必要必要必要必要かどうかなんていうことはかどうかなんていうことはかどうかなんていうことはかどうかなんていうことは考考考考えずにえずにえずにえずに、、、、ともかくともかくともかくともかく売売売売れれれれれれれればばばばいいいいいいいい、、、、目目目目のののの前前前前からからからから売売売売れてなくなれれてなくなれれてなくなれれてなくなればばばばいいといういいといういいといういいという生生生生産産産産をしているをしているをしているをしている。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、これをこれをこれをこれをどうどうどうどう改改改改めるかめるかめるかめるか。。。。自自自自然然然然生態系生態系生態系生態系にににに学学学学ぶぶぶぶとすれとすれとすれとすればばばば、、、、ややややはりはりはりはり必要必要必要必要にににに応応応応じじじじたたたた生生生生産産産産をしていくということですをしていくということですをしていくということですをしていくということです。。。。我我我我々々々々だだだだってってってって、、、、携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話はあれはあれはあれはあればばばばいいにいいにいいにいいに越越越越したことはないしたことはないしたことはないしたことはない。。。。ももももちちちちろんろんろんろん私私私私もももも使使使使っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、だだだだからからからからといってといってといってといって、、、、3 カカカカ月月月月にににに一一一一遍遍遍遍新製新製新製新製品品品品をををを、、、、それはそれはそれはそれは消費者消費者消費者消費者のニーズであるからといってのニーズであるからといってのニーズであるからといってのニーズであるからといってつつつつくりくりくりくり出出出出してしてしてして、、、、市市市市場場場場ににににばばばばらまいてらまいてらまいてらまいて、、、、半半半半分分分分もももも売売売売れないでれないでれないでれないでごごごごみにみにみにみに回回回回るるるる。。。。こんなものをこんなものをこんなものをこんなものを許許許許していていいのかというようなしていていいのかというようなしていていいのかというようなしていていいのかというような問問問問題題題題もありますもありますもありますもあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エエエエココココシステムではシステムではシステムではシステムでは生生生生産産産産・・・・消費消費消費消費・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄というようなものがというようなものがというようなものがというようなものが 1つつつつのののの生生生生活活活活圏圏圏圏のののの中中中中でででで行行行行われているわれているわれているわれている。。。。成成成成長指向長指向長指向長指向パラダイムでパラダイムでパラダイムでパラダイムではともかくはともかくはともかくはともかく広広広広域域域域にににに、、、、明明明明太子太子太子太子のののの原原原原料料料料のののの８８８８００００％％％％以以以以上上上上はははは遠遠遠遠いいいい国国国国からからからから運運運運ばばばばれていますれていますれていますれています。。。。ともかくともかくともかくともかく大大大大量量量量にににに地球地球地球地球上上上上をををを物物物物がががが移移移移動動動動するするするする。。。。九州九州九州九州でででで使使使使ったったったったややややはりはりはりはり色色色色々々々々ななななものをものをものをものを地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消・・・・地地地地処処処処理理理理、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの処処処処理理理理というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるがあるがあるがあるだだだだろうといろうといろうといろうというようなことがあるわけでありますうようなことがあるわけでありますうようなことがあるわけでありますうようなことがあるわけであります。。。。 
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我我我我がががが国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、いろんないろんないろんないろんな資源資源資源資源循環循環循環循環のののの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも生生生生まれてきておりますまれてきておりますまれてきておりますまれてきております。。。。今日今日今日今日はははは、、、、自動自動自動自動車車車車といといといということでうことでうことでうことで、、、、私私私私はははは自動自動自動自動車車車車のののの専専専専門門門門家家家家ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、ともかくともかくともかくともかく世世世世のののの中中中中にににに登登登登録録録録されているされているされているされている普通自動普通自動普通自動普通自動車車車車というものはというものはというものはというものは、、、、1960 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから増増増増ええええ続続続続けけけけ、、、、今今今今、、、、四四四四千千千千何何何何百百百百万万万万台台台台かがかがかがかが登登登登録録録録されているそうですされているそうですされているそうですされているそうです。。。。1億億億億 2,000 万万万万のののの人口人口人口人口でででで普通自動普通自動普通自動普通自動車車車車がこれがこれがこれがこれですですですです。。。。ももももちちちちろんそのろんそのろんそのろんそのほほほほかにかにかにかに軽軽軽軽自動自動自動自動車車車車のののの数数数数がががが今今今今増増増増えているえているえているえている。。。。このこのこのこのほほほほかかかかにトラックがにトラックがにトラックがにトラックが 2,000 万万万万台台台台、、、、バスとかそういうものがあるバスとかそういうものがあるバスとかそういうものがあるバスとかそういうものがある。。。。これこれこれこれだだだだけのけのけのけの車車車車があってがあってがあってがあって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどんつつつつくってくってくってくって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん数数数数がががが増増増増えていくわけがないえていくわけがないえていくわけがないえていくわけがない。。。。さっきさっきさっきさっき申申申申しししし上上上上げげげげたようにたようにたようにたように、、、、日日日日本本本本のののの国国国国土土土土もももも有有有有限限限限ですですですですねねねね。。。。そのそのそのその中中中中でででで一体一体一体一体どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。一方一方一方一方においてにおいてにおいてにおいて、、、、生生生生産産産産台台台台数数数数はトはトはトはトヨヨヨヨタがタがタがタが筆筆筆筆頭頭頭頭でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、乗乗乗乗用用用用車車車車にににに関関関関していえしていえしていえしていえばばばば 400万万万万台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらいつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。日日日日産産産産がががが 100万万万万台台台台、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで、、、、トータトータトータトータルでルでルでルで 950万万万万台台台台。。。。これこれこれこれだだだだけけけけつつつつくってくってくってくって、、、、マーマーマーマーケケケケットはもうットはもうットはもうットはもう飽飽飽飽和和和和してしてしてしているわけですからいるわけですからいるわけですからいるわけですから、、、、何何何何がががが起起起起こるかこるかこるかこるかというとというとというとというと、、、、つつつつくったくったくったくった分分分分だだだだけけけけ廃車廃車廃車廃車になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです、、、、理理理理想的想的想的想的にににに言言言言ええええばばばば。。。。それをそれをそれをそれを一体一体一体一体どうどうどうどうするのするのするのするのかかかか。。。。これこれこれこれだだだだけのけのけのけの廃車廃車廃車廃車をををを毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年私私私私たたたたちちちちはははは背背背背負負負負わされていくことになりますわされていくことになりますわされていくことになりますわされていくことになります。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄自動自動自動自動車車車車にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた業界業界業界業界ではではではでは大大大大変変変変ななななごごごご苦苦苦苦労労労労をなさっているわけですをなさっているわけですをなさっているわけですをなさっているわけです。。。。現現現現在在在在はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな解解解解体体体体をしてをしてをしてをして、、、、シシシシュレュレュレュレッダーにかけるッダーにかけるッダーにかけるッダーにかける。。。。シシシシュレュレュレュレッダーのダストをどうするかッダーのダストをどうするかッダーのダストをどうするかッダーのダストをどうするか。。。。そのそのそのその後後後後どうするどうするどうするどうする。。。。このこのこのこの辺辺辺辺をまたこをまたこをまたこをまたこれからどうれからどうれからどうれからどう改改改改善善善善していくかというようなことをしていくかというようなことをしていくかというようなことをしていくかというようなことを自動自動自動自動車工車工車工車工業会業会業会業会なんかでなんかでなんかでなんかで大大大大変変変変ごごごご苦苦苦苦労労労労されているわけされているわけされているわけされているわけですですですです。。。。 せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは、、、、さっきのパラダイム・シフトをさっきのパラダイム・シフトをさっきのパラダイム・シフトをさっきのパラダイム・シフトを車車車車にににに当当当当てはめてみるとどういてはめてみるとどういてはめてみるとどういてはめてみるとどういうことになるかうことになるかうことになるかうことになるか、、、、何何何何をををを期待期待期待期待したいかというようなことをしたいかというようなことをしたいかというようなことをしたいかというようなことを、、、、まことにまことにまことにまことに勝勝勝勝手手手手ですがですがですがですが、、、、申申申申しししし上上上上げげげげてててて結結結結論論論論がわりにしたいんですががわりにしたいんですががわりにしたいんですががわりにしたいんですが、、、、新新新新車車車車製製製製造造造造、、、、短短短短寿寿寿寿命命命命、、、、ともかくともかくともかくともかくつつつつくってくってくってくって、、、、早早早早くくくく買買買買いかえてくれれいかえてくれれいかえてくれれいかえてくれればばばばいいいいいいいい。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもうややややめましめましめましめましょょょょうようようようよ。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。ライフタイムサーライフタイムサーライフタイムサーライフタイムサービビビビスをするスをするスをするスをする。。。。人人人人、、、、一一一一生生生生がががが使使使使うううう車車車車ですですですです。。。。車車車車のライフタイムのライフタイムのライフタイムのライフタイム、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的にこれをにこれをにこれをにこれを長長長長くしてくしてくしてくして、、、、そのそのそのその間間間間徹底徹底徹底徹底的的的的ににににベベベベストのストのストのストの状状状状態態態態でででで使使使使えるえるえるえるようなサーようなサーようなサーようなサービビビビスをしてスをしてスをしてスをしてほほほほしいしいしいしい。。。。物物物物をををを買買買買わなくてもわなくてもわなくてもわなくても、、、、車車車車のサーのサーのサーのサービビビビスをスをスをスを買買買買いたいいたいいたいいたい。。。。非非非非常常常常にににに言言言言いにくいいにくいいにくいいにくいののののですがですがですがですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、つつつつくってくってくってくって、、、、新新新新しいしいしいしい、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと目目目目先先先先をををを変変変変えるようなえるようなえるようなえるような車車車車ををををつつつつくってくってくってくって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん売売売売ってってってって、、、、販販販販売売売売会社会社会社会社からなくなれからなくなれからなくなれからなくなればばばばそれでそれでそれでそれで終終終終わりわりわりわり、、、、こういうこういうこういうこういう発想発想発想発想ははははややややめてめてめてめていたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。売売売売ったもったもったもったものはのはのはのは徹底徹底徹底徹底的的的的にそれにサーにそれにサーにそれにサーにそれにサービビビビスをスをスをスをつつつつけてけてけてけて追追追追跡跡跡跡していくしていくしていくしていく。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、売売売売らなくてもいいんですらなくてもいいんですらなくてもいいんですらなくてもいいんですねねねね。。。。レレレレンタルンタルンタルンタル・・・・リリリリースでいいんですースでいいんですースでいいんですースでいいんです。。。。車車車車はははは所所所所有有有有しなくてもいいしなくてもいいしなくてもいいしなくてもいい。。。。レレレレンタルンタルンタルンタル・・・・リリリリースでースでースでースで、、、、ともかくともかくともかくともかく使使使使ええええるるるる。。。。いいいいつつつつもももも最上最上最上最上ののののレベレベレベレベルのルのルのルの状状状状態態態態でででで使使使使えるようにしてくれれえるようにしてくれれえるようにしてくれれえるようにしてくれればばばばいいいいいいいい、、、、そういうようなことがそういうようなことがそういうようなことがそういうようなことが車車車車メメメメーーーーカカカカーにーにーにーにぜひぜひぜひぜひ私私私私はおはおはおはお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産もももも適適適適量量量量生生生生産産産産になっていきまになっていきまになっていきまになっていきますしすしすしすし、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性がががが高高高高まっていくことにもなりますしまっていくことにもなりますしまっていくことにもなりますしまっていくことにもなりますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、求求求求めるめるめるめる性能性能性能性能はははは、、、、豪華絢爛豪華絢爛豪華絢爛豪華絢爛、、、、高高高高性能性能性能性能ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、環境性能環境性能環境性能環境性能、、、、知知知知性性性性をををを満満満満足足足足させるようなさせるようなさせるようなさせるような車車車車ををををぜひぜひぜひぜひつつつつくくくくっていたっていたっていたっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。これはこれはこれはこれは同同同同じじじじことをことをことをことを、、、、消費者消費者消費者消費者のののの側側側側もももも認識認識認識認識をををを変変変変えなくてはいけないということえなくてはいけないということえなくてはいけないということえなくてはいけないということですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、排排排排ガガガガスススス対策対策対策対策もももも、、、、カカカカーーーーボボボボン・ニン・ニン・ニン・ニュュュュートラルートラルートラルートラル等等等等々々々々というようなことになるのかなということですというようなことになるのかなということですというようなことになるのかなということですというようなことになるのかなということです。。。。 何何何何しろしろしろしろ日日日日本本本本のののの問問問問題題題題はははは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか新新新新しいことにしいことにしいことにしいことに改革改革改革改革ができないができないができないができない。。。。口口口口先先先先ばばばばかりでかりでかりでかりで改革改革改革改革がががが実実実実行行行行できなできなできなできないいいい。。。。先先先先送送送送りりりり中中中中毒毒毒毒、、、、前例前例前例前例依依依依存存存存とかとかとかとか、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような日日日日本本本本病病病病というのがあるのというのがあるのというのがあるのというのがあるのだだだだそうでそうでそうでそうですすすす。。。。北九州市北九州市北九州市北九州市をををを拝拝拝拝見見見見するとするとするとすると、、、、こういうこういうこういうこういう日日日日本本本本病病病病というのはあまりないんですというのはあまりないんですというのはあまりないんですというのはあまりないんですねねねね。。。。非非非非常常常常にににに積極的積極的積極的積極的にににに新新新新しいことをおしいことをおしいことをおしいことをおややややりになってりになってりになってりになって、、、、活性化活性化活性化活性化をされているをされているをされているをされている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ややややはりここははりここははりここははりここは北九州北九州北九州北九州にににに価値価値価値価値のののの創造創造創造創造、、、、日日日日本本本本全全全全体体体体にににに向向向向けてけてけてけて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは世世世世界界界界にににに向向向向けてけてけてけて新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値のののの創造創造創造創造をををを発発発発信信信信していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。北九州北九州北九州北九州ででででつつつつくられくられくられくられるるるる車車車車はははは、、、、ほほほほかのところでかのところでかのところでかのところでつつつつくられるくられるくられるくられる車車車車とはとはとはとは違違違違うんうんうんうんだだだだというようなこともはっきりとというようなこともはっきりとというようなこともはっきりとというようなこともはっきりと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは使使使使われわれわれわれ方方方方がががが違違違違うんうんうんうんだだだだというというというというぐぐぐぐらいのことができるとらいのことができるとらいのことができるとらいのことができると大大大大変変変変すすすすばばばばらしいのではないかとらしいのではないかとらしいのではないかとらしいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 時時時時間間間間のののの関係関係関係関係もあってもあってもあってもあって、、、、大大大大変変変変大大大大急急急急ぎぎぎぎででででおおおお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性にににに向向向向けたけたけたけた我我我我々々々々のののの
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生生生生きききき方方方方、、、、パラダイムをパラダイムをパラダイムをパラダイムを変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、このときのこのときのこのときのこのときの基本基本基本基本にあるのがゼロエミッションにあるのがゼロエミッションにあるのがゼロエミッションにあるのがゼロエミッションのののの考考考考ええええ方方方方であるであるであるである、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうにごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、時時時時間間間間になりまになりまになりまになりましたのでしたのでしたのでしたので、、、、終了終了終了終了いたしますいたしますいたしますいたします。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、貴重貴重貴重貴重ななななごごごご講演講演講演講演をどうもありがとうをどうもありがとうをどうもありがとうをどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの準準準準備備備備ががががごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションはッションはッションはッションは 2時時時時 35 分分分分からからからから始始始始めめめめさせさせさせさせていたていたていたていただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれまでにまでにまでにまでに席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りいたりいたりいたりいただだだだききききますようますようますようますよう、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 （（（（会会会会場場場場準準準準備備備備）））） 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、準準準準備備備備がががが整整整整ったようでったようでったようでったようでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、これからのこれからのこれからのこれからの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「“クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくり”をををを通通通通ししししてててて環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい“モノづくりモノづくりモノづくりモノづくり”をををを考考考考えるえるえるえる」」」」ということをテーマといたしましてということをテーマといたしましてということをテーマといたしましてということをテーマといたしまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッッッッションをションをションをションを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションにごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだくくくく皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。 

  皆皆皆皆様様様様にににに向向向向かってかってかってかって左左左左側側側側からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車株式車株式車株式車株式会社環境会社環境会社環境会社環境部部部部担当担当担当担当部長部長部長部長のののの川口川口川口川口隆守隆守隆守隆守様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人産業技術産業技術産業技術産業技術総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所九州九州九州九州セセセセンターンターンターンター実環境実環境実環境実環境計計計計測測測測・・・・診断診断診断診断研究研究研究研究ララララボボボボ長長長長のののの坂坂坂坂本本本本満満満満様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル株式株式株式株式会社会社会社会社代表取代表取代表取代表取締役締役締役締役社社社社長長長長のののの関和関和関和関和己己己己様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学北九州市立大学経済学部部部部助助助助教授教授教授教授のののの城城城城戸宏戸宏戸宏戸宏史史史史様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの進進進進行行行行をををを務務務務めていためていためていためていただだだだきますきますきますきますココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、国国国国際連合大学際連合大学際連合大学際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安安安安井井井井至至至至様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州ににににごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッションですがですがですがですが、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、クルマづくりクルマづくりクルマづくりクルマづくりをををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいモノづくりをしいモノづくりをしいモノづくりをしいモノづくりを考考考考えてみませんかということでえてみませんかということでえてみませんかということでえてみませんかということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。進進進進めめめめ方方方方ですがですがですがですが、、、、普通普通普通普通のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションとッションとッションとッションと同同同同じじじじででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、順順順順番番番番にににに、、、、若干若干若干若干のののの時時時時間間間間ずずずずつごつごつごつご発発発発表表表表いたいたいたいただだだだききききますますますます。。。。終終終終わりましたわりましたわりましたわりましたらららら、、、、ごごごご発言発言発言発言のののの中中中中でのでのでのでの質問質問質問質問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきききき、、、、それからフロアにおそれからフロアにおそれからフロアにおそれからフロアにお願願願願いをしていをしていをしていをして、、、、何何何何かかかか質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばば出出出出していたしていたしていたしていただだだだくといったくといったくといったくといった形形形形でででで進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。時時時時間間間間もももも限限限限られられられられておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、早速早速早速早速ですがですがですがですが、、、、進進進進行行行行してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最初初初初にににに、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの川口様川口様川口様川口様ののののほほほほうからうからうからうからごごごご発発発発表表表表をおをおをおをお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 川口部長川口部長川口部長川口部長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車環境環境環境環境部部部部のののの川口川口川口川口ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北九州北九州北九州北九州にににに参画参画参画参画させていたさせていたさせていたさせていただだだだきききき、、、、大大大大変変変変優優優優れれれれたたたた環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進推進推進推進されているされているされているされている皆皆皆皆様様様様のののの前前前前でででで私私私私どものどものどものどもの環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介するというのはするというのはするというのはするというのは大大大大変変変変光光光光栄栄栄栄でありでありでありであり、、、、またまたまたまた大大大大変変変変緊緊緊緊張張張張もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。 それではトそれではトそれではトそれではトヨヨヨヨタのタのタのタの環境経環境経環境経環境経営営営営ににににつつつついていていていてごごごご説説説説明明明明しますしますしますします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みというのはみというのはみというのはみというのは、、、、弊弊弊弊社社社社トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車単単単単体体体体だだだだけではけではけではけではごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの事業事業事業事業概概概概要要要要をををを簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、今今今今、、、、生生生生産産産産拠点拠点拠点拠点がががが世世世世界界界界でででで 180 以以以以上上上上、、、、販販販販売売売売事業事業事業事業ににににつつつついていていていて
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はははは 170 国以国以国以国以上上上上ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、業業業業種種種種ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、自動自動自動自動車車車車のののの製製製製造造造造、、、、販販販販売売売売、、、、研究研究研究研究だだだだけではけではけではけではなくてなくてなくてなくて、、、、住住住住宅宅宅宅をををを初初初初めめめめ、、、、物物物物流流流流、、、、航航航航空空空空、、、、金融金融金融金融関係等関係等関係等関係等、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな事業事業事業事業にににに展開展開展開展開しておりますしておりますしておりますしております。。。。環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みというのはトみというのはトみというのはトみというのはトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、こういったこういったこういったこういった全世全世全世全世界界界界のののの連連連連結結結結会社会社会社会社とととと一一一一緒緒緒緒ににににややややっていかっていかっていかっていかなけれなけれなけれなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。 

  自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる環境環境環境環境問問問問題題題題ということでということでということでということで、、、、ききききょょょょうのうのうのうの基調基調基調基調講演講演講演講演のののの中中中中でもでもでもでもごごごござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、自動自動自動自動車車車車ににににつつつつきましてはさまきましてはさまきましてはさまきましてはさまざざざざまなまなまなまな段段段段階階階階、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち生生生生産産産産、、、、使使使使用用用用、、、、廃廃廃廃棄棄棄棄においてにおいてにおいてにおいて環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響がががが出出出出ててててごごごござざざざいますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、生生生生産産産産段段段段階階階階ですとですとですとですと、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染、、、、水水水水質質質質汚汚汚汚濁濁濁濁、、、、資源資源資源資源枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷物物物物質質質質排排排排出出出出、、、、そしてそしてそしてそして土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染、、、、またまたまたまた使使使使用用用用段段段段階階階階ににににつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染、、、、そしてそしてそしてそして、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄のののの段段段段階階階階ですとですとですとですと、、、、自動自動自動自動車車車車ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環をさらにをさらにをさらにをさらに活性化活性化活性化活性化していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない、、、、そういそういそういそういったったったった課課課課題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演ででででごごごござざざざいましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、地球地球地球地球のののの規規規規模模模模というのはというのはというのはというのは限限限限られてられてられてられてごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、世世世世界界界界のののの人口人口人口人口はははは 2050 年年年年にににに向向向向けてさらにけてさらにけてさらにけてさらに増増増増加加加加するするするする傾傾傾傾向向向向ですですですです。。。。このこのこのこの状況状況状況状況でででで、、、、自動自動自動自動車車車車のののの普及率普及率普及率普及率がががが現現現現在在在在のののの 13％％％％ののののままですとままですとままですとままですと、、、、11.6 億億億億台台台台、、、、普及率普及率普及率普及率がががが上上上上がりますとさらにがりますとさらにがりますとさらにがりますとさらに多多多多くのくのくのくの車車車車がががが地球地球地球地球上上上上でででで走走走走るということになりまするということになりまするということになりまするということになります。。。。ここでここでここでここで申申申申しししし上上上上げげげげたいのはたいのはたいのはたいのは環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みをしっかりみをしっかりみをしっかりみをしっかりややややらなけれらなけれらなけれらなければばばば企企企企業業業業のののの存存存存続続続続ができないということですができないということですができないということですができないということです。。。。 

  そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、弊弊弊弊社社社社トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、グローバルにグローバルにグローバルにグローバルに連連連連結結結結環境環境環境環境マネジマネジマネジマネジメメメメントをントをントをントを展開展開展開展開していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで、「、「、「、「トトトトヨヨヨヨタタタタ地球環境地球環境地球環境地球環境憲憲憲憲章章章章」」」」をををを制定制定制定制定しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは「「「「トトトトヨヨヨヨタタタタ基本基本基本基本理念理念理念理念」」」」にににに基基基基づきづきづきづき制定制定制定制定されされされされ、、、、環境環境環境環境マネジマネジマネジマネジメメメメントのントのントのントの基本的基本的基本的基本的なななな方方方方針針針針をうたったものですをうたったものですをうたったものですをうたったものです。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境憲憲憲憲章章章章のののの中中中中ににににうたわれているうたわれているうたわれているうたわれている内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、4 つつつつのののの項項項項目目目目がありますがありますがありますがあります。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな 21 世世世世紀紀紀紀社会社会社会社会へへへへのののの貢献貢献貢献貢献、、、、環境技術環境技術環境技術環境技術のののの追追追追求求求求、、、、自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会とのとのとのとの連連連連携携携携・・・・協力協力協力協力ですですですです。。。。このこのこのこの地球環境地球環境地球環境地球環境憲憲憲憲章章章章にににに基基基基づきづきづきづき、、、、中中中中期期期期環境環境環境環境取組取組取組取組プランをプランをプランをプランを制定制定制定制定しししし、、、、中中中中期期期期目目目目標標標標にににに基基基基づくづくづくづく、、、、具具具具体的体的体的体的なななな取組取組取組取組をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。現現現現在在在在、、、、第第第第 4 次次次次取取取取りりりり組組組組みプランということでみプランということでみプランということでみプランということで、、、、2010 年年年年をををを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみ中中中中ですですですです。。。。環境環境環境環境のマネジのマネジのマネジのマネジメメメメントントントント、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷物物物物質質質質、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会とのとのとのとの連連連連携携携携のののの各分野各分野各分野各分野ににににつつつつきましてきましてきましてきまして全全全全 22 項項項項目目目目がうたわれていますがうたわれていますがうたわれていますがうたわれています。。。。更更更更にににに中中中中期期期期プランにプランにプランにプランに基基基基づきづきづきづき年度方年度方年度方年度方針針針針をををを設設設設定定定定しししし、、、、そのそのそのその結結結結果果果果をフォロをフォロをフォロをフォローするというようなことをーするというようなことをーするというようなことをーするというようなことを環境環境環境環境マネジマネジマネジマネジメメメメントシステムのもとにントシステムのもとにントシステムのもとにントシステムのもとに全全全全職職職職場場場場でででで展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。 

  このようなこのようなこのようなこのような環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを全世全世全世全世界界界界でででで展開展開展開展開するにはするにはするにはするには、、、、日日日日本本本本だだだだけのけのけのけの体体体体制制制制ではではではでは不不不不十十十十分分分分でででで、、、、欧欧欧欧州州州州、、、、そそそそしてしてしてして北北北北米米米米等等等等、、、、世世世世界各地域界各地域界各地域界各地域でのでのでのでの自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進いくことがいくことがいくことがいくことが重要重要重要重要ですですですです。。。。 

  環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの範範範範囲囲囲囲のののの拡大拡大拡大拡大というというというという点点点点ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、冒頭冒頭冒頭冒頭ののののほほほほうでうでうでうで申申申申しししし上上上上げげげげましたようにトましたようにトましたようにトましたようにトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、生生生生産産産産・・・・非非非非生生生生産産産産のののの連連連連結結結結のののの子子子子会社会社会社会社、、、、またまたまたまた、、、、連連連連結結結結ではないがではないがではないがではないが、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの製製製製品品品品ををををつつつつくっているくっているくっているくっている会社会社会社会社、、、、更更更更にににに孫孫孫孫会社会社会社会社をををを含含含含めためためためた環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みをするのはみをするのはみをするのはみをするのは当然当然当然当然ですがですがですがですが、、、、さらにおさらにおさらにおさらにお取取取取引引引引ささささまをまをまをまを含含含含めめめめ、、、、環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強化強化強化強化、、、、充充充充実実実実していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要ですですですです。。。。 

  そのそのそのそのようなようなようなような中中中中でででで、、、、おおおお取取取取引引引引様様様様へへへへのののの展開展開展開展開ということでということでということでということで、「、「、「、「TOYOTA ググググリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達ガガガガイイイイドドドドラインラインラインライン」」」」をををを発発発発行行行行しておりますしておりますしておりますしております。。。。99 年年年年 3 月月月月、、、、最最最最初初初初をををを発発発発行行行行しししし、、、、今今今今年年年年 3 月月月月にににに改改改改訂訂訂訂いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。改改改改訂訂訂訂したしたしたした内容内容内容内容ととととしましてはしましてはしましてはしましては、、、、環境環境環境環境だだだだけのけのけのけの取取取取りりりり組組組組みではなくてみではなくてみではなくてみではなくて、、、、最最最最近近近近注注注注目目目目されていますされていますされていますされています CSR、、、、社会社会社会社会面面面面のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお取取取取引引引引様様様様のののの事業活動事業活動事業活動事業活動にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる環境環境環境環境取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして物物物物流流流流にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる CO2 排排排排出出出出量量量量、、、、ああああるいはるいはるいはるいは梱梱梱梱包包包包・・・・包包包包装装装装資資資資材材材材のののの低減低減低減低減をそのをそのをそのをそのガガガガイイイイドドドドラインにラインにラインにラインに追追追追加加加加させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  次次次次にににに、、、、製製製製品品品品、、、、生生生生産産産産、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、分野分野分野分野ごごごごとにとにとにとに環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  製製製製品品品品環境環境環境環境としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、世世世世界界界界トップクラスのトップクラスのトップクラスのトップクラスの環境技術環境技術環境技術環境技術のということでのということでのということでのということで、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの商商商商品品品品・・・・技術開技術開技術開技術開発発発発ビビビビジョンをここにジョンをここにジョンをここにジョンをここに示示示示しましたしましたしましたしました。。。。自動自動自動自動車車車車ののののポポポポジテジテジテジティィィィブ・インパクトはブ・インパクトはブ・インパクトはブ・インパクトは、、、、自動自動自動自動車車車車をおをおをおをお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだくくくく
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なかでなかでなかでなかで、、、、楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、喜喜喜喜びびびび、、、、感感感感動動動動、、、、快快快快適適適適さをおさをおさをおさをお客客客客様様様様にににに提提提提供供供供するということとするということとするということとするということと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。それをさそれをさそれをさそれをさらにらにらにらに拡大拡大拡大拡大、、、、ママママキキキキシマイズするというシマイズするというシマイズするというシマイズするという一方一方一方一方でででで、、、、自動自動自動自動車車車車がががが持持持持つつつつ、、、、大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染、、、、CO2、、、、資源資源資源資源枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、交交交交通事通事通事通事故故故故、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは渋渋渋渋滞滞滞滞といったネといったネといったネといったネガガガガテテテティィィィブなブなブなブな面面面面をいかにゼロにしていをいかにゼロにしていをいかにゼロにしていをいかにゼロにしてい こうかというのがこうかというのがこうかというのがこうかというのが製製製製品品品品環境環境環境環境のののの本本本本来来来来のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  取組取組取組取組みのみのみのみのひひひひととととつつつつにににに、、、、燃燃燃燃費費費費のののの向上向上向上向上がありますがありますがありますがあります。。。。2010 年年年年燃燃燃燃費費費費基基基基準準準準ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、幸幸幸幸いいいい、、、、弊弊弊弊社社社社ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、各各各各重重重重量区量区量区量区分分分分におきましてにおきましてにおきましてにおきまして目目目目標標標標をををを既既既既にににに達達達達成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの燃燃燃燃料技術料技術料技術料技術、、、、電電電電池池池池技術技術技術技術というというというという点点点点ではではではでは、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの FC スタックのスタックのスタックのスタックの技術技術技術技術をををを、、、、乗乗乗乗用用用用車車車車、、、、バスバスバスバス、、、、そしてそしてそしてそして家家家家庭用庭用庭用庭用のののの FC ココココジェネシステムジェネシステムジェネシステムジェネシステム等等等等にににに、、、、今今今今展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。 

  究極究極究極究極のエのエのエのエコカコカコカコカーというのをーというのをーというのをーというのを私私私私どもはどもはどもはどもは目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。究極究極究極究極のエのエのエのエコカコカコカコカーをーをーをーを目指目指目指目指すすすす課課課課題題題題としてはとしてはとしてはとしては
CO2削減削減削減削減、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー対対対対応応応応、、、、そしてそしてそしてそして大大大大気気気気汚染汚染汚染汚染防止防止防止防止がありますがありますがありますがあります。。。。たたたただだだだ、、、、究極究極究極究極のエのエのエのエコカコカコカコカーというのはーというのはーというのはーというのは必必必必ずしもずしもずしもずしも 1つつつつのエンジンのエンジンのエンジンのエンジンだだだだけでそれをけでそれをけでそれをけでそれを追追追追求求求求していくということではありませんしていくということではありませんしていくということではありませんしていくということではありません。。。。代代代代替燃替燃替燃替燃料料料料エンジエンジエンジエンジンンンン、、、、ディディディディーゼルエンジンーゼルエンジンーゼルエンジンーゼルエンジン、、、、ガガガガソソソソリリリリンエンジンンエンジンンエンジンンエンジン、、、、そしてそしてそしてそして電気電気電気電気エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのエンジンにれのエンジンにれのエンジンにれのエンジンにつつつついていていていて、、、、ハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドド技術技術技術技術をををを併併併併用用用用しししし、、、、いろんないろんないろんないろんな対策対策対策対策技術技術技術技術をををを織織織織りりりり込込込込みみみみ、、、、究極究極究極究極のエのエのエのエコカコカコカコカーをーをーをーをねねねねらっていらっていらっていらっていこうということですこうということですこうということですこうということです。。。。こういったこういったこういったこういった車車車車をををを、、、、地域特性地域特性地域特性地域特性がいろいろあるなかがいろいろあるなかがいろいろあるなかがいろいろあるなか、、、、適適適適時時時時、、、、適適適適地地地地にににに、、、、そしてそしてそしてそして適適適適切切切切なななな車車車車をおをおをおをお客客客客様様様様のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに応応応応じじじじてててて提提提提供供供供していこというのがしていこというのがしていこというのがしていこというのが私私私私どものどものどものどもの方方方方針針針針ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、生生生生産環境産環境産環境産環境ににににつつつついていたしますいていたしますいていたしますいていたします。。。。2010 年度年度年度年度のののの生生生生産分野産分野産分野産分野削減削減削減削減目目目目標標標標をををを、、、、CO2、、、、資源有効活用資源有効活用資源有効活用資源有効活用、、、、水水水水使使使使用用用用量低減量低減量低減量低減、、、、PRTR 排排排排出出出出削減削減削減削減、、、、VOC のののの低減低減低減低減ににににつつつついていていていて設設設設定定定定していますしていますしていますしています。。。。地域地域地域地域毎毎毎毎、、、、あるあるあるあるいはいはいはいはトトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車単単単単体体体体ににににつつつついてさまいてさまいてさまいてさまざざざざまなまなまなまな目目目目標標標標をををを設設設設定定定定していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの中中中中、、、、グローバルでグローバルでグローバルでグローバルで売売売売上高上高上高上高当当当当たりのたりのたりのたりの排排排排出出出出量量量量をををを 2001 年度年度年度年度比比比比 20％％％％減減減減というというというという目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは全世全世全世全世界界界界、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの連連連連結結結結会会会会社一社一社一社一緒緒緒緒になってになってになってになって努努努努力力力力しないとしないとしないとしないと達達達達成成成成できないできないできないできない目目目目標標標標ですですですです。。。。 

  現現現現在在在在までのグローバルのまでのグローバルのまでのグローバルのまでのグローバルの CO2 のののの排排排排出出出出量量量量推推推推移移移移ですがですがですがですが、、、、生生生生産産産産台台台台数数数数がかなりがかなりがかなりがかなり伸伸伸伸びておりびておりびておりびており、、、、総総総総量量量量でででで見見見見るるるるとととと若干若干若干若干増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、売売売売上高上高上高上高当当当当たりのたりのたりのたりの CO2 はははは、、、、年年年年々々々々確確確確実実実実にににに低減低減低減低減していますしていますしていますしています。。。。CO2 のののの排排排排出出出出量量量量のののの低減低減低減低減はははは、、、、省省省省エネとエネとエネとエネと、、、、排排排排出出出出量量量量のののの少少少少ないエネルないエネルないエネルないエネルギギギギーーーーへへへへのののの転転転転換換換換がががが、、、、基本基本基本基本対策対策対策対策とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車単単単単体体体体ででででのののの CO2はははは、、、、総総総総量量量量、、、、原原原原単単単単位位位位ともともともとも、、、、年年年年々々々々改改改改善善善善していますしていますしていますしています。。。。 

  省省省省エネのエネのエネのエネの事事事事例例例例をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。塗塗塗塗装装装装工場工場工場工場のののの上上上上塗塗塗塗ラインのラインのラインのラインの寄寄寄寄せせせせ停停停停めをめをめをめを説説説説明明明明しますしますしますします。。。。寄寄寄寄せせせせ停停停停めというめというめというめというのはのはのはのは、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、塗塗塗塗装装装装工場工場工場工場のののの上上上上塗塗塗塗りにはりにはりにはりには 2つつつつのラインがありますのラインがありますのラインがありますのラインがあります。。。。生生生生産産産産というのはというのはというのはというのは、、、、ばばばばららららつつつつきききき、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一定定定定時時時時期期期期生生生生産産産産がががが減減減減るというるというるというるという時時時時期期期期がありますがありますがありますがあります。。。。そのようなそのようなそのようなそのような時時時時期期期期にににに、、、、片片片片方方方方をををを若干若干若干若干能力能力能力能力アップアップアップアップしししし、、、、片片片片方方方方をとめるといったをとめるといったをとめるといったをとめるといった試試試試みみみみ、、、、これをこれをこれをこれを寄寄寄寄せせせせ停停停停めといっていますめといっていますめといっていますめといっています。。。。 塗塗塗塗装装装装工場工場工場工場というのはもともとというのはもともとというのはもともとというのはもともと CO2 のののの排排排排出出出出量量量量がががが大大大大変変変変多多多多いショップでいショップでいショップでいショップで、、、、これをこれをこれをこれをややややることによってることによってることによってることによって
CO2 をををを 5,500 トントントントン低減低減低減低減、、、、またエネルまたエネルまたエネルまたエネルギギギギーーーー使使使使用用用用量低減量低減量低減量低減でででで、、、、年年年年間間間間１１１１億億億億円円円円以以以以上上上上ののののココココストストストストメメメメリリリリットがットがットがットが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

  生生生生産産産産とととと物物物物流流流流というのはというのはというのはというのは大大大大変変変変密接密接密接密接なななな関係関係関係関係がありますがありますがありますがあります。。。。工場工場工場工場でのでのでのでの CO2だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、部品部品部品部品をををを運運運運ぶぶぶぶときときときときにににに出出出出るるるる CO2 もももも削減削減削減削減するというのがするというのがするというのがするというのが重要重要重要重要なななな課課課課題題題題ですですですです。。。。トラックからトラックからトラックからトラックから CO2 のののの排排排排出出出出量量量量のののの少少少少ないないないない鉄道鉄道鉄道鉄道へへへへのののの切切切切りかえといったモーダルシフトりかえといったモーダルシフトりかえといったモーダルシフトりかえといったモーダルシフト、、、、あるいはトラックにおけるあるいはトラックにおけるあるいはトラックにおけるあるいはトラックにおける積積積積載載載載率率率率のののの向上向上向上向上、、、、梱梱梱梱包包包包方方方方法法法法、、、、部品部品部品部品箱箱箱箱のののの改改改改善善善善によるによるによるによる、、、、積積積積載載載載率率率率向上向上向上向上等等等等、、、、さまさまさまさまざざざざまままま取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、物物物物流流流流ににににつつつつきましてきましてきましてきましてもももも、、、、総総総総量量量量、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原単単単単位位位位ににににつつつついてもいてもいてもいても年年年年々々々々、、、、改改改改善善善善されているというされているというされているというされているという状況状況状況状況ですですですです。。。。 

  排排排排出物出物出物出物のののの低減低減低減低減のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変重要重要重要重要なテーマですなテーマですなテーマですなテーマです。。。。従来従来従来従来はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てとてとてとてと焼焼焼焼却却却却廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らせらせらせらせばばばばいいといういいといういいといういいという取取取取りりりり組組組組みでしたみでしたみでしたみでした。。。。ところがところがところがところが、、、、資源資源資源資源ロスというロスというロスというロスという観点観点観点観点からからからから考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、実実実実はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てとかてとかてとかてとか焼焼焼焼却却却却廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは、、、、全全全全体資源体資源体資源体資源ロスのわずかロスのわずかロスのわずかロスのわずか 1％％％％ですですですです。。。。実際実際実際実際にににに工場工場工場工場からからからから排排排排出出出出されるもされるもされるもされるも
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のはのはのはのは、、、、有有有有償償償償リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは逆逆逆逆有有有有償償償償リリリリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルがほほほほとんどということになりますとんどということになりますとんどということになりますとんどということになります。。。。私私私私どもはどもはどもはどもはややややはりはりはりはり資源資源資源資源ロスをとらえロスをとらえロスをとらえロスをとらえ、、、、今後今後今後今後はこのはこのはこのはこのリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを含含含含めためためためた排排排排出物出物出物出物をををを低減低減低減低減していくしていくしていくしていく取組取組取組取組みがみがみがみが重要重要重要重要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 水水水水使使使使用用用用量量量量もももも重要重要重要重要なななな資源資源資源資源のののの 1つつつつということでということでということでということで、、、、年年年年々々々々、、、、改改改改善善善善をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 

  またまたまたまた、、、、生生生生産環境産環境産環境産環境のののの中中中中のののの重重重重点点点点取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのひひひひととととつつつつにににに環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷物物物物質質質質がありますがありますがありますがあります。。。。ここではここではここではここでは VOC のののの低低低低減減減減をとりあをとりあをとりあをとりあげげげげ、、、、代表例代表例代表例代表例をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの内内内内製製製製技術技術技術技術をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ生生生生かしかしかしかし、、、、塗塗塗塗装装装装をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ効率効率効率効率よくよくよくよく行行行行うためうためうためうため、、、、独独独独自自自自ののののカカカカートートートートリリリリッジッジッジッジ方方方方式式式式のののの塗塗塗塗装装装装ガガガガンをンをンをンを開発開発開発開発しましたしましたしましたしました。。。。これによりこれによりこれによりこれにより VOC をををを飛飛飛飛躍躍躍躍的的的的にににに低減低減低減低減しましたしましたしましたしました。。。。 

  こういったこういったこういったこういった生生生生産環境産環境産環境産環境のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはややややはりはりはりはり継継継継続的続的続的続的にににに行行行行っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが重要重要重要重要ですですですです。。。。皆皆皆皆様様様様おおおお耳耳耳耳にしてにしてにしてにしているかわかりませんがいるかわかりませんがいるかわかりませんがいるかわかりませんが、、、、現地現地現地現地・・・・現現現現物物物物、、、、見見見見えるえるえるえる化化化化、、、、トップのトップのトップのトップの参画参画参画参画、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは全全全全員員員員参加参加参加参加、、、、あるいはよあるいはよあるいはよあるいはよくできたくできたくできたくできた職職職職場場場場をををを褒褒褒褒めるというめるというめるというめるという成成成成功功功功体体体体験験験験、、、、こういったことがよりこういったことがよりこういったことがよりこういったことがより効効効効果果果果的的的的なななな改改改改善善善善ににににつつつつながるのではなながるのではなながるのではなながるのではないかいかいかいかとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル実効率実効率実効率実効率 95％％％％のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指しししし、、、、解解解解体技術体技術体技術体技術のののの開発開発開発開発、、、、リリリリサイサイサイサイクルのクルのクルのクルの処処処処理理理理技術技術技術技術、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル材材材材のののの活用活用活用活用、、、、そしてそしてそしてそしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル性性性性車車車車両両両両構構構構造造造造のののの開発等開発等開発等開発等、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな施施施施策策策策がががが展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ早早早早くくくく実現実現実現実現するようするようするようするよう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 

  循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてということでけてということでけてということでけてということで、、、、ちちちちょょょょっとイっとイっとイっとイメメメメージをージをージをージをつつつつくらせていたくらせていたくらせていたくらせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。環環環環境境境境にににに優優優優しいしいしいしい商商商商品品品品がががが拡大拡大拡大拡大するようするようするようするよう、、、、企業企業企業企業・・・・産業界産業界産業界産業界からからからから情情情情報報報報をををを提提提提供供供供しししし、、、、それをそれをそれをそれを満満満満足足足足するするするする商商商商品品品品・サー・サー・サー・サービビビビスをスをスをスを提提提提供供供供。。。。これによりこれによりこれによりこれにより消費者消費者消費者消費者のののの方方方方にににに、、、、そういったそういったそういったそういった環境環境環境環境にににに優優優優しいものをしいものをしいものをしいものを購購購購入入入入いたいたいたいただだだだくくくく。。。。行政行政行政行政からはからはからはからは、、、、こういったこういったこういったこういった動動動動きをきをきをきを、、、、例例例例ええええばばばばインインインインセセセセンテンテンテンティィィィブをブをブをブを与与与与えるというようなことでえるというようなことでえるというようなことでえるというようなことで、、、、促進促進促進促進するするするする。。。。こういったこういったこういったこういった中中中中、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいものがしいものがしいものがしいものが消費者消費者消費者消費者にににに回回回回りりりり、、、、使使使使用用用用後後後後それらがそれらがそれらがそれらが、、、、 産業界産業界産業界産業界でででで再再再再利用利用利用利用されるされるされるされる。。。。こういったこういったこういったこういった循環循環循環循環をさらにをさらにをさらにをさらに活性化活性化活性化活性化していこうというのがしていこうというのがしていこうというのがしていこうというのが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの本本本本来来来来のののの姿姿姿姿だだだだとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  CSR というというというという側面側面側面側面ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、社会社会社会社会とのとのとのとの共存共共存共共存共共存共栄栄栄栄、、、、責任責任責任責任・・・・貢献貢献貢献貢献ということでということでということでということで、、、、ここにそのここにそのここにそのここにその例例例例としとしとしとしてててて、、、、環境環境環境環境のののの取取取取りりりり組組組組みをそのみをそのみをそのみをその地域地域地域地域、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは全世全世全世全世界界界界ににににごごごご報告報告報告報告するということでするということでするということでするということで、、、、日日日日本本本本のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、海海海海外外外外でででで、、、、いくいくいくいくつつつつかのかのかのかの事業体事業体事業体事業体でででで環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書をしておりをしておりをしておりをしており、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国でもでもでもでも発発発発行行行行するようするようするようするようにににに私私私私どもからもどもからもどもからもどもからも働働働働きかけていますきかけていますきかけていますきかけています。。。。 

  どうもどうもどうもどうもごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  川口様川口様川口様川口様、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車はははは環境企業環境企業環境企業環境企業としてとしてとしてとして有有有有名名名名ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその環境環境環境環境部部部部担当担当担当担当部長部長部長部長としてのとしてのとしてのとしてのごごごご説説説説明明明明ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、産業技術産業技術産業技術産業技術総総総総合研究合研究合研究合研究所所所所のののの坂坂坂坂本本本本様様様様からからからからごごごご発発発発表表表表いたいたいたいただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。よろよろよろよろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 坂坂坂坂本研究本研究本研究本研究ララララボボボボ長長長長 

  産産産産総総総総研研研研のののの坂坂坂坂本本本本とととと申申申申しますしますしますします。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、こういうこういうこういうこういう機機機機会会会会をををを与与与与えていたえていたえていたえていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ほほほほんとうにありんとうにありんとうにありんとうにありがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、難難難難燃燃燃燃性性性性マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金、、、、これはこれはこれはこれは九州九州九州九州でででで開発開発開発開発されたされたされたされた、、、、燃燃燃燃えないマえないマえないマえないマグネシグネシグネシグネシウウウウムムムム合合合合金金金金ですがですがですがですが、、、、将将将将来来来来これをこれをこれをこれを、、、、例例例例ええええばばばば広広広広くくくく基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料にににに育育育育てててててててて、、、、さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれを自動自動自動自動車車車車とかとかとかとか、、、、
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そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに主主主主要要要要なななな構構構構造造造造材材材材としてとしてとしてとして実用化実用化実用化実用化していくというしていくというしていくというしていくという、、、、そのそのそのその過程過程過程過程でででで、、、、ややややはりはりはりはり環境環境環境環境対対対対応応応応のののの材材材材料料料料システムというものがマグネシシステムというものがマグネシシステムというものがマグネシシステムというものがマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金でででで達達達達成成成成されるのではないかというされるのではないかというされるのではないかというされるのではないかという、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで我我我我々々々々がががが今今今今進進進進めているめているめているめている試試試試みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、一一一一番初番初番初番初めのめのめのめの話話話話題題題題としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、新新新新しいしいしいしい材材材材料料料料ですからですからですからですから、、、、基基基基礎礎礎礎的的的的なななな研究研究研究研究からいかにからいかにからいかにからいかに工工工工業業業業材材材材料料料料へへへへ育成育成育成育成していくかということをしていくかということをしていくかということをしていくかということを念念念念頭頭頭頭にににに入入入入れたれたれたれた取取取取りりりり組組組組みをしておりますみをしておりますみをしておりますみをしております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、産産産産総総総総研研研研全全全全体体体体としとしとしとしてててて、、、、吉吉吉吉川理川理川理川理事事事事長長長長がががが本本本本格格格格研究研究研究研究というというというという名名名名前前前前ををををつつつつけておりましてけておりましてけておりましてけておりまして、、、、いかにいかにいかにいかに研究研究研究研究室室室室だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて社会社会社会社会にににに出出出出していくかということをしていくかということをしていくかということをしていくかということを一一一一貫貫貫貫したしたしたした取取取取りりりり組組組組みでみでみでみでややややっていくというっていくというっていくというっていくという、、、、そういうそういうそういうそういう研究研究研究研究ののののややややりりりり方方方方のののの例例例例でででで紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  またまたまたまた、、、、2 つつつつ目目目目はははは、、、、こういうこういうこういうこういう新新新新しいしいしいしい材材材材料料料料をををを広広広広くくくく基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料にににに持持持持っていくっていくっていくっていく場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり最最最最初初初初のののの時時時時点点点点でででで、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にもありましたとおりにもありましたとおりにもありましたとおりにもありましたとおり、、、、最最最最初初初初にバックにバックにバックにバックキキキキャャャャストのストのストのストの考考考考ええええ方方方方、、、、どうあるどうあるどうあるどうあるべべべべきかときかときかときかといういういういう、、、、循環型循環型循環型循環型のののの材材材材料料料料システムということをシステムということをシステムということをシステムということを最最最最初初初初からからからから念念念念頭頭頭頭にににに入入入入れたれたれたれた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要だだだだろうというころうというころうというころうということですとですとですとです。。。。 

  3 番番番番目目目目としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい研究研究研究研究をををを進進進進めていくめていくめていくめていく中中中中でででで、、、、ややややはりいはりいはりいはりいかにしてイノかにしてイノかにしてイノかにしてイノベベベベーショーショーショーションをンをンをンを達達達達成成成成するかするかするかするか。。。。従来従来従来従来のののの延延延延長長長長ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか達達達達成成成成できないできないできないできない技術技術技術技術というものをというものをというものをというものを、、、、あるあるあるある研究研究研究研究のプラットのプラットのプラットのプラットホホホホームというものをームというものをームというものをームというものをつつつつくってくってくってくって、、、、そこでそこでそこでそこでややややっていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大事大事大事大事なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかということでおないかということでおないかということでおないかということでお話話話話しししししたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、背背背背景景景景といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、ききききょょょょうのフォーラムのテーマになっておりますけれどもうのフォーラムのテーマになっておりますけれどもうのフォーラムのテーマになっておりますけれどもうのフォーラムのテーマになっておりますけれども、、、、ややややははははりりりり地球地球地球地球のののの資源資源資源資源のののの問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは CO2 のののの環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、ややややはりエネルはりエネルはりエネルはりエネルギギギギーとかーとかーとかーとか資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは有有有有限限限限であるということですであるということですであるということですであるということです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、我我我我がががが国国国国のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーのーのーのーの使使使使用用用用量量量量をををを見見見見たたたた場場場場合合合合ですがですがですがですが、、、、石石石石油油油油危危危危機機機機以以以以来来来来、、、、産業産業産業産業部門部門部門部門ではではではでは省省省省エネがエネがエネがエネが進進進進んでんでんでんでほほほほぼぼぼぼ横横横横ばばばばいになっているんですがいになっているんですがいになっているんですがいになっているんですが、、、、民民民民生生生生のののの部門部門部門部門ではではではでは、、、、ややややはりはりはりはり右右右右肩肩肩肩上上上上がりでエネルがりでエネルがりでエネルがりでエネルギギギギーーーー消費消費消費消費がががが伸伸伸伸びているびているびているびている。。。。そのそのそのその中中中中でででで特特特特にににに輸輸輸輸送送送送部門部門部門部門はははは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな伸伸伸伸びをびをびをびを示示示示しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、今後今後今後今後ややややはりここらあたりのはりここらあたりのはりここらあたりのはりここらあたりの省省省省エネがエネがエネがエネが進進進進まなけれまなけれまなけれまなければばばばいいいいけないということがけないということがけないということがけないということが明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、自動自動自動自動車車車車とかとかとかとか、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道とかとかとかとか、、、、航航航航空空空空機機機機、、、、こういうこういうこういうこういう動動動動くもくもくもくものののののののの省省省省エネというのはエネというのはエネというのはエネというのは、、、、まずまずまずまず軽軽軽軽くなるということがくなるということがくなるということがくなるということが基本的基本的基本的基本的にエネルにエネルにエネルにエネルギギギギーーーー消費消費消費消費のののの非非非非常常常常にににに直直直直接的接的接的接的なななな答答答答えになりますのでえになりますのでえになりますのでえになりますので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、こういうこういうこういうこういう輸輸輸輸送送送送機機機機器器器器ををををつつつつくるくるくるくる主主主主要要要要なななな材材材材料料料料としてとしてとしてとして新新新新しいマグしいマグしいマグしいマグネシネシネシネシウウウウムというムというムというムという材材材材料料料料をををを世世世世のののの中中中中にににに広広広広くくくく出出出出ししししていくということがていくということがていくということがていくということが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 そのマグネシそのマグネシそのマグネシそのマグネシウウウウムはムはムはムは、、、、アルミニアルミニアルミニアルミニウウウウムのムのムのムの約約約約 3 分分分分のののの 2 のののの密度密度密度密度でででで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、ここここちちちちらにらにらにらに地球地球地球地球のののの地地地地殻殻殻殻中中中中のののの存存存存在在在在度度度度をををを出出出出しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、今今今今我我我我々々々々はははは、、、、基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料としてはアルミニとしてはアルミニとしてはアルミニとしてはアルミニウウウウムムムム、、、、それからそれからそれからそれから鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼材材材材料料料料、、、、それからあとさまそれからあとさまそれからあとさまそれからあとさまざざざざまなまなまなまな、、、、セセセセラミックスとかラミックスとかラミックスとかラミックスとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを使使使使っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、ななななぜぜぜぜそうそうそうそういうものがいうものがいうものがいうものが許許許許されるかというとされるかというとされるかというとされるかというと、、、、まさにまさにまさにまさに地球地球地球地球にににに豊豊豊豊富富富富にににに存存存存在在在在するからするからするからするからだだだだということがということがということがということが確確確確かですかですかですかです。。。。そそそそうなりますとうなりますとうなりますとうなりますと、、、、最後最後最後最後のマグネシのマグネシのマグネシのマグネシウウウウムはムはムはムは、、、、ややややはりはりはりはり存存存存在在在在量量量量としましてはアルミニとしましてはアルミニとしましてはアルミニとしましてはアルミニウウウウムとムとムとムと鉄鉄鉄鉄にににに劣劣劣劣らないらないらないらないくらいたくさんありますしくらいたくさんありますしくらいたくさんありますしくらいたくさんありますし、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ鉄鉄鉄鉄・アルミよ・アルミよ・アルミよ・アルミよりもすりもすりもすりもすぐぐぐぐれているれているれているれている点点点点はははは、、、、岩岩岩岩塩塩塩塩鉱鉱鉱鉱床床床床だだだだとかとかとかとか、、、、石石石石灰石灰石灰石灰石のののの鉱鉱鉱鉱床床床床だだだだとかとかとかとか、、、、非非非非常常常常にににに入手入手入手入手ししししややややすいすいすいすい形形形形でででで、、、、世世世世界界界界じじじじゅゅゅゅうにうにうにうに偏偏偏偏在在在在していなくてまんしていなくてまんしていなくてまんしていなくてまんべべべべんなくあるんなくあるんなくあるんなくあるということでということでということでということで、、、、利用利用利用利用するするするする立立立立場場場場からするとからするとからするとからすると非非非非常常常常にににに資源的資源的資源的資源的にににに有利有利有利有利なものでありますなものでありますなものでありますなものであります。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを世世世世のののの中中中中にににに新新新新しいしいしいしい基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料としてとしてとしてとして出出出出していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、まずまずまずまず、、、、何何何何よりはこのよりはこのよりはこのよりはこの難難難難燃燃燃燃性合性合性合性合金金金金、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムのムのムのムの使使使使われないわれないわれないわれない大大大大きなきなきなきな理理理理由由由由としてとしてとしてとして燃燃燃燃えるえるえるえるというというというという現現現現象象象象がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、それをそれをそれをそれを……。（。（。（。（パパパパソソソソココココンンンン操操操操作作作作）））） 

  これこれこれこれ、、、、全画全画全画全画面面面面になるはずなんですがになるはずなんですがになるはずなんですがになるはずなんですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと小小小小さくてさくてさくてさくて申申申申しわけありませんしわけありませんしわけありませんしわけありません。。。。これはこれはこれはこれは、、、、大大大大気気気気中中中中でマグネシでマグネシでマグネシでマグネシウウウウムをムをムをムを溶溶溶溶解解解解しますとしますとしますとしますと、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、、、、通通通通常常常常はははは激激激激しくしくしくしく燃燃燃燃えますえますえますえます。。。。ですからですからですからですから、、、、フラックスフラックスフラックスフラックス
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をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、防防防防燃燃燃燃ガガガガスをスをスをスを使使使使ったりったりったりったり、、、、非非非非常常常常にににに特特特特殊殊殊殊なプロなプロなプロなプロセセセセスがスがスがスが必要必要必要必要なのでなのでなのでなので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか大大大大変変変変なわけでなわけでなわけでなわけですがすがすがすが、、、、今今今今、、、、難難難難燃燃燃燃化化化化処処処処理理理理ということでということでということでということで、、、、カカカカルシルシルシルシウウウウムをムをムをムを添添添添加加加加してしてしてして難難難難燃燃燃燃化化化化のののの処処処処理理理理をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。こうこうこうこうややややってかきまってかきまってかきまってかきまぜぜぜぜてててて、、、、見見見見ていたていたていたていただだだだくとわかりますようにくとわかりますようにくとわかりますようにくとわかりますように、、、、これはこれはこれはこれは大大大大気気気気中中中中でででで、、、、何何何何ののののガガガガスもかけておりスもかけておりスもかけておりスもかけておりませんませんませんません。。。。難難難難燃燃燃燃化化化化ががががでででできますときますときますときますと、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手がががが邪魔邪魔邪魔邪魔ですがですがですがですが、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形でででで溶溶溶溶解解解解しますがしますがしますがしますが、、、、約約約約 750度度度度ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで溶溶溶溶湯湯湯湯がががが大大大大気気気気中中中中でででで溶溶溶溶けてけてけてけて、、、、何何何何ののののガガガガスもスもスもスも、、、、フラックスもフラックスもフラックスもフラックスも使使使使っていないっていないっていないっていない。。。。見見見見るとるとるとると、、、、アアアアルミニルミニルミニルミニウウウウムのムのムのムの溶溶溶溶解解解解ととととほほほほとんどとんどとんどとんど変変変変わらないというわらないというわらないというわらないという状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような状況状況状況状況にににになってくるとなってくるとなってくるとなってくると、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムといえどもムといえどもムといえどもムといえども、、、、通通通通常常常常のののの溶溶溶溶解解解解鋳鋳鋳鋳造造造造、、、、それからさまそれからさまそれからさまそれからさまざざざざまなまなまなまな加工加工加工加工ができてくができてくができてくができてくるということでするということでするということでするということです。。。。 

  どうしてどうしてどうしてどうしてカカカカルシルシルシルシウウウウムをムをムをムを添添添添加加加加したしたしたした合合合合金金金金がががが燃燃燃燃えないのかということでえないのかということでえないのかということでえないのかということで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、大大大大気気気気中中中中でででで難難難難燃燃燃燃性性性性ママママグネシグネシグネシグネシウウウウムムムム合合合合金金金金をををを溶溶溶溶解解解解してしてしてして、、、、これをこれをこれをこれを大大大大気気気気中中中中でででで 1時時時時間間間間保保保保持持持持してしてしてして、、、、そのそのそのその後後後後徐徐徐徐冷冷冷冷してしてしてして、、、、凝凝凝凝固固固固させてできさせてできさせてできさせてできたインたインたインたインゴゴゴゴッッッッドドドドのののの表表表表面面面面をををを電電電電子子子子顕顕顕顕微微微微鏡鏡鏡鏡でででで見見見見たものですがたものですがたものですがたものですが、、、、これはこれはこれはこれは 4万倍万倍万倍万倍、、、、これはこれはこれはこれは 100 ナノですからナノですからナノですからナノですから、、、、表表表表面面面面をををを見見見見ますとますとますとますと非非非非常常常常にににに緻緻緻緻密密密密なななな酸酸酸酸化化化化物物物物のののの保保保保護護護護被被被被膜膜膜膜でででで覆覆覆覆われてわれてわれてわれているいるいるいる。。。。アルミニアルミニアルミニアルミニウウウウムのムのムのムの表表表表面面面面とととと同同同同じじじじようようようようなななな状況状況状況状況になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムのムのムのムの合合合合金金金金ですがですがですがですが、、、、カカカカルシルシルシルシウウウウムのムのムのムの酸酸酸酸化化化化被被被被膜膜膜膜ができているができているができているができているということがわかっておりますということがわかっておりますということがわかっておりますということがわかっております。。。。ですからですからですからですから、、、、非非非非常常常常にににに緻緻緻緻密密密密なななな酸酸酸酸化化化化保保保保護護護護被被被被膜膜膜膜でででで酸酸酸酸化化化化がががが抑抑抑抑制制制制されてされてされてされて燃燃燃燃ええええなくなるということですなくなるということですなくなるということですなくなるということです。。。。     どうしてマグネシどうしてマグネシどうしてマグネシどうしてマグネシウウウウムとムとムとムとカカカカルシルシルシルシウウウウムがムがムがムが混混混混在在在在するとこういうことになるのかということでするとこういうことになるのかということでするとこういうことになるのかということでするとこういうことになるのかということで、、、、これこれこれこれはははは、、、、ここここちちちちらはらはらはらは元元元元素素素素のののの酸酸酸酸化化化化のののの自自自自由由由由エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、酸酸酸酸化化化化物物物物ができができができができるときのるときのるときのるときのエネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを比比比比べべべべたものですがたものですがたものですがたものですが、、、、このこのこのこの我我我我々々々々のののの持持持持っているっているっているっている元元元元素素素素のののの中中中中でででで最最最最もももも酸酸酸酸化化化化ししししややややすいすいすいすい元元元元素素素素というのはというのはというのはというのはカカカカルシルシルシルシウウウウムなムなムなムなんですがんですがんですがんですが、、、、そのそのそのその次次次次にににに酸酸酸酸化化化化ししししややややすいのがマグネシすいのがマグネシすいのがマグネシすいのがマグネシウウウウムですムですムですムです。。。。今今今今マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムがムがムがムが溶溶溶溶解解解解するときにするときにするときにするときに大大大大気気気気中中中中でででで活性活性活性活性でででで燃燃燃燃えてえてえてえて困困困困るというものにるというものにるというものにるというものに対対対対してしてしてしてカカカカルシルシルシルシウウウウムをムをムをムを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、このこのこのこの酸酸酸酸化化化化ししししややややすいマグネシすいマグネシすいマグネシすいマグネシウウウウムのムのムのムの酸酸酸酸化化化化ががががカカカカルシルシルシルシウウウウムとムとムとムと競競競競合合合合してしてしてして、、、、相相相相互互互互作作作作用用用用のののの結結結結果果果果でああいうでああいうでああいうでああいう保保保保護護護護被被被被膜膜膜膜ができるということでができるということでができるということでができるということで、、、、基本的基本的基本的基本的にアルミニにアルミニにアルミニにアルミニウウウウムがムがムがムが酸酸酸酸化化化化しないでしないでしないでしないで安定安定安定安定だだだだということとということとということとということと同同同同じじじじようなようなようなようなメメメメカカカカニズムがここでニズムがここでニズムがここでニズムがここで起起起起こっこっこっこっているということがわかりますているということがわかりますているということがわかりますているということがわかります。。。。またまたまたまた逆逆逆逆にににに、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムにそういうようなムにそういうようなムにそういうようなムにそういうような酸酸酸酸化化化化保保保保護護護護被被被被膜膜膜膜ををををつつつつくくくくるようなるようなるようなるような機機機機能能能能がががが持持持持てるてるてるてる、、、、そういうそういうそういうそういう相相相相互互互互作作作作用用用用をををを起起起起こすことができるこすことができるこすことができるこすことができる元元元元素素素素というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今のところマのところマのところマのところマグネシグネシグネシグネシウウウウムよりもムよりもムよりもムよりも酸酸酸酸化化化化ししししややややすいすいすいすいカカカカルシルシルシルシウウウウムしかないということがわかりますムしかないということがわかりますムしかないということがわかりますムしかないということがわかります。。。。ここここちちちちらのニッらのニッらのニッらのニッケケケケルルルルだだだだとかとかとかとか、、、、クロームクロームクロームクロームだだだだとかとかとかとか、、、、シシシシリコリコリコリコンンンンだだだだとかというものはとかというものはとかというものはとかというものは、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムにムにムにムに還元還元還元還元されますのでされますのでされますのでされますので、、、、ここここういうういうういうういう機機機機能能能能はははは持持持持っていないということでっていないということでっていないということでっていないということで、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ででででカカカカルシルシルシルシウウウウムがムがムがムがほほほほぼぼぼぼ唯唯唯唯一一一一のののの元元元元素素素素というこというこというこということになりますとになりますとになりますとになります。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、こういうこういうこういうこういうカカカカルシルシルシルシウウウウムをムをムをムを添添添添加加加加したしたしたした難難難難燃燃燃燃性合性合性合性合金金金金というのはというのはというのはというのは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに大大大大気気気気中中中中でででで溶溶溶溶解解解解鋳鋳鋳鋳造造造造がががができてできてできてできて、、、、高温高温高温高温のののの加工加工加工加工をしてもをしてもをしてもをしても酸酸酸酸化化化化しないしないしないしない、、、、燃燃燃燃えないえないえないえない、、、、非非非非常常常常にににに安定安定安定安定だだだだということがありますがということがありますがということがありますがということがありますが、、、、そそそそれをれをれをれを基基基基礎礎礎礎的的的的なそういうなそういうなそういうなそういう研究研究研究研究レベレベレベレベルからルからルからルから工工工工業業業業材材材材料料料料へへへへ持持持持っていくというところになるとっていくというところになるとっていくというところになるとっていくというところになると、、、、ややややはりはりはりはりマグマグマグマグネシネシネシネシウウウウムというのはムというのはムというのはムというのは使使使使われていないということでわれていないということでわれていないということでわれていないということで、、、、合合合合金金金金のののの種種種種類類類類がががが少少少少ないないないない。。。。ユユユユーーーーザザザザーがーがーがーが、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムでムでムでムで何何何何かかかかつつつつくってみたいとくってみたいとくってみたいとくってみたいと言言言言ってもってもってもっても、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど材材材材料料料料をををを選選選選べべべべないということでないということでないということでないということで、、、、現現現現時時時時点点点点でもでもでもでもほほほほぼぼぼぼ
4 種種種種類類類類ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか手手手手にににに入入入入らないというようならないというようならないというようならないというような状況状況状況状況ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムはムはムはムは機機機機械械械械的的的的なななな性性性性質質質質、、、、特特特特にににに高温高温高温高温のののの性性性性質質質質がががが不不不不十十十十分分分分ということでということでということでということで、、、、ままままだだだだままままだだだだ合合合合金金金金開発開発開発開発のののの余余余余地地地地がががが非非非非常常常常にににに広広広広くあるということくあるということくあるということくあるということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムはムはムはムは六六六六方方方方晶晶晶晶のののの金金金金属属属属でででで、、、、我我我我々々々々はまはまはまはまだだだだ工工工工業的業的業的業的にににに実用化実用化実用化実用化したことがないしたことがないしたことがないしたことがない六六六六方方方方晶晶晶晶のののの金金金金属属属属ですからですからですからですから、、、、非非非非常常常常にににに塑塑塑塑性性性性加工加工加工加工性性性性がががが乏乏乏乏しいということでしいということでしいということでしいということで、、、、このこのこのこの問問問問題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。それそれそれそれからからからから、、、、マグマグマグマグネシネシネシネシウウウウムはムはムはムは活性活性活性活性だだだだということでということでということでということで、、、、耐耐耐耐食食食食性性性性にににに乏乏乏乏しいしいしいしい。。。。大大大大気気気気中中中中でででで水水水水分分分分があるとがあるとがあるとがあると簡簡簡簡単単単単にににに腐腐腐腐食食食食してしまうしてしまうしてしまうしてしまうということがあるということがあるということがあるということがある。。。。それからそれからそれからそれから、、、、これらすこれらすこれらすこれらすべべべべてててて寄寄寄寄せせせせ集集集集まったまったまったまった形形形形ででででココココストがストがストがストが高高高高いということでいということでいということでいということで、、、、今今今今のののの
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段段段段階階階階ではではではでは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらくキキキキロロロロ当当当当たりアルミニたりアルミニたりアルミニたりアルミニウウウウムのムのムのムの 5 倍倍倍倍からからからから 10 倍倍倍倍のののの値段値段値段値段ががががするということですするということですするということですするということです。。。。ここここういうことをトータルでういうことをトータルでういうことをトータルでういうことをトータルで我我我我々々々々はははは解解解解決決決決していかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないということがありますいけないということがありますいけないということがありますいけないということがあります。。。。 

  そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料にににに持持持持っていくということはっていくということはっていくということはっていくということは、、、、今今今今のようなのようなのようなのような問問問問題題題題点点点点すすすすべべべべてトータルでてトータルでてトータルでてトータルで取取取取りりりり組組組組まなきまなきまなきまなきゃゃゃゃいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして一一一一気気気気にいかないのでにいかないのでにいかないのでにいかないので、、、、我我我我々々々々はステージをはステージをはステージをはステージを 3つつつつのスのスのスのステージにテージにテージにテージに分分分分けてけてけてけて考考考考えていますえていますえていますえています。。。。まずまずまずまず 1つつつつはははは、、、、総総総総合的合的合的合的なななな利用技術利用技術利用技術利用技術。。。。もうもうもうもう我我我我々々々々はははは、、、、加工加工加工加工するところかするところかするところかするところからららら、、、、最最最最終終終終的的的的ににににリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、回回回回収収収収するするするする、、、、処処処処理理理理するというところまでするというところまでするというところまでするというところまで、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションをョンをョンをョンを達達達達成成成成するするするする技術技術技術技術をトータルでまずをトータルでまずをトータルでまずをトータルでまず確確確確立立立立してしてしてして、、、、それによってそれによってそれによってそれによってココココストというものをストというものをストというものをストというものを下下下下げげげげていこうていこうていこうていこうというというというという、、、、こういうステージがまずあるとこういうステージがまずあるとこういうステージがまずあるとこういうステージがまずあると思思思思いますいますいますいます。。。。これでこれでこれでこれで初初初初めてめてめてめてユユユユーーーーザザザザーにーにーにーに見向見向見向見向きしてもらえるきしてもらえるきしてもらえるきしてもらえる。。。。
2 番番番番目目目目としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれは材材材材料料料料としてとしてとしてとして信信信信頼頼頼頼性性性性をををを確確確確立立立立してしてしてして、、、、実実実実績績績績をををを蓄蓄蓄蓄積積積積していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、いくらいくらいくらいくらマグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムがすムがすムがすムがすぐぐぐぐれているとれているとれているとれていると言言言言ってもってもってもっても、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり自動自動自動自動車車車車にににに持持持持っていくというのっていくというのっていくというのっていくというのはまずはまずはまずはまず無無無無謀謀謀謀であであであでありますりますりますります。。。。それはそれはそれはそれは、、、、自動自動自動自動車車車車というのはというのはというのはというのは基本的基本的基本的基本的ににににメメメメンテナンスフンテナンスフンテナンスフンテナンスフリリリリーのーのーのーの世世世世界界界界でででで使使使使われていますからわれていますからわれていますからわれていますから、、、、そのそのそのその前前前前にまずきにまずきにまずきにまずきちちちちっとしたっとしたっとしたっとしたメメメメンテナンスされるンテナンスされるンテナンスされるンテナンスされる環境環境環境環境でででで使使使使ってってってって実実実実績績績績をををを蓄蓄蓄蓄積積積積していくということですしていくということですしていくということですしていくということです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、まずまずまずまず、、、、今今今今のステップではのステップではのステップではのステップでは、、、、新新新新幹幹幹幹線線線線のののの車車車車両両両両、、、、これはこれはこれはこれは毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日日日日ききききちちちちっとっとっとっとメメメメンテナンンテナンンテナンンテナンスしていますからスしていますからスしていますからスしていますから、、、、そういうところでそういうところでそういうところでそういうところでちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと実実実実績績績績をををを積積積積みみみみ重重重重ねねねねていってていってていってていって、、、、そのそのそのその後後後後にににに広範広範広範広範なななな材材材材料料料料にににに持持持持っていくというっていくというっていくというっていくという戦戦戦戦略略略略をとろうとしておりますをとろうとしておりますをとろうとしておりますをとろうとしております。。。。3 番番番番目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、これはこれはこれはこれは工工工工業業業業材材材材料料料料としてとしてとしてとして広範広範広範広範なななな実用化実用化実用化実用化をするをするをするをする。。。。これもまさにこれもまさにこれもまさにこれもまさに基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料へへへへ育成育成育成育成していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、これこれこれこれはははは適適適適材材材材適適適適所所所所、、、、それでそれでそれでそれで将将将将来来来来自動自動自動自動車車車車にににに持持持持っていけれっていけれっていけれっていければばばばとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  まずまずまずまず、、、、このステージこのステージこのステージこのステージ 1 のののの試試試試みとしましてはみとしましてはみとしましてはみとしましては、、、、ややややはりはりはりはり加工加工加工加工技術技術技術技術をトータルにをトータルにをトータルにをトータルに持持持持っていくというこっていくというこっていくというこっていくということでとでとでとで、、、、難難難難燃燃燃燃合合合合金金金金のののの利利利利点点点点をフルにをフルにをフルにをフルに生生生生かしたかしたかしたかした形形形形。。。。我我我我々々々々はははは 1つつつつ 1つつつつ、、、、材材材材料料料料としてとしてとしてとして使使使使われるときにわれるときにわれるときにわれるときに、、、、リリリリススススクククク段段段段階階階階がどこかにあったらまずいがどこかにあったらまずいがどこかにあったらまずいがどこかにあったらまずい、、、、ボボボボトルネックがあったらまずいわけですからトルネックがあったらまずいわけですからトルネックがあったらまずいわけですからトルネックがあったらまずいわけですから、、、、まずまずまずまず原原原原料料料料ビビビビレレレレットのットのットのットの製製製製造造造造からからからから鋳鋳鋳鋳造造造造、、、、それからそれからそれからそれから鍛鍛鍛鍛造造造造、、、、熱熱熱熱間間間間押押押押しししし出出出出しししし、、、、板板板板材材材材、、、、それからプそれからプそれからプそれからプレレレレスススス加工加工加工加工とかとかとかとか、、、、熱熱熱熱間間間間鍛鍛鍛鍛造造造造だだだだとかとかとかとか、、、、こういうものこういうものこういうものこういうもの、、、、それからさらにそういうそれからさらにそういうそれからさらにそういうそれからさらにそういう材材材材料料料料をををを溶溶溶溶接接接接するするするする溶溶溶溶接接接接のののの溶溶溶溶剤剤剤剤のののの製製製製造造造造、、、、それからそれからそれからそれから溶溶溶溶接接接接、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをトータルでトータルでトータルでトータルで、、、、フルフルフルフルセセセセットでットでットでットでややややはりきはりきはりきはりきちちちちっとっとっとっと開発開発開発開発していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるというこがあるというこがあるというこがあるということでとでとでとで、、、、これはあるこれはあるこれはあるこれはある企業企業企業企業とのとのとのとの連連連連携携携携のののの中中中中でででで難難難難燃燃燃燃性合性合性合性合金金金金でできるでできるでできるでできる材材材材料料料料はははは加工加工加工加工ができるようなができるようなができるようなができるような段段段段階階階階にににに今今今今ななななっていますっていますっていますっています。。。。 

  こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで、、、、まずまずまずまず加工加工加工加工ができるということができるということができるということができるということ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ステージステージステージステージ 2 としましてとしましてとしましてとしまして、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり自自自自動動動動車車車車というのはまずというのはまずというのはまずというのはまず無無無無理理理理でしてでしてでしてでして、、、、ややややはりはりはりはり高高高高度度度度ななななメメメメンテナンスのンテナンスのンテナンスのンテナンスの環境環境環境環境下下下下でででで使使使使うということでうということでうということでうということで、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度、、、、今今今今年度年度年度年度でででで地域地域地域地域新新新新生生生生ココココンンンンソソソソーシアムをーシアムをーシアムをーシアムを採採採採択択択択していたしていたしていたしていただだだだいたものはいたものはいたものはいたものは、、、、こういうこういうこういうこういう材材材材料料料料をまずをまずをまずをまず新新新新幹幹幹幹線線線線のののの内内内内装装装装材材材材にまずにまずにまずにまず使使使使ってみるというところでってみるというところでってみるというところでってみるというところで、、、、今今今今試試試試験採験採験採験採用用用用がががが決決決決定定定定したところでありますしたところでありますしたところでありますしたところであります。。。。新新新新幹幹幹幹線線線線もももも、、、、自動自動自動自動車車車車とととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、高高高高速速速速化化化化とととと省省省省エネがエネがエネがエネが叫叫叫叫ばばばばれていましてれていましてれていましてれていまして、、、、まさにまさにまさにまさに軽軽軽軽量量量量にしないとどうしようもにしないとどうしようもにしないとどうしようもにしないとどうしようもないというないというないというないという段段段段階階階階にににに来来来来ていますていますていますています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、新新新新幹幹幹幹線線線線はははは、、、、台台台台車車車車をををを除除除除くとくとくとくとほほほほとんどアルミニとんどアルミニとんどアルミニとんどアルミニウウウウムになってムになってムになってムになっておりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、自動自動自動自動車車車車よりアルミよりアルミよりアルミよりアルミ化率化率化率化率はははは高高高高いわけでいわけでいわけでいわけで、、、、ここをよりここをよりここをよりここをより軽軽軽軽量量量量化化化化するというするというするというするという中中中中ではもうではもうではもうではもう材材材材料料料料革新革新革新革新しかないということでしかないということでしかないということでしかないということで、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり全部全部全部全部構構構構造造造造材材材材にいかないのでにいかないのでにいかないのでにいかないので、、、、内内内内装装装装材材材材からということでからということでからということでからということで取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、トータルのトータルのトータルのトータルの加工加工加工加工技術技術技術技術のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに並並並並行行行行してしてしてして、、、、ココココストをどうストをどうストをどうストをどうややややってってってって下下下下げげげげていくかというていくかというていくかというていくかということことことこと、、、、これをこれをこれをこれを産学産学産学産学官官官官のののの中中中中でででで徹底徹底徹底徹底的的的的にににに洗洗洗洗いいいい出出出出してしてしてして、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには加加加加工品工品工品工品ののののレベレベレベレベルでルでルでルで、、、、今今今今アルミアルミアルミアルミ合合合合金金金金のののの加工加工加工加工材材材材がががが大体大体大体大体 1キキキキロロロロ 1,000円弱円弱円弱円弱だだだだとするととするととするととすると、、、、これをこれをこれをこれを 1キキキキロロロロ 1,500円円円円ののののレベレベレベレベルにルにルにルに持持持持っていけれっていけれっていけれっていければばばば実実実実用用用用材材材材料料料料としてのとしてのとしてのとしての最最最最低低低低限限限限のののの価価価価格格格格になっていくんになっていくんになっていくんになっていくんじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、こういうこういうこういうこういう戦戦戦戦略略略略でででで今取今取今取今取りりりり組組組組んでいるところでありますんでいるところでありますんでいるところでありますんでいるところであります。。。。 
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  次次次次にににに、、、、2 番番番番目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、こういうこういうこういうこういう材材材材料料料料ですとですとですとですと、、、、循環型循環型循環型循環型のののの材材材材料料料料システムというものをシステムというものをシステムというものをシステムというものを最最最最初初初初からからからから、、、、環境環境環境環境対対対対応応応応のののの材材材材料料料料システムとシステムとシステムとシステムと言言言言っているわけですからっているわけですからっているわけですからっているわけですから、、、、そのときにはもうそのときにはもうそのときにはもうそのときにはもう初初初初めからこういうめからこういうめからこういうめからこういう材材材材料料料料ののののゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを達達達達成成成成するようなするようなするようなするような戦戦戦戦略略略略にににに基基基基づいてづいてづいてづいて開発開発開発開発していかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃいけないということがあいけないということがあいけないということがあいけないということがありますりますりますります。。。。今今今今のとのとのとのところころころころ、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムはムはムはムは、、、、地地地地金金金金はははは高高高高いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、あるあるあるある程程程程度社会的度社会的度社会的度社会的なななな量量量量がががが蓄蓄蓄蓄積積積積されれされれされれされればばばば、、、、金金金金属属属属ですからですからですからですから、、、、中中中中ででででリリリリサイクルしてサイクルしてサイクルしてサイクルして回回回回していくしていくしていくしていく分分分分にはにはにはには非非非非常常常常にににに溶溶溶溶解解解解ココココストをストをストをストを低低低低ココココストでストでストでストで回回回回すこすこすこすことができるということでとができるということでとができるということでとができるということで、、、、バージンバージンバージンバージン材材材材からあるからあるからあるからある程程程程度度度度量量量量をををを社会的社会的社会的社会的にににに蓄蓄蓄蓄積積積積してしてしてして、、、、こういうこういうこういうこういう展展展展伸材伸材伸材伸材のサのサのサのサイクルをイクルをイクルをイクルをつつつつくるくるくるくる、、、、さらにそれがグさらにそれがグさらにそれがグさらにそれがグレレレレーーーードドドドがががが落落落落ちちちちてきたてきたてきたてきた場場場場合合合合はははは、、、、ダイダイダイダイキキキキャャャャストとかストとかストとかストとか鋳鋳鋳鋳造品造品造品造品にににに落落落落ちちちちててててくるくるくるくる。。。。さらにさらにさらにさらに落落落落ちちちちてきたらてきたらてきたらてきたら、、、、解解解解体体体体スクラップスクラップスクラップスクラップ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは破破破破砕砕砕砕チチチチップップップップ、、、、このこのこのこの後後後後、、、、シシシシュレュレュレュレッダー・ダッダー・ダッダー・ダッダー・ダストストストストレレレレスのスのスのスの処処処処理理理理というおというおというおというお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ややややはりはりはりはり最最最最終終終終的的的的にこういうにこういうにこういうにこういう解解解解体体体体スクラップのスクラップのスクラップのスクラップのチチチチッッッッププププだだだだとかとかとかとか、、、、粉砕粉砕粉砕粉砕したしたしたした、、、、こういうことができるかどうかこういうことができるかどうかこういうことができるかどうかこういうことができるかどうか。。。。こういうところですらこういうところですらこういうところですらこういうところですら廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして出出出出なななないといういといういといういというふふふふうにするうにするうにするうにする材材材材料料料料としてとしてとしてとして我我我我々々々々はマグネシはマグネシはマグネシはマグネシウウウウムをムをムをムを考考考考えているということでえているということでえているということでえているということで、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ママママグネシグネシグネシグネシウウウウムムムム合合合合金金金金といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは非非非非常常常常にににに活性活性活性活性ですからですからですからですから、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを各各各各種種種種添添添添加加加加剤剤剤剤にににに使使使使うのもうのもうのもうのも非非非非常常常常にににに有利有利有利有利だだだだということをということをということをということを今見出今見出今見出今見出しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、基本的基本的基本的基本的にマグネシにマグネシにマグネシにマグネシウウウウムというのはムというのはムというのはムというのは、、、、社会的社会的社会的社会的にににに量量量量がががが蓄蓄蓄蓄積積積積されれされれされれされればばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロのゼロのゼロのゼロの循環型循環型循環型循環型のののの材材材材料料料料になるになるになるになる資資資資格格格格はははは十十十十分分分分にあるとにあるとにあるとにあると私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

1 つつつつ、、、、そのそのそのその例例例例としましてとしましてとしましてとしまして、、、、難難難難燃燃燃燃性性性性マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムはムはムはムは、、、、粉砕粉砕粉砕粉砕しますとしますとしますとしますと鉄鉄鉄鉄粉並粉並粉並粉並みのみのみのみの安定安定安定安定。。。。普通普通普通普通、、、、金金金金属属属属粉粉粉粉末末末末といといといというのはうのはうのはうのは爆爆爆爆発発発発しますのでしますのでしますのでしますので危危危危ないんですがないんですがないんですがないんですが、、、、アルミニアルミニアルミニアルミニウウウウムにムにムにムに比比比比べべべべてもてもてもても、、、、難難難難燃燃燃燃性性性性マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに安定安定安定安定でしてでしてでしてでして、、、、粉粉粉粉塵塵塵塵爆爆爆爆発発発発がががが起起起起こるこるこるこる心心心心配配配配がないということがありますがないということがありますがないということがありますがないということがあります。。。。そのそのそのその例例例例としてとしてとしてとして、、、、これはこれはこれはこれは難難難難燃燃燃燃性性性性マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムをムをムをムを大大大大気気気気中中中中でででで機機機機械械械械的的的的にににに粉砕粉砕粉砕粉砕したしたしたした粉粉粉粉、、、、38 ミクロンアンダーですミクロンアンダーですミクロンアンダーですミクロンアンダーですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが大大大大気気気気中中中中でででで安定安定安定安定にできるにできるにできるにできる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、当然当然当然当然そういうことですからそういうことですからそういうことですからそういうことですから、、、、切削切削切削切削加加加加工工工工ははははドドドドライでライでライでライで問問問問題題題題なくできるなくできるなくできるなくできる。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを各各各各種種種種のののの吸吸吸吸着着着着剤剤剤剤とかとかとかとか、、、、安定安定安定安定剤剤剤剤とかとかとかとか、、、、燃焼燃焼燃焼燃焼促進促進促進促進剤剤剤剤としとしとしとしてててて使使使使っていけるということはっていけるということはっていけるということはっていけるということは、、、、何何何何もももも廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして残残残残るものがないということでするものがないということでするものがないということでするものがないということです。。。。このこのこのこの性性性性質質質質といといといというのうのうのうのはははは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく将将将将来来来来、、、、いろんないろんないろんないろんな材材材材料料料料にににに使使使使われていったときのわれていったときのわれていったときのわれていったときの性性性性質質質質としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに大事大事大事大事になるんになるんになるんになるんじじじじゃゃゃゃないかなとないかなとないかなとないかなと私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 最後最後最後最後としてとしてとしてとして、、、、あとあとあとあと一一一一、、、、二二二二分分分分ですがですがですがですが、、、、こういうこういうこういうこういう研究研究研究研究をイノをイノをイノをイノベベベベーションするときにーションするときにーションするときにーションするときに、、、、まずまずまずまず今今今今、、、、産学産学産学産学官官官官連連連連携携携携とよくいろいろとよくいろいろとよくいろいろとよくいろいろ話話話話題題題題になるんですがになるんですがになるんですがになるんですが、、、、それはまずそれはまずそれはまずそれはまず課課課課題題題題があってがあってがあってがあって、、、、例例例例ええええばばばば、、、、公公公公的的的的なななな研究研究研究研究機機機機関関関関、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学とととと、、、、1 対対対対 1 にににに個個個個別別別別のののの関係関係関係関係もありますもありますもありますもあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、ココココンンンンソソソソーシアムーシアムーシアムーシアムといってといってといってといって、、、、共共共共通通通通のののの課課課課題題題題をををを抽抽抽抽出出出出してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを産学産学産学産学官官官官でででで連連連連携携携携してトータルにしてトータルにしてトータルにしてトータルに解解解解決決決決していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういう形形形形ののののココココンンンンソソソソーシアムシステムもあるーシアムシステムもあるーシアムシステムもあるーシアムシステムもある。。。。ということでということでということでということで、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこのココココンンンンソソソソーシアムのこういうーシアムのこういうーシアムのこういうーシアムのこういうシステムというのはシステムというのはシステムというのはシステムというのは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事だだだだろうとろうとろうとろうと考考考考えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、1 つつつつのののの例例例例としてとしてとしてとして、、、、今今今今のののの地地地地域域域域ココココンンンンソソソソーシアムのーシアムのーシアムのーシアムの例例例例ですがですがですがですが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのシーズれのシーズれのシーズれのシーズ技術技術技術技術、、、、あるいはニーズみたいなものをあるいはニーズみたいなものをあるいはニーズみたいなものをあるいはニーズみたいなものを、、、、そのそのそのその組組組組織織織織のののの中中中中にににに投投投投げげげげ込込込込むむむむ。。。。そこでトータルにそこでトータルにそこでトータルにそこでトータルに解解解解決決決決してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けていくけていくけていくけていく。。。。このトータルこのトータルこのトータルこのトータルにににに解解解解決決決決するするするする、、、、このこのこのこの部部部部分分分分というのをというのをというのをというのを研究開発研究開発研究開発研究開発、、、、プラットプラットプラットプラットホホホホームとームとームとームと位位位位置置置置づけていましてづけていましてづけていましてづけていまして、、、、あるあるあるある 1つつつつののののシナシナシナシナリリリリオにオにオにオに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな機機機機能能能能をををを持持持持ったったったった機機機機関関関関がここにきがここにきがここにきがここにきちちちちっとあるということはっとあるということはっとあるということはっとあるということは非非非非常常常常にににに大大大大事事事事。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがそのレベレベレベレベルをルをルをルを少少少少しずしずしずしずつつつつアップしながらアップしながらアップしながらアップしながら継継継継続続続続してあるということがしてあるということがしてあるということがしてあるということが大事大事大事大事でしてでしてでしてでして、、、、私私私私たたたたちちちちこういうものとしてこういうものとしてこういうものとしてこういうものとして大学大学大学大学とかとかとかとか、、、、公公公公設研設研設研設研のののの組組組組織織織織、、、、それからそれからそれからそれから意意意意欲欲欲欲あるあるあるある企業企業企業企業、、、、基基基基礎礎礎礎的的的的なななな技術技術技術技術をををを持持持持ったったったった企企企企業業業業をこういうプラットをこういうプラットをこういうプラットをこういうプラットホホホホームというームというームというームという形形形形でででで組組組組織織織織してしてしてして、、、、課課課課題題題題にににに対対対対応応応応していくしていくしていくしていく。。。。こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが非非非非常常常常にににに大大大大規規規規模模模模にないとにないとにないとにないと、、、、将将将将来来来来、、、、自動自動自動自動車車車車とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう広範広範広範広範なななな基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料になっていかないとになっていかないとになっていかないとになっていかないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 最後最後最後最後、、、、これがこれがこれがこれが今今今今、、、、そういうプラットそういうプラットそういうプラットそういうプラットホホホホームのームのームのームの例例例例としてとしてとしてとして、、、、難難難難燃燃燃燃性性性性マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金をををを中中中中心心心心にしたにしたにしたにした量量量量産産産産加工加工加工加工技術技術技術技術のののの 1つつつつのプラットのプラットのプラットのプラットホホホホームームームーム。。。。それからそれからそれからそれから、、、、それをそれをそれをそれを基基基基礎礎礎礎的的的的にににに、、、、ききききちちちちっとしたサっとしたサっとしたサっとしたサポポポポートインートインートインートイン
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ダストダストダストダストリリリリーといいますかーといいますかーといいますかーといいますか、、、、鋳鋳鋳鋳造造造造とかとかとかとか塑塑塑塑性性性性加加加加工工工工、、、、切削切削切削切削、、、、接合接合接合接合、、、、表表表表面処面処面処面処理理理理、、、、こういうこういうこういうこういう基基基基礎礎礎礎技術技術技術技術としてとしてとしてとしてききききちちちちっとっとっとっとデデデデータータータータベベベベースをそろえてースをそろえてースをそろえてースをそろえて企業企業企業企業のののの返返返返していけるしていけるしていけるしていける、、、、こういうこういうこういうこういう集集集集まりまりまりまり。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、循環型循環型循環型循環型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは機機機機能能能能材材材材料料料料としてとしてとしてとして再再再再利用利用利用利用していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういう技術技術技術技術というというというという、、、、こういうプラットこういうプラットこういうプラットこういうプラットホホホホーーーームをきムをきムをきムをきちちちちっとっとっとっと整備整備整備整備していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういう延延延延長長長長におそらくにおそらくにおそらくにおそらく基基基基幹幹幹幹材材材材料料料料というというというという芽芽芽芽がががが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる。。。。さらにそさらにそさらにそさらにそのののの先先先先にににに自動自動自動自動車車車車というというというという大大大大きなマーきなマーきなマーきなマーケケケケットがあるんットがあるんットがあるんットがあるんだだだだとととと私私私私はははは考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 以以以以上上上上ですですですです。。。。ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの関関関関様様様様ににににおおおお願願願願いをいをいをいをいたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 関社関社関社関社長長長長 

  西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの関関関関ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。機機機機会会会会をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。使使使使用済用済用済用済みみみみ自動自動自動自動車車車車のののの解解解解体体体体およびおよびおよびおよびリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル業業業業をををを行行行行っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、今日今日今日今日はははは、、、、どういうどういうどういうどういう方方方方法法法法でそれをでそれをでそれをでそれを行行行行っているかをっているかをっているかをっているかを簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特徴徴徴徴のあるのあるのあるのある解解解解体体体体、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル方方方方法法法法になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  初初初初めにめにめにめに、、、、運営運営運営運営方方方方針針針針としてとしてとしてとして環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、高高高高いいいいリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率、、、、地域密地域密地域密地域密着着着着ををををキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。私私私私どもどもどもども、、、、北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの環境企業環境企業環境企業環境企業のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして環境環境環境環境ココココンンンンビビビビナートをナートをナートをナートを形成形成形成形成しておりますしておりますしておりますしております中中中中でででで、、、、各企業各企業各企業各企業のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方とのとのとのとの連連連連携携携携とととと同同同同時時時時にににに、、、、地域地域地域地域のののの自動自動自動自動車車車車関連企業関連企業関連企業関連企業とのとのとのとの連連連連携携携携をををを大事大事大事大事にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、北北北北部部部部九州九州九州九州がががが自動自動自動自動車車車車のののの製製製製造造造造拠点拠点拠点拠点にもなりにもなりにもなりにもなりつつつつつつつつありますがありますがありますがありますが、、、、造造造造るところからるところからるところからるところから、、、、使使使使用用用用しししし修修修修理理理理ももももしししし、、、、最最最最終終終終的的的的にににに使使使使用済用済用済用済みみみみ車車車車をををを解解解解体体体体ししししリユリユリユリユース・ース・ース・ース・リリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、そのようなそのようなそのようなそのような循環循環循環循環をををを担担担担うううう皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ととととのののの連連連連携携携携をををを大事大事大事大事にすることですにすることですにすることですにすることです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、当当当当社社社社のののの経経経経緯緯緯緯ですですですです。。。。実実実実はははは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 1 月月月月からからからから自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが施施施施行行行行されておりますされておりますされておりますされております。。。。当当当当社社社社のののの設立設立設立設立はははは、、、、7 年年年年前前前前でででで、、、、操操操操業開始業開始業開始業開始がががが 6 年年年年前前前前ですですですです。。。。自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの施施施施行行行行がががが昨昨昨昨年年年年ですのでですのでですのでですので、、、、今今今今からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします解解解解体及体及体及体及びびびびリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの方方方方法法法法をををを既既既既にににに自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが施施施施行行行行されまされまされまされますすすす前前前前からからからから行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンのンのンのンの総総総総合環境合環境合環境合環境ココココンンンンビビビビナートのナートのナートのナートの大大大大まかなまかなまかなまかな配配配配置図置図置図置図ですですですです。。。。 

  申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました最最最最大大大大のののの特特特特長長長長がががが、、、、表表表表題題題題ではではではでは「「「「シシシシュレュレュレュレッダーッダーッダーッダーレレレレスススス」」」」とととと書書書書いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、破破破破砕砕砕砕をををを行行行行わないわないわないわない、、、、従従従従ってってってって破破破破砕砕砕砕ダストダストダストダスト(シシシシュレュレュレュレッダーダストッダーダストッダーダストッダーダスト)のののの出出出出ないないないない解解解解体方体方体方体方法法法法なのですなのですなのですなのです。。。。特特特特にににに PR したいしたいしたいしたい点点点点ですがですがですがですが、、、、手手手手作作作作業業業業によるによるによるによる精精精精緻緻緻緻なななな解解解解体体体体でででで、、、、質質質質のののの高高高高いいいい車車車車体体体体ガガガガラとしラとしラとしラとし、、、、破破破破砕砕砕砕をせずにをせずにをせずにをせずに丸丸丸丸ごごごごとプとプとプとプレレレレスススス成形成形成形成形ししししてててて、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼原原原原料用料用料用料用のののの鉄鉄鉄鉄スクラップをスクラップをスクラップをスクラップを製製製製造造造造するするするする方方方方法法法法ですですですです。。。。このこのこのこの方方方方法法法法をををを「「「「全部全部全部全部再再再再資源化資源化資源化資源化」」」」とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、質質質質のののの高高高高いいいい鉄鉄鉄鉄スクラップにするスクラップにするスクラップにするスクラップにする為為為為にににに、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼原原原原料用料用料用料用としてとしてとしてとして不不不不都都都都合合合合なななな部品類部品類部品類部品類をををを丁丁丁丁寧寧寧寧にににに解解解解体体体体除除除除去去去去するするするする訳訳訳訳でででですすすす。。。。非非非非金金金金属属属属やややや非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属類類類類をををを除除除除去去去去しますがしますがしますがしますが、、、、中中中中でもでもでもでも銅銅銅銅がががが一一一一番問番問番問番問題題題題でででで、、、、従従従従ってモーターってモーターってモーターってモーター類類類類ややややワイワイワイワイヤヤヤヤーーーーハハハハーネスをーネスをーネスをーネスを徹底徹底徹底徹底除除除除去去去去いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  次次次次にラインにラインにラインにライン配配配配置置置置のののの特特特特長長長長としてとしてとしてとして、、、、所所所所謂謂謂謂リユリユリユリユースのースのースのースの為為為為のののの中中中中古古古古部品回部品回部品回部品回収収収収ラインとラインとラインとラインと、、、、これとはこれとはこれとはこれとは別別別別にににに解解解解体体体体ラインをラインをラインをラインを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。解解解解体体体体ラインはラインはラインはラインは、、、、直線直線直線直線上上上上にににに 5工工工工程程程程をををを配配配配置置置置したしたしたした流流流流れれれれ作作作作業業業業でででで、、、、作作作作業効率業効率業効率業効率をををを上上上上げげげげていますていますていますています。。。。 具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、手手手手作作作作業業業業でのでのでのでの解解解解体体体体でありますがでありますがでありますがでありますが。。。。 リユリユリユリユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、結結結結果果果果的的的的にはにはにはには 99％％％％にににに近近近近いいいい再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率をををを達達達達成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  各各各各ラインラインラインライン毎毎毎毎にににに細細細細かくかくかくかくごごごご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。最最最最初初初初のののの工工工工程程程程はははは、、、、中中中中古古古古部品回部品回部品回部品回収収収収ラインでラインでラインでラインで、、、、再再再再使使使使用可能用可能用可能用可能なななな
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パーパーパーパーツツツツをををを予予予予めめめめ選選選選定定定定してしてしてして分分分分離離離離・・・・回回回回収収収収いたしますいたしますいたしますいたします。。。。回回回回収収収収したしたしたした中中中中古古古古部品部品部品部品はははは全全全全国国国国ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを通通通通じじじじてててて販販販販売売売売されますされますされますされます。。。。同時同時同時同時にににに海海海海外外外外にもにもにもにも販販販販売売売売ルートがルートがルートがルートがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。回回回回収収収収するするするする部品部品部品部品はははは、、、、ドドドドアアアア、、、、フェンダーフェンダーフェンダーフェンダー、、、、ボボボボンネットなどのンネットなどのンネットなどのンネットなどの外外外外装装装装部品部品部品部品、、、、エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、トランスミッションなどのトランスミッションなどのトランスミッションなどのトランスミッションなどの機機機機能能能能部品部品部品部品、、、、セセセセルモータールモータールモータールモーター、、、、ココココンンンンププププレレレレッサーなどのッサーなどのッサーなどのッサーなどの電電電電装装装装部品部品部品部品などですなどですなどですなどです。。。。殆殆殆殆どのどのどのどの部品部品部品部品ににににつつつついていていていて、、、、再再再再使使使使用用用用価値価値価値価値のあるものはこののあるものはこののあるものはこののあるものはこの工工工工程程程程でででで分分分分離離離離・・・・回回回回収収収収いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そのそのそのその後後後後、、、、流流流流れれれれ作作作作業業業業工工工工程程程程でありますでありますでありますであります解解解解体体体体ラインにラインにラインにラインに入入入入ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。 

  解解解解体体体体ラインのラインのラインのラインの 5 工工工工程程程程のうのうのうのうちちちち最最最最初初初初のののの工工工工程程程程がががが、、、、燃燃燃燃料料料料(ガガガガソソソソリリリリンンンン、、、、軽軽軽軽油油油油)、、、、潤潤潤潤滑滑滑滑油油油油等等等等オイルオイルオイルオイル類類類類、、、、冷冷冷冷却却却却液液液液といったといったといったといった液液液液類類類類をををを除除除除去去去去いたしますいたしますいたしますいたします。。。。回回回回収収収収したしたしたした燃燃燃燃料料料料はははは自自自自家使家使家使家使用用用用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。オイルオイルオイルオイル類類類類はははは再再再再生生生生業業業業者者者者にてにてにてにて再再再再生油生油生油生油等等等等ににににリリリリサイクルされますサイクルされますサイクルされますサイクルされます。。。。冷冷冷冷却却却却液液液液はははは利用利用利用利用価値価値価値価値がなくがなくがなくがなく、、、、処処処処理理理理業業業業者者者者でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして処処処処理理理理いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。 

  第第第第２２２２のののの工工工工程程程程でででで、、、、タイタイタイタイヤヤヤヤ、、、、バッテバッテバッテバッテリリリリーーーー、、、、ガガガガラスをラスをラスをラスを除除除除去去去去いたしますいたしますいたしますいたします。。。。タイタイタイタイヤヤヤヤはははは、、、、燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして主主主主ににににセセセセメメメメントントントント会社会社会社会社にてにてにてにて使使使使用用用用されますされますされますされます。。。。バッテバッテバッテバッテリリリリーはーはーはーは、、、、鉛鉛鉛鉛製製製製品品品品等等等等にににに再再再再生生生生するためにするためにするためにするために鉛鉛鉛鉛製製製製品品品品会社会社会社会社ににににリリリリサイクサイクサイクサイクルされますルされますルされますルされます。。。。ガガガガラスはラスはラスはラスは、、、、路路路路盤盤盤盤材材材材又又又又はグラスフはグラスフはグラスフはグラスファァァァイバーにイバーにイバーにイバーにリリリリサイクルされますサイクルされますサイクルされますサイクルされます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、解解解解体体体体ララララインインインイン外外外外でででで回回回回収収収収されたフロンはされたフロンはされたフロンはされたフロンは、、、、法法法法でででで指指指指定定定定されたされたされたされた工場工場工場工場にてにてにてにて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして破壊破壊破壊破壊処処処処理理理理(所所所所謂謂謂謂焼焼焼焼却却却却処処処処理理理理)いいいいたしますたしますたしますたします。。。。 

  第第第第３３３３のののの工工工工程程程程でででで、、、、エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、トランスミッショントランスミッショントランスミッショントランスミッション、、、、足足足足回回回回りりりり部品部品部品部品、、、、触触触触媒媒媒媒をををを含含含含むむむむ排排排排気気気気系系系系統統統統をををを除除除除去去去去しましましましますすすす。。。。エンジンエンジンエンジンエンジン、、、、トランスミッションにトランスミッションにトランスミッションにトランスミッションに付付付付いてはいてはいてはいては、、、、アルミニアルミニアルミニアルミニウウウウムをムをムをムを多多多多用用用用しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、精錬精錬精錬精錬メメメメーーーーカカカカーにてアルミニーにてアルミニーにてアルミニーにてアルミニウウウウムムムム塊塊塊塊にににに再再再再生生生生いたしますいたしますいたしますいたします。。。。足足足足回回回回りりりり部品部品部品部品はははは主主主主にににに鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼製製製製品品品品ですのでですのでですのでですので、、、、鉄鉄鉄鉄スクラッスクラッスクラッスクラップとしてプとしてプとしてプとして販販販販売売売売いたしますいたしますいたしますいたします。。。。排排排排気気気気系系系系統統統統のののの中中中中のののの触触触触媒媒媒媒はははは、、、、貴金貴金貴金貴金属属属属をををを含含含含んでおりますのでんでおりますのでんでおりますのでんでおりますので、、、、専専専専門門門門のののの精錬精錬精錬精錬業業業業者者者者にににに販販販販売売売売或或或或いはいはいはいは貴金貴金貴金貴金属属属属回回回回収収収収のののの委委委委託託託託処処処処理理理理をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 

  第第第第４４４４のののの工工工工程程程程ではではではでは、、、、非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属類類類類のののの中中中中でもでもでもでも主主主主にににに銅銅銅銅とアルミニとアルミニとアルミニとアルミニウウウウムをムをムをムを使使使使っているっているっているっている部品類部品類部品類部品類をををを除除除除去去去去しますしますしますします。。。。ヒヒヒヒーターーターーターーターココココアアアア、、、、エバエバエバエバポレポレポレポレータータータータ、、、、ラジエータラジエータラジエータラジエータ、、、、ココココンンンンデデデデンサンサンサンサ、、、、モーターモーターモーターモーター類類類類、、、、ワイワイワイワイヤヤヤヤーーーーハハハハーネスーネスーネスーネス等等等等のののの部部部部品類品類品類品類ですですですです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ銅銅銅銅またはアルミニまたはアルミニまたはアルミニまたはアルミニウウウウムのスクラップとしてムのスクラップとしてムのスクラップとしてムのスクラップとして販販販販売売売売されますされますされますされます。。。。 

  以以以以上上上上のようなのようなのようなのような工工工工程程程程をををを経経経経てててて、、、、残残残残ったものがったものがったものがったものが車車車車体体体体ガガガガラですラですラですラです。。。。中中中中にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックをックをックをックを一一一一部部部部含含含含んでいますんでいますんでいますんでいますがががが、、、、そのままそのままそのままそのまま大型大型大型大型のプのプのプのプレレレレスススス機機機機でサイでサイでサイでサイココココロロロロ状状状状のののの鉄鉄鉄鉄スクラップにスクラップにスクラップにスクラップに加工加工加工加工いたしますいたしますいたしますいたします。。。。これがこれがこれがこれが第第第第５５５５のののの工工工工程程程程ですですですです。。。。このサイこのサイこのサイこのサイココココロロロロ状状状状態態態態でででで鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼精錬精錬精錬精錬のののの鉄鉄鉄鉄原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使用用用用されますされますされますされます。。。。 

  今申今申今申今申しししし上上上上げげげげたたたたリユリユリユリユースースースース、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを一一一一覧表覧表覧表覧表にまとめたものですにまとめたものですにまとめたものですにまとめたものです。。。。左左左左側側側側からからからから、、、、作作作作業業業業工工工工程程程程、、、、２２２２番番番番目目目目がががが回回回回収収収収又又又又はははは発発発発生生生生するものするものするものするもの、、、、一一一一番番番番右右右右側側側側がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの行行行行きききき先先先先になりますになりますになりますになります。。。。部品部品部品部品としてとしてとしてとしてリユリユリユリユースされースされースされースされるものるものるものるもの、、、、原原原原料料料料・・・・材材材材料料料料としてとしてとしてとしてリリリリサイクルされるものサイクルされるものサイクルされるものサイクルされるもの、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして処処処処理理理理されるものされるものされるものされるもの、、、、となりますとなりますとなりますとなります。。。。このようなこのようなこのようなこのような過程過程過程過程をををを経経経経てててて、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率としてはとしてはとしてはとしては 99％％％％にににに達達達達していますがしていますがしていますがしていますが、、、、部品部品部品部品としてとしてとしてとしてリユリユリユリユースさースさースさースされるものもれるものもれるものもれるものも含含含含めためためためたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率としてとしてとしてとして表表表表示示示示してありますしてありますしてありますしてあります。。。。図図図図のののの一一一一番番番番下下下下からからからから、、、、紫紫紫紫色色色色部部部部分分分分がががが部品部品部品部品ののののリリリリユユユユースースースース部部部部分分分分、、、、ピピピピンクンクンクンク色色色色部部部部分分分分がががが、、、、少少少少ないですがないですがないですがないですが、、、、主主主主にプラスにプラスにプラスにプラスチチチチックックックック類類類類のサーマルのサーマルのサーマルのサーマルリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル乃乃乃乃至至至至カカカカロロロロリリリリーーーーガガガガスとしてのスとしてのスとしてのスとしての回回回回収収収収部部部部分分分分、、、、黄色黄色黄色黄色部部部部分分分分がががが材材材材料料料料・・・・原原原原料料料料としてのとしてのとしてのとしてのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル部部部部分分分分、、、、図図図図のののの一一一一番番番番上上上上がががが鉄鉄鉄鉄スクラップとしてのスクラップとしてのスクラップとしてのスクラップとしての再再再再資源化資源化資源化資源化部部部部分分分分、、、、となりますとなりますとなりますとなります。。。。合合合合わせてわせてわせてわせて 99％％％％にににに近近近近いいいいリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

  これはこれはこれはこれはやややややややや細細細細かいことですがかいことですがかいことですがかいことですが、、、、今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介したしたしたした解解解解体体体体作作作作業業業業上上上上ののののややややりりりり難難難難さとさとさとさと言言言言いますかいますかいますかいますか、、、、課課課課題題題題例例例例ですですですです。。。。自動自動自動自動車車車車メメメメーーーーカカカカーさんのーさんのーさんのーさんの方方方方でででで参参参参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最後最後最後最後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、資源活用資源活用資源活用資源活用上上上上のののの課課課課題題題題としてとしてとしてとして私私私私がががが認識認識認識認識するするするする事事事事項項項項をををを二二二二、、、、三例三例三例三例示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。上上上上段段段段部部部部分分分分がががが、、、、一一一一応再応再応再応再資源化資源化資源化資源化されてはいるがされてはいるがされてはいるがされてはいるが、、、、ままままだだだだ利用利用利用利用価値価値価値価値がががが低低低低いといういといういといういという事事事事項項項項ですですですです。。。。1 つつつつはははは樹樹樹樹脂脂脂脂類類類類、、、、特特特特にににに内内内内装装装装用用用用のののの樹樹樹樹脂脂脂脂類類類類でででで、、、、サーマルサーマルサーマルサーマル利用利用利用利用されてはいますがされてはいますがされてはいますがされてはいますが、、、、できれできれできれできればばばば樹樹樹樹脂脂脂脂そのそのそのそのものでマテものでマテものでマテものでマテリリリリアルアルアルアルリリリリサイクルしたいとサイクルしたいとサイクルしたいとサイクルしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にシートですがにシートですがにシートですがにシートですが、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼部部部部材材材材類類類類がががが複複複複合合合合されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、経済的経済的経済的経済的にににに
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素素素素材材材材分分分分離離離離ができずサーマルができずサーマルができずサーマルができずサーマル利用利用利用利用にににに留留留留まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。主主主主にににに排排排排気気気気ガガガガスススス系系系系統統統統のステンのステンのステンのステンレレレレスススス鋼鋼鋼鋼部部部部材材材材ですですですですがががが、、、、分分分分離精離精離精離精度度度度がががが不不不不十十十十分分分分でででで、、、、利用利用利用利用価値価値価値価値のののの低低低低いいいい低低低低級級級級鉄鉄鉄鉄スクラップとしてスクラップとしてスクラップとしてスクラップとして使使使使用用用用されていますされていますされていますされています。。。。ステンステンステンステンレレレレスススス鋼鋼鋼鋼のののの合合合合金金金金成分成分成分成分がががが鉄鉄鉄鉄スクラップとしてのスクラップとしてのスクラップとしてのスクラップとしての利用利用利用利用価値価値価値価値をををを下下下下げげげげていますていますていますています。。。。ステンステンステンステンレレレレスススス鋼鋼鋼鋼そのものでそのものでそのものでそのものでリリリリササササイクルイクルイクルイクル使使使使用用用用できるようできるようできるようできるよう、、、、分分分分離離離離・・・・分分分分別別別別精精精精度度度度をををを大大大大幅幅幅幅にににに高高高高めるめるめるめる努努努努力力力力をををを致致致致しますしますしますします。。。。更更更更ににににガガガガラスですがラスですがラスですがラスですが、、、、元元元元々々々々高高高高級級級級ななななガガガガラスラスラスラスだだだだけにけにけにけに、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない利用利用利用利用のされのされのされのされ方方方方になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ここここれにれにれにれにつつつついてもいてもいてもいても、、、、よりよりよりより高高高高級級級級なななな自動自動自動自動車車車車用用用用ガガガガラスラスラスラス等等等等ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル原原原原料化料化料化料化をををを試試試試みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  下段下段下段下段部部部部分分分分にはにはにはには、、、、ままままだだだだ利用利用利用利用されていないされていないされていないされていない事事事事項項項項をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。電電電電子子子子基盤基盤基盤基盤類類類類ですがですがですがですが、、、、貴重貴重貴重貴重なななな貴金貴金貴金貴金属属属属類類類類をををを含含含含んでいますのでんでいますのでんでいますのでんでいますので、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ数数数数量量量量をををを纏纏纏纏めてめてめてめて分分分分別別別別回回回回収収収収すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。現現現現在在在在既既既既にににに試試試試みてみてみてみておりますおりますおりますおります。。。。 

  次次次次にマグネシにマグネシにマグネシにマグネシウウウウムムムム部部部部材材材材ですがですがですがですが、、、、部部部部材材材材としてとしてとしてとして徐徐徐徐々々々々にににに使使使使用用用用がががが拡大拡大拡大拡大していますしていますしていますしています。。。。未未未未だだだだ使使使使用用用用量量量量がががが少少少少なくなくなくなく、、、、十十十十分分分分にににに識識識識別別別別できるようなできるようなできるようなできるような状状状状態態態態にもなっていませんのでにもなっていませんのでにもなっていませんのでにもなっていませんので、、、、これはこれはこれはこれは今後今後今後今後のののの課課課課題題題題ということでということでということでということで調調調調査査査査をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

  更更更更にににに高高高高価価価価なななな樹樹樹樹脂脂脂脂類類類類がありますがありますがありますがあります。。。。示示示示しているのはしているのはしているのはしているのはメメメメチチチチルルルルメメメメタクタクタクタクリレリレリレリレートでートでートでートで、、、、これもこれもこれもこれも利用利用利用利用価値価値価値価値をををを上上上上げげげげたいもののたいもののたいもののたいものの一一一一つつつつですですですです。。。。今今今今のところはのところはのところはのところは数数数数量量量量的的的的にもにもにもにも少少少少なくなくなくなく、、、、十十十十分経済性分経済性分経済性分経済性をををを見出見出見出見出すにすにすにすに至至至至っていませんっていませんっていませんっていません。。。。 当当当当社社社社のののの特特特特徴徴徴徴でありますでありますでありますであります精精精精緻緻緻緻なななな解解解解体体体体をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながらレベレベレベレベルルルル向上向上向上向上をををを図図図図りりりり、、、、自動自動自動自動車全車全車全車全体体体体ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率向上向上向上向上にににに寄寄寄寄与与与与してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、一一一一番番番番下下下下にににに「「「「リユリユリユリユースのースのースのースの拡大拡大拡大拡大」」」」とととと示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。リユリユリユリユースースースース部品部品部品部品はははは、、、、言言言言うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、資源活用資源活用資源活用資源活用というというというという意意意意味味味味でででで一一一一番番番番身近身近身近身近でででで且且且且つつつつ大事大事大事大事なことでありますなことでありますなことでありますなことであります。。。。自動自動自動自動車車車車のののの一一一一般般般般のののの使使使使用用用用者者者者のののの方方方方々々々々にもにもにもにも、、、、「「「「中中中中古古古古部品部品部品部品でででで資源資源資源資源をををを保保保保全全全全しているしているしているしている」」」」ことのことのことのことのごごごご理理理理解解解解をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、是是是是非非非非ともともともとも中中中中古古古古部品部品部品部品ののののごごごご指指指指名名名名ををををいいいいたたたただだだだきたいときたいときたいときたいと強強強強くくくく思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学のののの城城城城戸戸戸戸先先先先生生生生におにおにおにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 城城城城戸戸戸戸助助助助教授教授教授教授 

  こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学北九州市立大学のののの城城城城戸戸戸戸とととと申申申申しますしますしますします。。。。自動自動自動自動車車車車ををををつつつつくるくるくるくる方方方方のおのおのおのお話話話話があってがあってがあってがあって、、、、自動自動自動自動車車車車ををををリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする方方方方のおのおのおのお話話話話があってがあってがあってがあって、、、、途途途途中中中中にににに、、、、自動自動自動自動車車車車のののの材材材材料料料料をををを研究開発研究開発研究開発研究開発するするするする人人人人のののの話話話話があってがあってがあってがあって、、、、私私私私はははは一体一体一体一体このこのこのこの後後後後何何何何をををを話話話話せせせせばばばばいいんいいんいいんいいんだだだだろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、ここにここにここにここに書書書書いていますようにいていますようにいていますようにいていますように、、、、私私私私、、、、経済学経済学経済学経済学部部部部ですのでですのでですのでですので、、、、技術等技術等技術等技術等のののの話話話話はとてもできませんはとてもできませんはとてもできませんはとてもできません。。。。たたたただだだだ、、、、たまたまですがたまたまですがたまたまですがたまたまですが、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの調調調調査査査査もしたこともありますしもしたこともありますしもしたこともありますしもしたこともありますし、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業のののの調調調調査査査査もしたことがあるということでもしたことがあるということでもしたことがあるということでもしたことがあるということで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ北九大北九大北九大北九大ということということということということ、、、、地地地地元元元元からからからから何何何何かかかか情情情情報発報発報発報発信信信信しろということではないかとしろということではないかとしろということではないかとしろということではないかと思思思思ってってってって、、、、恥恥恥恥ずかしながらずかしながらずかしながらずかしながら出出出出てまてまてまてまいりましたいりましたいりましたいりました。。。。 

  皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、北北北北部部部部九州九州九州九州にはにはにはには、、、、二二二二輪輪輪輪ををををつつつつくっているくっているくっているくっているホホホホンダさんまでンダさんまでンダさんまでンダさんまで含含含含めるとめるとめるとめると、、、、４４４４社社社社がががが立地立地立地立地していますしていますしていますしています。。。。ここここここここ北北北北部部部部九州九州九州九州のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、国内国内国内国内のののの中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、ままままだだだだままままだだだだ成成成成長長長長しているというしているというしているというしているという点点点点とととと、、、、ごごごご当当当当地地地地のののの北九州北九州北九州北九州にエにエにエにエココココタタタタウウウウンがあってンがあってンがあってンがあって、、、、自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの体体体体制制制制がががが整整整整ってってってっているいるいるいる点点点点ですですですです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、動動動動脈脈脈脈とととと静静静静脈脈脈脈のののの拠拠拠拠点点点点がががが非非非非常常常常にににに近近近近くにくにくにくに立地立地立地立地しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。 

  成成成成長長長長のののの面面面面でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、93 年年年年にににに 45 万万万万台台台台だだだだったったったった生生生生産産産産台台台台数数数数はははは、、、、一一一一時時時時期期期期にににに減少減少減少減少したしたしたした時時時時期期期期はあったもはあったもはあったもはあったものののの、、、、増増増増加加加加基調基調基調基調をををを続続続続けておりけておりけておりけており、、、、2005 年現年現年現年現在在在在でででで 90 万万万万台台台台のののの生生生生産産産産台台台台数数数数にまでなっていますにまでなっていますにまでなっていますにまでなっています。。。。今後今後今後今後またダまたダまたダまたダ
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イイイイハツハツハツハツがががが増増増増産産産産しますのでしますのでしますのでしますので、、、、さらにさらにさらにさらに増増増増加加加加してしてしてして、、、、150万万万万台台台台近近近近くまでになるとくまでになるとくまでになるとくまでになると予予予予想想想想されていますされていますされていますされています。。。。 

  地域地域地域地域とすれとすれとすれとすればばばば自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業がががが発展発展発展発展するのはするのはするのはするのは非非非非常常常常にありがたいにありがたいにありがたいにありがたい話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややはりはりはりはり構構構構造造造造的的的的なななな問問問問題題題題がががが幾幾幾幾つつつつかありましてかありましてかありましてかありまして、、、、生生生生産産産産台台台台数数数数ほほほほどどどど部品部品部品部品のののの生生生生産産産産額額額額がががが上上上上がっていっていないというのががっていっていないというのががっていっていないというのががっていっていないというのが 1つつつつ課課課課題題題題としてありますとしてありますとしてありますとしてあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、逆逆逆逆にににに考考考考えるえるえるえるとととと、、、、今今今今からまたからまたからまたからまた部品工場部品工場部品工場部品工場がががが進進進進出出出出してくるとしてくるとしてくるとしてくると可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあるということですいうことですいうことですいうことです。。。。仮仮仮仮にににに、、、、新新新新たなたなたなたな部品工場部品工場部品工場部品工場がががが進進進進出出出出するとするとするとすると、、、、今今今今のののの時代時代時代時代ですからですからですからですから、、、、部品工場部品工場部品工場部品工場ごごごごとにとにとにとに環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。せっかくせっかくせっかくせっかく新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産拠点拠点拠点拠点ををををつつつつくるならくるならくるならくるならばばばば、、、、非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい環境環境環境環境のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい工場工場工場工場ををををつつつつくるフくるフくるフくるフィィィィールールールールドドドドにににに北北北北部部部部九州九州九州九州をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ところでところでところでところで、、、、地域地域地域地域別別別別のののの自動自動自動自動車部品車部品車部品車部品のののの出出出出荷荷荷荷額額額額をみますとをみますとをみますとをみますと、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの本本本本拠拠拠拠があるがあるがあるがある東海東海東海東海地地地地区区区区というのはというのはというのはというのは
99 年以降年以降年以降年以降もずっともずっともずっともずっと生生生生産産産産がががが伸伸伸伸びていますびていますびていますびています。。。。逆逆逆逆にににに関関関関東東東東ののののほほほほうはうはうはうは微微微微減減減減していますしていますしていますしています。。。。九州九州九州九州はははは、、、、このこのこのこの一一一一番番番番下下下下のののの赤赤赤赤いところでいところでいところでいところで、、、、150 万万万万台台台台もももも車車車車ををををつつつつくるとくるとくるとくると言言言言っているのにっているのにっているのにっているのに、、、、部品部品部品部品はははは全全全全国国国国のののの 2％％％％からからからから 3％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいというのがというのがというのがというのが実実実実状状状状ですですですです。。。。 

  またまたまたまた、、、、九州内九州内九州内九州内でのでのでのでの部品部品部品部品ををををつつつつくっているくっているくっているくっている事業事業事業事業所所所所のののの立地立地立地立地をみますとをみますとをみますとをみますと、、、、福福福福岡県岡県岡県岡県がががが 45.5％％％％とととと、、、、過過過過半半半半数数数数ままままでいきませんけれどもでいきませんけれどもでいきませんけれどもでいきませんけれども、、、、かなりかなりかなりかなり大大大大きなきなきなきなウウウウエートをエートをエートをエートを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ダイダイダイダイハツハツハツハツがががが立地立地立地立地したしたしたした大分県大分県大分県大分県もかなりもかなりもかなりもかなり大大大大きくきくきくきく、、、、15.8％％％％になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 

  次次次次にににに、、、、今日今日今日今日のののの本題本題本題本題とはとはとはとは直直直直接接接接はははは関係関係関係関係ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、私私私私がががが非非非非常常常常にににに注注注注目目目目していることにしていることにしていることにしていることに九州九州九州九州のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの立地立地立地立地範範範範囲囲囲囲がががが縮縮縮縮小小小小傾傾傾傾向向向向にあるということがありますにあるということがありますにあるということがありますにあるということがあります。。。。九州九州九州九州のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業というのはというのはというのはというのは 1975 年年年年にににに日日日日産自動産自動産自動産自動車車車車がががが操操操操業業業業したときかしたときかしたときかしたときからららら本本本本格格格格的的的的にににに始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。そのそのそのその日日日日産産産産がががが立地立地立地立地したときからしたときからしたときからしたときから円円円円高高高高不不不不況況況況までをまでをまでをまでを第第第第 1期期期期としてとしてとしてとして、、、、円円円円高高高高不不不不況況況況以降以降以降以降からトからトからトからトヨヨヨヨタさんがタさんがタさんがタさんが立地立地立地立地してなおかしてなおかしてなおかしてなおかつつつつバブルがバブルがバブルがバブルが崩壊崩壊崩壊崩壊するまでをするまでをするまでをするまでを第第第第 2期期期期としてとしてとしてとして、、、、バブルバブルバブルバブル崩壊崩壊崩壊崩壊以降以降以降以降をををを第第第第 3期期期期としてとしてとしてとして、、、、一次一次一次一次部品部品部品部品メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの立地立地立地立地しているしているしているしている場所場所場所場所をプロッをプロッをプロッをプロットしてみるとトしてみるとトしてみるとトしてみると、、、、立地立地立地立地範範範範囲囲囲囲がががが縮縮縮縮小小小小傾傾傾傾向向向向にあるというのがにあるというのがにあるというのがにあるというのが明明明明らかになりますらかになりますらかになりますらかになります。。。。第第第第 1期期期期、、、、第第第第 2期期期期はははは熊熊熊熊本本本本、、、、鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島、、、、宮宮宮宮崎崎崎崎にににに立地立地立地立地がかなりあるのですががかなりあるのですががかなりあるのですががかなりあるのですが、、、、今回今回今回今回のののの第第第第 3期期期期ははははほほほほとんどとんどとんどとんど北九州北九州北九州北九州からからからから大分大分大分大分のののの中津中津中津中津のとのとのとのところところところところと、、、、トトトトヨヨヨヨタさんがタさんがタさんがタさんが立地立地立地立地しているしているしているしている筑筑筑筑豊豊豊豊のところにのところにのところにのところに集集集集中中中中していますしていますしていますしています。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、集集集集積積積積のののの範範範範囲囲囲囲はははは非非非非常常常常にににに狭狭狭狭まっていっているのまっていっているのまっていっているのまっていっているのですですですです。。。。 つつつついでにいでにいでにいでに、、、、現現現現段段段段階階階階でででで自動自動自動自動車車車車関連企業関連企業関連企業関連企業のののの数数数数をををを市市市市町村町村町村町村別別別別にみてみますとにみてみますとにみてみますとにみてみますと、、、、一一一一番番番番多多多多いのはいのはいのはいのは北九州市北九州市北九州市北九州市でででですすすす。。。。次次次次がががが中津中津中津中津市市市市。。。。それからおそれからおそれからおそれからお隣隣隣隣のののの苅苅苅苅田町田町田町田町がががが第第第第 3位位位位ですですですです。。。。ややややはりはりはりはり北九州北九州北九州北九州からからからから日日日日豊豊豊豊本本本本線線線線沿沿沿沿いといといといと、、、、筑筑筑筑豊豊豊豊をををを入入入入れたれたれたれた地域地域地域地域はははは成成成成長長長長のののの可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある産業地域産業地域産業地域産業地域といえるわけですといえるわけですといえるわけですといえるわけです。。。。 北九州市北九州市北九州市北九州市にににに限限限限ってってってって最最最最近近近近のののの立地動立地動立地動立地動向向向向をみますとをみますとをみますとをみますと、、、、新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵八八八八幡幡幡幡のののの構内構内構内構内にににに立地立地立地立地しているしているしているしている４４４４つつつつのののの部品部品部品部品メメメメーーーーカカカカーがーがーがーが注注注注目目目目されますされますされますされます。。。。これらこれらこれらこれら４４４４つつつつのののの部品部品部品部品メメメメーーーーカカカカーはーはーはーは、、、、新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵八八八八幡幡幡幡のシームのシームのシームのシームレレレレスススス工場工場工場工場のののの建建建建屋屋屋屋ををををリリリリースするースするースするースする形形形形でしていますのででしていますのででしていますのででしていますので、、、、新新新新規規規規のののの工場工場工場工場団地団地団地団地のののの開発開発開発開発をををを伴伴伴伴ったものではありませんったものではありませんったものではありませんったものではありません。。。。それからそれからそれからそれから、、、、新新新新日日日日鐵鐵鐵鐵とのとのとのとの関係関係関係関係でででで安安安安価価価価なななな電電電電力力力力とととと水水水水のののの供給供給供給供給がががが受受受受けられるけられるけられるけられるほほほほかかかか、、、、新新新新たなインフラたなインフラたなインフラたなインフラ整備整備整備整備をせずともをせずともをせずともをせずとも周周周周辺辺辺辺対策対策対策対策やややや警警警警備備備備がががが必要必要必要必要ないのでないのでないのでないので、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい立地戦立地戦立地戦立地戦略略略略といえるのではないでしといえるのではないでしといえるのではないでしといえるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 さてさてさてさて、、、、今日今日今日今日のののの本題本題本題本題ですがですがですがですが、、、、北九州北九州北九州北九州でででで環境環境環境環境のためにのためにのためにのために、、、、ももももちちちちろんろんろんろん自動自動自動自動車車車車絡絡絡絡みでみでみでみで、、、、何何何何ができるかといができるかといができるかといができるかということですうことですうことですうことです。。。。北九州北九州北九州北九州エエエエココココタタタタウウウウンにはンにはンにはンには先先先先ほほほほどのどのどのどの西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルさんサイクルさんサイクルさんサイクルさんやややや、、、、中小中小中小中小のののの解解解解体業体業体業体業者者者者のののの方方方方々々々々がががが集集集集まったまったまったまった団地団地団地団地があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは非非非非常常常常にににに大大大大きなきなきなきな意意意意味味味味があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。しれはしれはしれはしれはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、先先先先ほほほほどどどど西日西日西日西日本本本本オートオートオートオートリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの方方方方もももも言言言言われていましたけれどわれていましたけれどわれていましたけれどわれていましたけれど、、、、リユリユリユリユースのースのースのースの分野分野分野分野でもでもでもでも展開展開展開展開のののの余余余余地地地地ががががあるからですあるからですあるからですあるからです。。。。エエエエココココタタタタウウウウンがありますンがありますンがありますンがあります響響響響灘灘灘灘地地地地区区区区というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに広広広広大大大大なななな土土土土地地地地がありがありがありがありますのでますのでますのでますので、、、、そこでそこでそこでそこで自動自動自動自動車車車車のオークションをするなどのオークションをするなどのオークションをするなどのオークションをするなど、、、、よりよりよりより長長長長くくくく乗乗乗乗ってもらえるためのってもらえるためのってもらえるためのってもらえるための機機機機能能能能をををを持持持持っっっってくるというのはてくるというのはてくるというのはてくるというのは 1つつつつあるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、変変変変なななな話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、万万万万がががが一一一一、、、、オークションにオークションにオークションにオークションに出出出出品品品品してしてしてして流流流流れてもれてもれてもれても、、、、廃車廃車廃車廃車としてとしてとしてとしてリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする機機機機能能能能がすがすがすがすぐぐぐぐ近近近近くにあるわけですからくにあるわけですからくにあるわけですからくにあるわけですから、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にににに
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連連連連繋繋繋繋のとれたのとれたのとれたのとれた方方方方策策策策ではないかなとではないかなとではないかなとではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、北九州北九州北九州北九州はエはエはエはエココココタタタタウウウウンがあってンがあってンがあってンがあって、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつモノづくりのモノづくりのモノづくりのモノづくりの土壌土壌土壌土壌がありますがありますがありますがあります。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味ではではではでは、、、、リユリユリユリユースをさらにースをさらにースをさらにースをさらに進進進進めためためためた形形形形のののの、、、、自動自動自動自動車車車車業界業界業界業界でででで言言言言ううううリリリリビビビビルルルルドドドド分野分野分野分野もももも可能性可能性可能性可能性ははははあるのではないでしあるのではないでしあるのではないでしあるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。ドドドドライブシライブシライブシライブシャャャャフトというフトというフトというフトという部品部品部品部品においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、関関関関東東東東ののののほほほほうのうのうのうのメメメメーーーーカカカカーでーでーでーでははははリリリリビビビビルルルルドドドドがががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。このこのこのこのリリリリビビビビルルルルドドドドとはとはとはとは少少少少しししし劣劣劣劣化化化化したしたしたした部品部品部品部品をををを再再再再生生生生するわけですからするわけですからするわけですからするわけですから、、、、従従従従来来来来使使使使用用用用されてきたされてきたされてきたされてきた元元元元々々々々のののの部品部品部品部品をををを集集集集めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。元元元元々々々々のののの部品部品部品部品をあるをあるをあるをある一一一一定量定量定量定量北九州北九州北九州北九州でもでもでもでも集集集集めめめめることができれることができれることができれることができればばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように北九州北九州北九州北九州にはモノづくりのにはモノづくりのにはモノづくりのにはモノづくりの土壌土壌土壌土壌がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、こうこうこうこういったいったいったいった再再再再生加工生加工生加工生加工はきっとできるのではないかとはきっとできるのではないかとはきっとできるのではないかとはきっとできるのではないかと私私私私自身自身自身自身はははは期待期待期待期待していますしていますしていますしています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは北九州北九州北九州北九州にはにはにはには学研都市学研都市学研都市学研都市があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。学研都市学研都市学研都市学研都市にはにはにはには 3つつつつのののの大学大学大学大学がががが立地立地立地立地していますししていますししていますししていますし、、、、企業企業企業企業とのとのとのとの距離距離距離距離感感感感もももも非非非非常常常常にににに近近近近いのでいのでいのでいので、、、、産学連産学連産学連産学連携携携携もいろいろそこからもいろいろそこからもいろいろそこからもいろいろそこから生生生生まれてくまれてくまれてくまれてくるかとるかとるかとるかと思思思思いますいますいますいます。。。。ところでところでところでところで、、、、何何何何でこのでこのでこのでこの車車車車のののの写写写写真真真真をををを用用用用意意意意したかわかりますかしたかわかりますかしたかわかりますかしたかわかりますか？？？？このこのこのこの車車車車はトはトはトはトヨヨヨヨタタタタ
2000GT ですですですです。。。。今日今日今日今日はいみはいみはいみはいみじじじじくもパネラーのくもパネラーのくもパネラーのくもパネラーの方方方方々々々々もマグネシもマグネシもマグネシもマグネシウウウウムのムのムのムの話話話話題題題題がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、ぼぼぼぼくのくのくのくの記記記記憶憶憶憶、、、、小小小小学学学学校校校校のときののときののときののときの記記記記憶憶憶憶なんでなんでなんでなんで、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら間違間違間違間違っているかもしれませんがっているかもしれませんがっているかもしれませんがっているかもしれませんが、、、、たしかトたしかトたしかトたしかトヨヨヨヨタタタタ
2000GT がががが出出出出てきたときてきたときてきたときてきたとき、、、、ホホホホイールをマグネシイールをマグネシイールをマグネシイールをマグネシウウウウムでムでムでムでつつつつくるというプロジェクトがあったかとくるというプロジェクトがあったかとくるというプロジェクトがあったかとくるというプロジェクトがあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムというのはもうムというのはもうムというのはもうムというのはもう 40 年年年年前前前前からからからから実実実実はははは課課課課題題題題だだだだったわけですったわけですったわけですったわけですねねねね。。。。それそれそれそれがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか定定定定着着着着していなかったしていなかったしていなかったしていなかった。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの坂坂坂坂本本本本さんのさんのさんのさんの話話話話のののの資料資料資料資料にもにもにもにもちちちちょょょょっとありましたけれどもっとありましたけれどもっとありましたけれどもっとありましたけれども、、、、北九州北九州北九州北九州でもマグネシでもマグネシでもマグネシでもマグネシウウウウムのムのムのムの加工加工加工加工技術研究会技術研究会技術研究会技術研究会というのをもうというのをもうというのをもうというのをもう既既既既にににに立立立立ちちちち上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。活動内容活動内容活動内容活動内容はははは、、、、ここにここにここにここに書書書書いていますようにいていますようにいていますようにいていますように、、、、自動自動自動自動車車車車用用用用軽軽軽軽量量量量化化化化マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金等等等等のののの加工加工加工加工形成技術開発形成技術開発形成技術開発形成技術開発をををを主体主体主体主体としとしとしとしたたたた具具具具体的体的体的体的なテーマのなテーマのなテーマのなテーマの検討検討検討検討ということですということですということですということです。。。。ややややはりはりはりはり北九州北九州北九州北九州はモノづくりのはモノづくりのはモノづくりのはモノづくりの街街街街なのでなのでなのでなので、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金そのもののそのもののそのもののそのものの研究研究研究研究ではなくではなくではなくではなく、、、、このこのこのこの合合合合金金金金をどうをどうをどうをどう加工加工加工加工、、、、形成形成形成形成していくかしていくかしていくかしていくか、、、、成形成形成形成形していくかしていくかしていくかしていくか、、、、というというというという活動活動活動活動をををを今今今今、、、、スタートしておりますスタートしておりますスタートしておりますスタートしております。。。。きっきっきっきっちちちちりりりり、、、、産学産学産学産学官官官官のネッのネッのネッのネットワークもトワークもトワークもトワークも強化強化強化強化しておりしておりしておりしており、、、、現現現現在在在在 3 大大大大学学学学、、、、24 企業企業企業企業、、、、6機機機機関関関関がががが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ななななぜぜぜぜこのこのこのこの北九州北九州北九州北九州ででででややややるかというのはるかというのはるかというのはるかというのは、、、、加工加工加工加工のののの技術技術技術技術があるということとがあるということとがあるということとがあるということと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話でもあったようにでもあったようにでもあったようにでもあったように、、、、我我我我々々々々ののののほほほほうもうもうもうもややややっっっっぱぱぱぱりりりり将将将将来来来来はははは静静静静脈脈脈脈部部部部分分分分をををを取取取取りりりり込込込込んんんんだだだだ自動自動自動自動車車車車用用用用軽軽軽軽量量量量化化化化高高高高度度度度部部部部材材材材ババババリュリュリュリューーーーチチチチェーンのェーンのェーンのェーンの構築構築構築構築をしたいからですをしたいからですをしたいからですをしたいからです。。。。要要要要はははは、、、、廃車廃車廃車廃車からマグネシからマグネシからマグネシからマグネシウウウウムをムをムをムを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。それがまたそれがまたそれがまたそれがまたリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに回回回回すというのはすというのはすというのはすというのはややややはりはりはりはり目目目目標標標標としてとしてとしてとして持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。ですからですからですからですから、、、、ローローローローカカカカルであるルであるルであるルである北九州北九州北九州北九州であってもこういうマグネシであってもこういうマグネシであってもこういうマグネシであってもこういうマグネシウウウウムのムのムのムの研究研究研究研究というのはというのはというのはというのは十十十十分分分分にできるのではないかにできるのではないかにできるのではないかにできるのではないかとととと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、レベレベレベレベルがルがルがルが非非非非常常常常にににに小小小小さうえにさうえにさうえにさうえに、、、、文文文文系系系系のののの教教教教員員員員であるであるであるである私私私私ののののちちちちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした思思思思いいいいつつつつきできできできで始始始始めためためためた研究会研究会研究会研究会みたいなものなのでみたいなものなのでみたいなものなのでみたいなものなので、、、、あまりあまりあまりあまり大大大大それたことはそれたことはそれたことはそれたことは言言言言えないのですけれどもえないのですけれどもえないのですけれどもえないのですけれども、、、、実実実実はははは、、、、粉粉粉粉体技術体技術体技術体技術をををを活用活用活用活用したしたしたしたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル研究会研究会研究会研究会というのをというのをというのをというのを、、、、ややややはりはりはりはり学研都市学研都市学研都市学研都市のののの中中中中にあるにあるにあるにあるＦＦＦＦＡＩＳＡＩＳＡＩＳＡＩＳ（（（（財財財財団団団団法人法人法人法人北九州産北九州産北九州産北九州産業学術推進業学術推進業学術推進業学術推進機機機機構構構構））））ででででややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、粉粉粉粉体技術体技術体技術体技術、、、、要要要要はははは粉粉粉粉にするというにするというにするというにするという技術技術技術技術をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、何何何何かうまいかうまいかうまいかうまいリリリリサイクルができないかをサイクルができないかをサイクルができないかをサイクルができないかを検討検討検討検討するするするする研究会研究会研究会研究会ですですですです。。。。卑卑卑卑近近近近なななな例例例例でででで言言言言いまいまいまいますとすとすとすと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ササササメメメメのののの骨骨骨骨というのはというのはというのはというのは昔捨昔捨昔捨昔捨てていたわけですけれどもてていたわけですけれどもてていたわけですけれどもてていたわけですけれども、、、、あれをあれをあれをあれを粉粉粉粉にしにしにしにしたらたらたらたら健康健康健康健康食品食品食品食品になるのですになるのですになるのですになるのです。。。。健康健康健康健康食品食品食品食品はははは今高今高今高今高くくくく売売売売れるのでれるのでれるのでれるので十十十十分分分分ににににビビビビジネスになっていますジネスになっていますジネスになっていますジネスになっています。。。。粉粉粉粉にすることでにすることでにすることでにすることでリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、商商商商品品品品化化化化できるものというのはできるものというのはできるものというのはできるものというのは結結結結構構構構あるのですあるのですあるのですあるのです。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま北九州北九州北九州北九州にはそういうにはそういうにはそういうにはそういう粉粉粉粉体技術体技術体技術体技術をををを持持持持ったったったった企業企業企業企業がががが何何何何社社社社かあったのでかあったのでかあったのでかあったので、、、、これはこれはこれはこれは何何何何かできないかできないかできないかできないだだだだろうかとずっとろうかとずっとろうかとずっとろうかとずっと思思思思っていてっていてっていてっていて、、、、いろんないろんないろんないろんな企業企業企業企業さんとさんとさんとさんとディディディディススススカカカカッションをしてッションをしてッションをしてッションをして、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず今今今今、、、、製製製製紙紙紙紙スラッジとスラッジとスラッジとスラッジと塗塗塗塗料料料料カカカカスにスにスにスにつつつついてのいてのいてのいての粉粉粉粉体技体技体技体技術術術術をををを使使使使ったったったったリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを勉勉勉勉強強強強していますしていますしていますしています。。。。塗塗塗塗料料料料カカカカスというのはスというのはスというのはスというのは当然当然当然当然自動自動自動自動車工場車工場車工場車工場でもでもでもでも出出出出ますしますしますしますし、、、、自自自自
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動動動動車部品工場車部品工場車部品工場車部品工場でもでもでもでも出出出出ますますますます。。。。そこでそこでそこでそこで出出出出たたたた塗塗塗塗料料料料カカカカスをスをスをスを粉粉粉粉にすることでにすることでにすることでにすることで何何何何かかかかリリリリサイクサイクサイクサイクルできれルできれルできれルできればばばば非非非非常常常常にににに意意意意義義義義はははは大大大大きいときいときいときいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  もうもうもうもう時時時時間間間間ももももほほほほとんどないのですがとんどないのですがとんどないのですがとんどないのですが、、、、最後最後最後最後にもうにもうにもうにもう一一一一つコつコつコつコメメメメントさせてくントさせてくントさせてくントさせてくだだだださいさいさいさい。。。。北九州北九州北九州北九州のようなのようなのようなのようなローローローローカカカカルなルなルなルな地域地域地域地域でででで産学連産学連産学連産学連携携携携していくというのはしていくというのはしていくというのはしていくというのは、、、、技術技術技術技術ののののリリリリソソソソースースースースやややや人人人人材材材材のののの面面面面でででで難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分がありがありがありがありますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、もうもうもうもう一方一方一方一方でででで、、、、現現現現場場場場のののの創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫がわりとがわりとがわりとがわりと自自自自由由由由にににに発発発発揮揮揮揮できることできることできることできること。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった動動動動脈脈脈脈のののの拠点拠点拠点拠点とととと静静静静脈脈脈脈のののの拠点拠点拠点拠点のののの近接性近接性近接性近接性というようなというようなというようなというような優優優優位位位位性性性性もありますもありますもありますもあります。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、北九州北九州北九州北九州だだだだからからからからこそできるものもまこそできるものもまこそできるものもまこそできるものもまだだだだままままだだだだあるとあるとあるとあると私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。当然当然当然当然、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性だだだだとかスとかスとかスとかスピピピピーーーードドドド、、、、こういっこういっこういっこういったものもたものもたものもたものも地域地域地域地域のののの中中中中であれであれであれであればばばば発発発発揮揮揮揮ししししややややすすすすいいいい部部部部分分分分もありますもありますもありますもあります。。。。特特特特にににに、、、、ススススピピピピーーーードドドドににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発とマーとマーとマーとマーケケケケテテテティィィィングをングをングをングを同時同時同時同時進進進進行行行行していくことでしていくことでしていくことでしていくことで大大大大きなきなきなきな成成成成果果果果がががが出出出出せるのではないかとせるのではないかとせるのではないかとせるのではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味ではではではでは、、、、社会経済社会経済社会経済社会経済系系系系のののの自分自分自分自分がががが北九州北九州北九州北九州でででで産学連産学連産学連産学連携携携携のおのおのおのお手手手手伝伝伝伝いをしているいをしているいをしているいをしている意意意意味味味味もあるのもあるのもあるのもあるのかなとかなとかなとかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと駆駆駆駆けけけけ足足足足でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、私私私私ののののほほほほうからはうからはうからはうからは以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。時時時時間間間間がががが予予予予想以想以想以想以上上上上にににに進進進進んでおりましてんでおりましてんでおりましてんでおりまして、、、、あまりあまりあまりあまり余余余余裕裕裕裕がないんですけれがないんですけれがないんですけれがないんですけれどもどもどもども、、、、私私私私のパのパのパのパソソソソココココンをンをンをンを今今今今そこにそこにそこにそこにつつつつななななげげげげますますますます？？？？     

  皆皆皆皆様様様様にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたのをいたのをいたのをいたのを一一一一応応応応サマライズしサマライズしサマライズしサマライズしようかとようかとようかとようかと思思思思ったんですけどったんですけどったんですけどったんですけど、、、、そんそんそんそんなななな時時時時間間間間もなさそうなのでもなさそうなのでもなさそうなのでもなさそうなので、、、、私私私私のののの感感感感想想想想をををを簡簡簡簡単単単単にににに申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。今今今今、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、車車車車のののの燃燃燃燃料料料料がががが何何何何になになになになるかというのをるかというのをるかというのをるかというのを話話話話しししし出出出出すとすとすとすと一一一一番番番番おもしろいんですけどおもしろいんですけどおもしろいんですけどおもしろいんですけど、、、、それはそれはそれはそれはややややめめめめるとるとるとると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり資源的資源的資源的資源的なななな心心心心配配配配があるかなというがあるかなというがあるかなというがあるかなという気気気気がするんですがするんですがするんですがするんですねねねね。。。。先先先先ほほほほどどどどののののおおおお話話話話でででで、、、、2050 年年年年でででで世世世世界界界界人口人口人口人口をををを幾幾幾幾つつつつかにかにかにかに読読読読むむむむかにかにかにかによるんですがよるんですがよるんですがよるんですが、、、、私私私私はははは 80億億億億人人人人ぐぐぐぐらいかならいかならいかならいかなとととと、、、、思思思思っているとしますとっているとしますとっているとしますとっているとしますと、、、、車車車車はははは 16億億億億台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらいになるになるになるになるかかかかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。それがそれがそれがそれが資源的資源的資源的資源的ににににほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに足足足足りるのかりるのかりるのかりるのか。。。。特特特特にににに、、、、今今今今までまでまでまで車車車車というのはというのはというのはというのは、、、、鉄鉄鉄鉄とアルミとアルミとアルミとアルミとプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックックックック、、、、アルミはアルミはアルミはアルミはほほほほとんどとんどとんどとんど使使使使ってってってっていなかったいなかったいなかったいなかったのですがのですがのですがのですが、、、、最最最最近近近近少少少少しししし多多多多くなりましたがくなりましたがくなりましたがくなりましたが、、、、鉄鉄鉄鉄とプラスとプラスとプラスとプラスチチチチックックックック、、、、アルミアルミアルミアルミ、、、、それからそれからそれからそれから多多多多少少少少のののの銅銅銅銅とととと多多多多少少少少のののの鉛鉛鉛鉛ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったんですけったんですけったんですけったんですけれれれれどどどど、、、、最最最最近近近近だだだだとととと、、、、ニッニッニッニッケケケケルとかルとかルとかルとかリチリチリチリチウウウウムのムのムのムの電電電電池池池池用用用用、、、、それからモーターそれからモーターそれからモーターそれからモーターだだだだとネオジとネオジとネオジとネオジウウウウムムムムとととといういういういう特特特特殊殊殊殊元元元元素素素素もももも使使使使われますわれますわれますわれます。。。。こんなものがこんなものがこんなものがこんなものが足足足足りるのかりるのかりるのかりるのか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、車車車車のののの寿寿寿寿命命命命はどこまではどこまではどこまではどこまで延延延延ばばばばすことができるのかすことができるのかすことができるのかすことができるのか。。。。パーパーパーパーツツツツレベレベレベレベルのルのルのルのリユリユリユリユースみたいなものはどこまでできるのかースみたいなものはどこまでできるのかースみたいなものはどこまでできるのかースみたいなものはどこまでできるのか。。。。実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、ココココピピピピーーーーメメメメーーーーカカカカーーーーさんさんさんさんやややや OA機機機機器器器器メメメメーーーーカカカカーーーーさんはさんはさんはさんは最最最最近近近近ここのここのここのここの北九州北九州北九州北九州にもにもにもにもリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをややややっておられっておられっておられっておられ、、、、電電電電源源源源モジモジモジモジュュュュールなんかはールなんかはールなんかはールなんかはリユリユリユリユースをースをースをースを始始始始めてめてめてめていますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、車車車車はなかなかそうはなかなかそうはなかなかそうはなかなかそうもいかないですよもいかないですよもいかないですよもいかないですよねねねね。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに関関関関してでありますがしてでありますがしてでありますがしてでありますが、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法はははは、、、、自社自社自社自社のののの一一一一部部部部ののののチチチチームがームがームがームが解解解解体体体体までまでまでまで担当担当担当担当しているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、解解解解体設体設体設体設計計計計というのはすというのはすというのはすというのはすごごごごくくくく進進進進歩歩歩歩ししししましましましましたたたた。。。。ところがところがところがところが、、、、自動自動自動自動車車車車のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、実実実実はははは今回今回今回今回ここにおここにおここにおここにお見見見見えのえのえのえのおおおお二二二二方方方方ののののようにようにようにように、、、、つつつつくるくるくるくる側側側側とととと解解解解体体体体側側側側がががが違違違違うものですからうものですからうものですからうものですから、、、、そこでのそこでのそこでのそこでの連連連連携携携携があまりうまくいっていなくてがあまりうまくいっていなくてがあまりうまくいっていなくてがあまりうまくいっていなくて、、、、城城城城戸戸戸戸先先先先生生生生のののの中中中中にもにもにもにもちちちちょょょょっとこのっとこのっとこのっとこの辺辺辺辺のののの連連連連携携携携をとろうよというをとろうよというをとろうよというをとろうよという話話話話があったようにがあったようにがあったようにがあったように思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、そのそのそのその中中中中間間間間にににに、、、、何何何何かかかか適適適適当当当当なななな格格格格好好好好ででででココココンンンンソソソソーシアムができないかーシアムができないかーシアムができないかーシアムができないかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今はははは家家家家電電電電ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルでもそうなんですけでもそうなんですけでもそうなんですけでもそうなんですけれれれれどどどど、、、、日日日日本本本本だだだだけでできれけでできれけでできれけでできればばばばいいといういいといういいといういいという話話話話だだだだとととと簡簡簡簡単単単単なんですなんですなんですなんですがががが、、、、家家家家電電電電でもかなりのでもかなりのでもかなりのでもかなりの部部部部分分分分がががが海海海海外外外外にににに行行行行っていっていっていっているるるる。。。。車車車車ももうももうももうももうほほほほとんどとんどとんどとんど海海海海外外外外にににに行行行行くくくく。。。。そうなってくるとそうなってくるとそうなってくるとそうなってくると、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル商商商商品品品品なんてなんてなんてなんて、、、、これはどうするこれはどうするこれはどうするこれはどうするんんんんだだだだろうというろうというろうというろうという、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの話話話話ですですですですねねねね。。。。そうなりますとそうなりますとそうなりますとそうなりますと、、、、世世世世界界界界全全全全体体体体にににに対対対対してしてしてして、、、、このこのこのこの車車車車はこうはこうはこうはこうややややってってってってリリリリサイクルをするんサイクルをするんサイクルをするんサイクルをするんだだだだよというよというよというよという提提提提案案案案をするのがをするのがをするのがをするのが必要必要必要必要なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないかということになりますということになりますということになりますということになります。。。。
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それはそれはそれはそれは大体大体大体大体だだだだれがれがれがれがややややるんるんるんるんだだだだということになりますということになりますということになりますということになります。。。。あとあとあとあと、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金あたりですがあたりですがあたりですがあたりですが、、、、これこれこれこれはははは性能的性能的性能的性能的にすにすにすにすばばばばらしいんらしいんらしいんらしいんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、自動自動自動自動車車車車のようなグのようなグのようなグのようなグローバルローバルローバルローバル商商商商品品品品へへへへのののの適適適適用用用用はかなりはかなりはかなりはかなり難難難難しいんしいんしいんしいんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後ですがですがですがですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり車車車車もももも、、、、これこれこれこれぐぐぐぐらいらいらいらい資源資源資源資源をををを使使使使うようようようようになるとうになるとうになるとうになると、、、、ややややはりはりはりはり何何何何％％％％のののの鉄鉄鉄鉄をををを水水水水平平平平リリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはガガガガラスをラスをラスをラスを水水水水平平平平リリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、みみみみんなそのようなものをんなそのようなものをんなそのようなものをんなそのようなものを設設設設定定定定すすすすべべべべききききじゃじゃじゃじゃないないないないだだだだろうろうろうろうかかかか、、、、とととといういういういうようなようなようなようなことをことをことをことを思思思思ってってってってメメメメモをモをモをモをつつつつくってくってくってくってみましたみましたみましたみました。。。。 あまりあまりあまりあまり時時時時間間間間もないんですがもないんですがもないんですがもないんですが、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々、、、、何何何何かかかか、、、、どれかどれかどれかどれか選選選選んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいていていていて、、、、どれかどれかどれかどれかココココメメメメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いですがいですがいですがいですが、、、、いかがいかがいかがいかがごごごござざざざいましいましいましいましょょょょうかうかうかうか、、、、川口川口川口川口さんあたりからさんあたりからさんあたりからさんあたりからおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 川口部長川口部長川口部長川口部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。いいいいろいろろいろろいろろいろ課課課課題題題題をををを提提提提起起起起いたいたいたいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが自動自動自動自動車車車車、、、、物物物物づくりづくりづくりづくりにおけるにおけるにおけるにおける大大大大変変変変重要重要重要重要なななな課課課課題題題題だだだだとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。すすすすべべべべてのてのてのての課課課課題題題題ににににつつつついていていていて的的的的確確確確なおなおなおなお答答答答えができれえができれえができれえができればばばばよよよよろしいのですがろしいのですがろしいのですがろしいのですが、、、、短短短短時時時時間間間間でのでのでのでの説説説説明明明明はははは困困困困難難難難ですですですです。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、資源資源資源資源がどこまでもがどこまでもがどこまでもがどこまでもつつつつかということでかということでかということでかということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。CO2 のののの排排排排出出出出量量量量のののの低減低減低減低減とととと同時同時同時同時にににに、、、、将将将将来来来来資源資源資源資源がががが足足足足りるかどうかというのはりるかどうかというのはりるかどうかというのはりるかどうかというのは自動自動自動自動車車車車をををを製製製製造造造造すすすするるるる上上上上でででで、、、、大大大大変変変変重要重要重要重要なななな課課課課題題題題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど私私私私ののののほほほほうでうでうでうで申申申申しししし上上上上げげげげたたたた、、、、資源資源資源資源生生生生産性産性産性産性のののの向上取組向上取組向上取組向上取組みみみみということでということでということでということで、、、、たたたただだだだ工場工場工場工場からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだけをけをけをけをココココントロールするのではなくてントロールするのではなくてントロールするのではなくてントロールするのではなくて、、、、資源資源資源資源そのものをそのものをそのものをそのものを
100％％％％製製製製品品品品にににに、、、、そのそのそのその製製製製品品品品にににに使使使使われたものがわれたものがわれたものがわれたものが 100％％％％リリリリサイクルされることをサイクルされることをサイクルされることをサイクルされることを目指目指目指目指していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのそのためにためにためにためにややややはりはりはりはり排排排排出物出物出物出物をををを出出出出さないさないさないさない、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち資源資源資源資源をををを 100％％％％製製製製品品品品にににに使使使使うううう、、、、それをそれをそれをそれを可能可能可能可能にするにするにするにする製製製製品品品品設設設設計計計計、、、、材材材材料料料料のののの選選選選定定定定、、、、生生生生産技術産技術産技術産技術、、、、製製製製造造造造技術技術技術技術のののの向上向上向上向上等等等等、、、、すすすすべべべべてのてのてのての分野分野分野分野でこれをでこれをでこれをでこれを目指目指目指目指していくのがしていくのがしていくのがしていくのが、、、、私私私私どもどもどもども重重重重要要要要なななな取組取組取組取組みとみとみとみと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、坂坂坂坂本本本本さんさんさんさん、、、、何何何何かかかかごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら。。。。 

 坂坂坂坂本研究本研究本研究本研究ララララボボボボ長長長長 

  私私私私ののののほほほほうはうはうはうは、、、、このマグネシこのマグネシこのマグネシこのマグネシウウウウムムムム合合合合金金金金がががが自動自動自動自動車車車車のようなものにのようなものにのようなものにのようなものに果果果果たしてたしてたしてたして使使使使えるのかどうかというえるのかどうかというえるのかどうかというえるのかどうかという話話話話ににににつつつついてですがいてですがいてですがいてですが、、、、確確確確かにかにかにかに今今今今のののの、、、、現現現現在在在在のののの自動自動自動自動車車車車、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ススススチチチチールとアルミニールとアルミニールとアルミニールとアルミニウウウウムとプラスムとプラスムとプラスムとプラスチチチチッッッックククク、、、、ガガガガラスでできているものにマグネシラスでできているものにマグネシラスでできているものにマグネシラスでできているものにマグネシウウウウムにムにムにムに適適適適用用用用するというのはするというのはするというのはするというのは多多多多分分分分難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。ですですですですがががが、、、、そのときにはそのときにはそのときにはそのときには何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで、、、、つつつつまりまりまりまり材材材材料料料料革新革新革新革新があるということはがあるということはがあるということはがあるということは、、、、乗乗乗乗りりりり物物物物そのものがまたあそのものがまたあそのものがまたあそのものがまたあるるるる程程程程度度度度変変変変わらなきわらなきわらなきわらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。一一一一番番番番卑卑卑卑近近近近なななな例例例例でででで言言言言うとうとうとうと、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めているんですがめているんですがめているんですがめているんですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、自動自動自動自動車車車車はははは 5人人人人乗乗乗乗りのりのりのりの車車車車ををををぜぜぜぜいたくにいたくにいたくにいたくにつつつつくってくってくってくって、、、、それをそれをそれをそれを 1人人人人でででで通通通通勤勤勤勤にににに使使使使うというようなうというようなうというようなうというような話話話話はははは多多多多分分分分ないんないんないんないんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの車車車車がががが、、、、例例例例ええええばばばば 1人人人人でででで乗乗乗乗ることがることがることがることが多多多多けれけれけれければばばば、、、、通通通通勤勤勤勤にににに使使使使うううう車車車車はははは非非非非常常常常にににに小小小小さくてさくてさくてさくてココココンパクトなンパクトなンパクトなンパクトな、、、、1 人人人人乗乗乗乗りのりのりのりの自動自動自動自動車車車車ををををつつつつくるというようなくるというようなくるというようなくるというような話話話話にににになるなるなるなる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、例例例例ええええばばばば、、、、あるスあるスあるスあるスピピピピーーーードドドドでででで安安安安全全全全にににに移移移移動動動動するんするんするんするんだだだだというというというという話話話話になるとになるとになるとになると、、、、今今今今のののの自動自動自動自動車車車車じゃじゃじゃじゃないないないない形形形形のものにのものにのものにのものに変変変変わっていくんわっていくんわっていくんわっていくんじゃじゃじゃじゃないかというのがありますないかというのがありますないかというのがありますないかというのがあります。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、多多多多分分分分、、、、材材材材料料料料革新革新革新革新というのとシステムそのものがというのとシステムそのものがというのとシステムそのものがというのとシステムそのものが変変変変わっていくというのがわっていくというのがわっていくというのがわっていくというのが一一一一緒緒緒緒になるんになるんになるんになるんだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼があってがあってがあってがあって、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道だだだだとかとかとかとか船船船船のののの時代時代時代時代があってがあってがあってがあって、、、、アルミニアルミニアルミニアルミニウウウウムというムというムというムという材材材材料料料料があってがあってがあってがあって飛飛飛飛行機行機行機行機というものができてというものができてというものができてというものができて、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムというムというムというムという材材材材料料料料があってがあってがあってがあって、、、、それでそれでそれでそれで何何何何ができるんができるんができるんができるんだだだだろうというのをろうというのをろうというのをろうというのをもうもうもうもう少少少少しししし考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。そういうそういうそういうそういう観点観点観点観点かかかかららららややややらないとらないとらないとらないと、、、、今今今今のののの安安安安井井井井先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなかつつつつ
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ながらないんながらないんながらないんながらないんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  たたたただだだだ、、、、1 つだつだつだつだけけけけ申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムというムというムというムという材材材材料料料料はははは、、、、資源的資源的資源的資源的にににに見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、海海海海のののの水水水水のののの中中中中のののの溶溶溶溶けているけているけているけている塩塩塩塩分分分分のののの 30％％％％がマグネシがマグネシがマグネシがマグネシウウウウムですしムですしムですしムですし、、、、世世世世界界界界中中中中のののの石灰岩石灰岩石灰岩石灰岩、、、、大大大大陸陸陸陸のののの、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも多多多多分分分分たたたただだだだ 1つだつだつだつだけけけけ自自自自給給給給できるのできるのできるのできるのががががセセセセメメメメントのントのントのントの材材材材料料料料のののの石灰岩石灰岩石灰岩石灰岩でしてでしてでしてでして、、、、あれのあれのあれのあれの 30％％％％からもうからもうからもうからもう少少少少しししし少少少少ないないないない、、、、そのそのそのそのくらいはマグネシくらいはマグネシくらいはマグネシくらいはマグネシウウウウムなんですムなんですムなんですムなんですねねねね。。。。非非非非常常常常にににに入手入手入手入手ししししややややすいすいすいすい形形形形でたくさんあるということでたくさんあるということでたくさんあるということでたくさんあるということ。。。。それはそれはそれはそれは自自自自然然然然にににに非非非非常常常常にににに帰帰帰帰りりりりややややすいすいすいすい材材材材料料料料であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく非非非非常常常常にににに長長長長いいいい目目目目でででで見見見見たときのたときのたときのたときの資源資源資源資源かかかからららら考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、マグネシマグネシマグネシマグネシウウウウムというのはおそらくムというのはおそらくムというのはおそらくムというのはおそらく使使使使わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない材材材材料料料料になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。今今今今はははは難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを使使使使わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得なくなるなくなるなくなるなくなる時時時時期期期期はははは間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく来来来来るるるるだだだだろうとろうとろうとろうと考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。関社関社関社関社長長長長、、、、何何何何かかかかごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

 関社関社関社関社長長長長 

  資源循環資源循環資源循環資源循環またはまたはまたはまたは資源資源資源資源保保保保全全全全のののの観点観点観点観点からもからもからもからも、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく自動自動自動自動車車車車にににに使使使使用用用用されるされるされるされる原原原原材材材材料料料料もももも変変変変わってくるわってくるわってくるわってくるだだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。もっともっともっともっと国内国内国内国内にににに循環循環循環循環してしてしてして、、、、それがそれがそれがそれが水水水水平平平平型型型型のののの、、、、即即即即ちちちち自動自動自動自動車車車車そのもののそのもののそのもののそのものの素素素素材材材材としてもうとしてもうとしてもうとしてもう一度一度一度一度再再再再生生生生されるというされるというされるというされるという方方方方向向向向にににに行行行行かかかかざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないないだだだだろうろうろうろう、、、、とととと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今はははは、、、、随随随随分分分分多多多多くがくがくがくが中中中中古古古古車車車車のののの形形形形でででで海海海海外外外外にににに出出出出ていくとかていくとかていくとかていくとか、、、、一一一一部部品部部品部部品部部品のののの形形形形でででで海海海海外外外外にににに出出出出てててて行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、このこのこのこの資源流資源流資源流資源流出出出出にどこにどこにどこにどこかでブかでブかでブかでブレレレレーーーーキキキキがががが掛掛掛掛かりながらかりながらかりながらかりながら国内国内国内国内でででで循環循環循環循環することになりすることになりすることになりすることになり、、、、そのためにそのためにそのためにそのために必要必要必要必要なななな素素素素材材材材のののの選選選選択択択択だだだだとかとかとかとか、、、、社会的社会的社会的社会的なシステムなシステムなシステムなシステム等等等等がががが要要要要求求求求されてくるされてくるされてくるされてくる、、、、とととと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ではではではでは、、、、最後最後最後最後にににに、、、、城城城城戸戸戸戸先先先先生生生生。。。。 

 城城城城戸戸戸戸助助助助教授教授教授教授 

  私私私私がががが一一一一番番番番このこのこのこの中中中中でででで気気気気になったのはになったのはになったのはになったのは、、、、ココココピピピピーーーー機機機機屋屋屋屋さんがさんがさんがさんが、、、、最最最最近近近近ではではではでは電電電電源源源源モジモジモジモジュュュュールなどはールなどはールなどはールなどはリユリユリユリユーーーースというところですけれどもスというところですけれどもスというところですけれどもスというところですけれども、、、、自動自動自動自動車車車車もももも、、、、カカカカーエーエーエーエレレレレクトロニクスクトロニクスクトロニクスクトロニクス化化化化がここがここがここがここ何何何何年年年年間間間間かでものすかでものすかでものすかでものすごごごごくくくく進進進進んでいんでいんでいんでいましてましてましてまして、、、、モジモジモジモジュュュュールというかールというかールというかールというか、、、、ココココントロールントロールントロールントロールユユユユニットがたくさんニットがたくさんニットがたくさんニットがたくさん車車車車のののの中中中中にににに入入入入ってきていってきていってきていってきていますますますます。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、そういったそういったそういったそういったココココントロールントロールントロールントロールユユユユニットなんかをどうニットなんかをどうニットなんかをどうニットなんかをどうリリリリサイクルするのかサイクルするのかサイクルするのかサイクルするのか、、、、再再再再利用利用利用利用すすすするのかるのかるのかるのか、、、、それはいろんなパターンあるかとそれはいろんなパターンあるかとそれはいろんなパターンあるかとそれはいろんなパターンあるかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、かなりかなりかなりかなり高高高高度度度度なななな半半半半導体導体導体導体をををを使使使使っていたっていたっていたっていたりしますのでりしますのでりしますのでりしますので、、、、そこのところのそこのところのそこのところのそこのところの対対対対応応応応をををを今今今今からからからから積極的積極的積極的積極的にかかわっていくとにかかわっていくとにかかわっていくとにかかわっていくと非非非非常常常常におもしろいにおもしろいにおもしろいにおもしろいリリリリサイサイサイサイクルができるんクルができるんクルができるんクルができるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。何何何何時時時時ににににややややめれめれめれめればばばばいいのかよくわかっていないんですけどいいのかよくわかっていないんですけどいいのかよくわかっていないんですけどいいのかよくわかっていないんですけど、、、、あとあとあとあと五五五五、、、、六六六六分分分分はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももしこのしこのしこのしこの段段段段階階階階でででで何何何何かかかか足足足足らないらないらないらない部部部部分分分分とかとかとかとか、、、、ごごごご質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばば、、、、一一一一、、、、二二二二おおおお受受受受けしたいとけしたいとけしたいとけしたいと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。もしもしもしもしごごごご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方はこっはこっはこっはこっちちちちまでまでまでまで来来来来ていたていたていたていただだだだくことになりますけどくことになりますけどくことになりますけどくことになりますけど、、、、何何何何かかかかごごごござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  特特特特にににに問問問問題題題題ははははごごごござざざざいませんですかいませんですかいませんですかいませんですか。。。。実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、何何何何かまかまかまかまだだだだ抜抜抜抜けているけているけているけている部部部部分分分分はいくらでもあるはいくらでもあるはいくらでもあるはいくらでもある
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んですけどんですけどんですけどんですけど、、、、まとめとしていろいろなことをおっしまとめとしていろいろなことをおっしまとめとしていろいろなことをおっしまとめとしていろいろなことをおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだいたんですがいたんですがいたんですがいたんですが。。。。そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話でもでもでもでも、、、、坂坂坂坂本本本本さんのさんのさんのさんのごごごご指指指指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように、、、、車車車車というものがというものがというものがというものが大体大体大体大体今今今今のままのままのままのまま、、、、このままいかないこのままいかないこのままいかないこのままいかないんんんんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという話話話話ののののほほほほうがうがうがうがほほほほんとうなのかもしれないんですんとうなのかもしれないんですんとうなのかもしれないんですんとうなのかもしれないんですねねねね。。。。そのそのそのその辺辺辺辺までまでまでまで含含含含めるとめるとめるとめると、、、、2050年年年年をををを単単単単にににに台台台台数数数数だだだだけでけでけでけで言言言言っているんっているんっているんっているんじゃじゃじゃじゃだだだだめなのかもしれないんですけめなのかもしれないんですけめなのかもしれないんですけめなのかもしれないんですけれれれれどどどど、、、、それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに今今今今まとめておりますがまとめておりますがまとめておりますがまとめておりますが、、、、先先先先ほほほほどどどど関社関社関社関社長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた、、、、各各各各製製製製造造造造業業業業者者者者にににに対対対対してのしてのしてのしての要望要望要望要望というのはというのはというのはというのは正式正式正式正式にはにはにはには出出出出されているんですかされているんですかされているんですかされているんですか。。。。 

 関社関社関社関社長長長長 

  これはこれはこれはこれは随随随随分分分分機機機機会会会会としてはとしてはとしてはとしては多多多多くありましてくありましてくありましてくありまして、、、、当然当然当然当然おおおお話話話話はしておりますはしておりますはしておりますはしております。。。。しかししかししかししかし、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度のののの重重重重みみみみでででで聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだいているかといういているかといういているかといういているかという点点点点でででで、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては甚甚甚甚だだだだ判判判判断断断断ががががつつつつかないところがありますかないところがありますかないところがありますかないところがあります。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  まあまあまあまあ、、、、家家家家電電電電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ですとですとですとですと、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに自分自分自分自分のところにのところにのところにのところに返返返返ってきってきってきってきてみててみててみててみて初初初初めてめてめてめて、、、、自分自分自分自分でででで解解解解体体体体してみてしてみてしてみてしてみてややややりにくいというのがわかるみたいなんですよりにくいというのがわかるみたいなんですよりにくいというのがわかるみたいなんですよりにくいというのがわかるみたいなんですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに解解解解体体体体法法法法のののの研研研研究究究究だだだだけでけでけでけで随随随随分進分進分進分進んんんんだだだだということはありますのでということはありますのでということはありますのでということはありますので、、、、ややややはりはりはりはり一一一一部部部部はははは製製製製造造造造会社会社会社会社がががが自分自分自分自分ででででリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルするのをのをのをのを義義義義務務務務化化化化するのもいいのかもしれないするのもいいのかもしれないするのもいいのかもしれないするのもいいのかもしれないとととと思思思思ってはいるんですけってはいるんですけってはいるんですけってはいるんですけれれれれどどどど、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、商売商売商売商売はははは少少少少ししししあっあっあっあっちちちちへへへへ行行行行っっっっちちちちゃゃゃゃいますけどいますけどいますけどいますけどねねねね。。。。 

  あとあとあとあと、、、、会会会会場場場場ののののほほほほうでうでうでうで、、、、何何何何かかかかごごごご質問質問質問質問ごごごござざざざいませんかいませんかいませんかいませんか。。。。ああああ、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。所所所所属属属属とおとおとおとお名名名名前前前前をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 質問質問質問質問 

  私私私私、、、、ママママツツツツダのダのダのダの市市市市原原原原とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車さんにさんにさんにさんにちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお伺伺伺伺いしたいことがありましていしたいことがありましていしたいことがありましていしたいことがありまして、、、、ききききょょょょうもおうもおうもおうもお話話話話にありましたがにありましたがにありましたがにありましたが、、、、資源資源資源資源ということでということでということでということで、、、、日日日日本本本本はどうしてもはどうしてもはどうしてもはどうしても小小小小さいさいさいさい国国国国ですのでですのでですのでですので資源資源資源資源にはにはにはには限限限限りがありましてりがありましてりがありましてりがありまして、、、、今今今今、、、、材材材材料料料料でいきますとでいきますとでいきますとでいきますと、、、、石石石石油油油油依依依依存存存存性性性性がとてもありますががとてもありますががとてもありますががとてもありますが、、、、御御御御社社社社ではではではではポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸とかのとかのとかのとかの精精精精製製製製をををを国内国内国内国内でででで行行行行ってってってって、、、、石石石石油油油油依依依依存存存存性性性性をををを下下下下げげげげていこうというようなていこうというようなていこうというようなていこうというような取取取取りりりり組組組組みをされていますがみをされていますがみをされていますがみをされていますが、、、、今後今後今後今後はははは、、、、ポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸のののの生生生生産産産産とかとかとかとか、、、、どのようにどのようにどのようにどのように進進進進めていくようなめていくようなめていくようなめていくような考考考考えでおられるのかえでおられるのかえでおられるのかえでおられるのか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただだだだきたいんですがきたいんですがきたいんですがきたいんですが。。。。 

 川口部長川口部長川口部長川口部長 

  具具具具体的体的体的体的にはおにはおにはおにはお答答答答えできませんがえできませんがえできませんがえできませんが、、、、一一一一部部部部、、、、部品部品部品部品メメメメーーーーカカカカーさんーさんーさんーさん、、、、材材材材料料料料メメメメーーーーカカカカーさんのーさんのーさんのーさんのほほほほうでうでうでうで既既既既にそにそにそにそういうおういうおういうおういうお取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっているというっているというっているというっているという可能性可能性可能性可能性はありまはありまはありまはありますすすす。。。。 

 質問質問質問質問 

  何何何何かかかかポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸工場工場工場工場をををを稼稼稼稼動動動動されているというされているというされているというされているという話話話話をををを聞聞聞聞いたんですがいたんですがいたんですがいたんですが、、、、ポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸、、、、ササササツツツツマイモとかマイモとかマイモとかマイモとか、、、、そういうようなものからそういうようなものからそういうようなものからそういうようなものからつつつつくられるというくられるというくられるというくられるという工場工場工場工場をををを建建建建てられているんですがてられているんですがてられているんですがてられているんですが、、、、それはそれはそれはそれは実際実際実際実際にもうにもうにもうにもう稼稼稼稼動動動動とかはしていらっしとかはしていらっしとかはしていらっしとかはしていらっしゃゃゃゃるんですかるんですかるんですかるんですか。。。。材材材材料的料的料的料的なななな……。。。。 

 川口部長川口部長川口部長川口部長 

  私私私私のののの記記記記憶憶憶憶ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの内内内内製製製製工場工場工場工場のののの中中中中ではではではでは、、、、ちちちちょょょょっとそういったっとそういったっとそういったっとそういった工工工工程程程程というというというというのはまのはまのはまのはまだだだだ実実実実在在在在しないとしないとしないとしないと。。。。たたたただだだだ、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ今今今今、、、、部品部品部品部品メメメメーーーーカカカカーさんとかーさんとかーさんとかーさんとか材材材材料料料料メメメメーーーーカカカカーさんのーさんのーさんのーさんのほほほほうでうでうでうで既既既既
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にそういうおにそういうおにそういうおにそういうお取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっているというっているというっているというっているという可能性可能性可能性可能性はあるんではないかというはあるんではないかというはあるんではないかというはあるんではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。 

 質問質問質問質問 

  わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 安安安安井副井副井副井副学学学学長長長長 

  ポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸はははは、、、、ちちちちょょょょっとマニアックなっとマニアックなっとマニアックなっとマニアックな話話話話ですけどですけどですけどですけど、、、、携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話にはなるけどにはなるけどにはなるけどにはなるけど、、、、車車車車にはにはにはにはややややっっっっぱぱぱぱりりりりポリポリポリポリオオオオレレレレフフフフィィィィンンンンじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですかねねねね。。。。ポリポリポリポリ乳乳乳乳酸酸酸酸というのはすというのはすというのはすというのはすごごごごくくくく使使使使いにくいいにくいいにくいいにくい樹樹樹樹脂脂脂脂だだだだからからからから、、、、とととと、、、、私私私私などはなどはなどはなどは思思思思いますけどいますけどいますけどいますけどねねねね。。。。 

  どなたかどなたかどなたかどなたか、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、いかがでいかがでいかがでいかがでごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

  よろしよろしよろしよろしゅゅゅゅううううごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、終終終終わってしまってよろしいですかわってしまってよろしいですかわってしまってよろしいですかわってしまってよろしいですか。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方かかかからららら最後最後最後最後ににににひひひひととととつつつつ、、、、まとめをまとめをまとめをまとめをぜひぜひぜひぜひ言言言言いたいといういたいといういたいといういたいという方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃれれれればばばば、、、、おおおお受受受受けしたいとけしたいとけしたいとけしたいと思思思思いますけいますけいますけいますけどどどど、、、、どなたかどなたかどなたかどなたか、、、、何何何何かおっしかおっしかおっしかおっしゃゃゃゃりたいことはりたいことはりたいことはりたいことは。。。。川口川口川口川口さんさんさんさん、、、、何何何何かもしあれかもしあれかもしあれかもしあればばばば。。。。よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。あるあるあるあるいはいはいはいは、、、、城城城城戸戸戸戸先先先先生生生生、、、、このこのこのこの地地地地場場場場をもうをもうをもうをもう一一一一つつつつ、、、、何何何何かするというようなかするというようなかするというようなかするというような意意意意味味味味でででで、、、、まとめをまとめをまとめをまとめを最後最後最後最後にににに言言言言っていっていっていっていたたたただだだだけれけれけれければばばば。。。。いいですかいいですかいいですかいいですか。。。。 

  自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はははは北九州北九州北九州北九州がががが中中中中心心心心地地地地になるというのはになるというのはになるというのはになるというのは、、、、おそらくここのおそらくここのおそらくここのおそらくここの地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にとってにとってにとってにとってほほほほんとんとんとんとうにうにうにうに重要重要重要重要なななな話話話話だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、自動自動自動自動車車車車というのはすそというのはすそというのはすそというのはすそ野野野野のののの広広広広さでさでさでさで有有有有名名名名なななな産業産業産業産業ででででごごごござざざざいますかいますかいますかいますからららら、、、、おそらくいろんなところにそのよいおそらくいろんなところにそのよいおそらくいろんなところにそのよいおそらくいろんなところにそのよい影響影響影響影響がががが出出出出るんるんるんるんだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ここにここにここにここにちちちちょょょょっとっとっとっと書書書書かせてかせてかせてかせていたいたいたいただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、長長長長期期期期的的的的なななな視視視視野野野野というのはおそらくというのはおそらくというのはおそらくというのはおそらく重要重要重要重要なななな産業産業産業産業ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜぜぜぜひひひひ地地地地場場場場でででで頑頑頑頑張張張張っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは東京東京東京東京ののののほほほほうからうからうからうから、、、、遠遠遠遠くからくからくからくから眺眺眺眺めていたいとめていたいとめていたいとめていたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ということでということでということでということで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時時時時間間間間がががが押押押押しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、まことにまことにまことにまことに申申申申しわけしわけしわけしわけごごごござざざざいませんでしたがいませんでしたがいませんでしたがいませんでしたが、、、、最後最後最後最後にににに、、、、4 人人人人のパネのパネのパネのパネリリリリストのストのストのストの方方方方にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度拍拍拍拍手手手手をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、終終終終わりにしたいとわりにしたいとわりにしたいとわりにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  安安安安井井井井先先先先生生生生、、、、それからそれからそれからそれからパネパネパネパネリリリリストストストストのののの皆皆皆皆様様様様、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりましてフォーラムににわたりましてフォーラムににわたりましてフォーラムににわたりましてフォーラムに最後最後最後最後までまでまでまでごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだききききましてましてましてまして、、、、ほほほほんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・北北北北九州九州九州九州をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、おおおお隣隣隣隣のののの新新新新館館館館ののののほほほほううううでででで、「、「、「、「エエエエココココ・テクノ・テクノ・テクノ・テクノ 2006」」」」をををを、、、、5 時時時時までまでまでまで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ままままだごだごだごだご視視視視察察察察なさっていないなさっていないなさっていないなさっていない方方方方はよろしくおはよろしくおはよろしくおはよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、エエエエココココ・テクノ・テクノ・テクノ・テクノ、、、、23 日日日日までまでまでまで開催開催開催開催ししししておりますておりますておりますております。。。。23 日日日日のののの日日日日はははは子子子子供供供供向向向向けのイけのイけのイけのイベベベベントントントント等等等等ももももごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、隣隣隣隣のののの国際会国際会国際会国際会場場場場におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物学会学会学会学会のののの研究発研究発研究発研究発表表表表会会会会がががが行行行行われておりましてわれておりましてわれておりましてわれておりまして、、、、あすあすあすあす 1時時時時からからからから、「、「、「、「環境環境環境環境リリリリスクにスクにスクにスクにつつつついいいいてててて考考考考えるえるえるえる」」」」というテーマでというテーマでというテーマでというテーマで特特特特別別別別シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを開催開催開催開催いたしまいたしまいたしまいたしますすすす。。。。よろしけれよろしけれよろしけれよろしければごばごばごばご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょょょょうはどうもありがとううはどうもありがとううはどうもありがとううはどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 

――    了了了了    ―― 
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ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム・イン・・イン・・イン・・イン・真庭真庭真庭真庭 ～～～～バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域振興地域振興地域振興地域振興～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2007 年年年年 2 月月月月 23日日日日（（（（金金金金））））11:00－－－－17:30 場所場所場所場所    ：：：：    久久久久世世世世エスパスエスパスエスパスエスパスホホホホールールールール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            井手井手井手井手紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎 氏氏氏氏      真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長 

                            藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸     氏氏氏氏       国際連合国際連合国際連合国際連合大学大学大学大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「森森森森からからからから未来未来未来未来をををを見見見見るるるる」」」」 

C.W.ニニニニココココルルルル 氏氏氏氏            財財財財団団団団法人法人法人法人 C.W.ニニニニココココル・アフル・アフル・アフル・アファァァァンのンのンのンの森森森森財財財財団団団団理理理理事事事事長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演 2        「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展とバイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマス利用利用利用利用」」」」 

                            泊泊泊泊みゆきみゆきみゆきみゆき     氏氏氏氏            NPO法人法人法人法人バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク理理理理事事事事長長長長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域振興地域振興地域振興地域振興」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 竹竹竹竹林林林林征雄征雄征雄征雄     氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼゼゼゼロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラム運営委員運営委員運営委員運営委員                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             渋渋渋渋澤澤澤澤寿寿寿寿一一一一     氏氏氏氏            NPO法人樹木法人樹木法人樹木法人樹木・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク協会協会協会協会専専専専務理務理務理務理事事事事                             古古古古林林林林伸伸伸伸美美美美     氏氏氏氏            湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館協協協協同組同組同組同組合合合合理理理理事事事事長長長長                             長田正之長田正之長田正之長田正之     氏氏氏氏            真庭真庭真庭真庭バイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー㈱㈱㈱㈱取取取取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長                             末松広末松広末松広末松広行行行行     氏氏氏氏            農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省大大大大臣官房臣官房臣官房臣官房環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長 

                           井井井井手手手手紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎  氏氏氏氏            真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長 

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

 閉閉閉閉会会会会                    高田浩高田浩高田浩高田浩一一一一    g 氏氏氏氏            真庭市真庭市真庭市真庭市助役助役助役助役 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 開会開会開会開会あいさあいさあいさあいさつつつつ 司司司司会会会会     初初初初めにめにめにめに、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長のののの井手井手井手井手紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎ががががごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 井手井手井手井手市市市市長長長長 
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    皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、おはようおはようおはようおはようごごごござざざざいますいますいますいます。。。。真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長のののの井手井手井手井手紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・ンフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭をををを開催開催開催開催いたしましたところいたしましたところいたしましたところいたしましたところ、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに大大大大勢勢勢勢のののの方方方方々々々々、、、、おおおお越越越越ししししをををを賜賜賜賜りましたりましたりましたりました。。。。そのことにまずそのことにまずそのことにまずそのことにまず心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。またまたまたまた、、、、日日日日ごごごごろろろろ、、、、市市市市政政政政推進推進推進推進にににに対対対対しましてもしましてもしましてもしましても大大大大変変変変ななななごごごご支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいておりますことにいておりますことにいておりますことにいておりますことに、、、、このこのこのこの際際際際、、、、厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     このフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと真庭市真庭市真庭市真庭市がががが主催主催主催主催するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ国連大学国連大学国連大学国連大学にはにはにはには大大大大変変変変ななななごごごご支援支援支援支援をををを賜賜賜賜ったわけでありましてったわけでありましてったわけでありましてったわけでありまして、、、、実実実実はははは、、、、ききききょょょょうパネルうパネルうパネルうパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのほほほほうでうでうでうでココココーーーーディディディディネネネネーターをおーターをおーターをおーターをお務務務務めいためいためいためいただだだだくことになっておりますくことになっておりますくことになっておりますくことになっております国連大学国連大学国連大学国連大学のののの竹竹竹竹林林林林先先先先生生生生がががが、、、、昨昨昨昨年年年年秋秋秋秋にににに真庭市真庭市真庭市真庭市におにおにおにお越越越越ししししになられましてになられましてになられましてになられまして、、、、私私私私のののの市市市市長室長室長室長室でいろいろおでいろいろおでいろいろおでいろいろお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだくくくく機機機機会会会会がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市ののののほほほほううううではではではでは、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したしたしたした町町町町づくりづくりづくりづくり、、、、産業興産業興産業興産業興しししし、、、、いわゆるバイオマスタいわゆるバイオマスタいわゆるバイオマスタいわゆるバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの実現実現実現実現ををををややややっっっっておられるておられるておられるておられる、、、、ぜひぜひぜひぜひこのテーマでフォーラムをこのテーマでフォーラムをこのテーマでフォーラムをこのテーマでフォーラムをややややろうではないかとろうではないかとろうではないかとろうではないかと、、、、このようなこのようなこのようなこのようなごごごご提言提言提言提言をいたをいたをいたをいただだだだききききましてましてましてまして、、、、私私私私にいたしますとにいたしますとにいたしますとにいたしますと、、、、まさにまさにまさにまさに我我我我がががが意意意意をををを得得得得たりとたりとたりとたりと、、、、こういうこういうこういうこういう気気気気持持持持ちちちちでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、話話話話がまとがまとがまとがまとまりまりまりまり、、、、実実実実はきはきはきはきょょょょうううう、、、、そのそのそのその日日日日になったわけでありますになったわけでありますになったわけでありますになったわけであります。。。。竹竹竹竹林林林林先先先先生生生生にはにはにはには大大大大変変変変ありがたくありがたくありがたくありがたく、、、、おおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     真庭市真庭市真庭市真庭市もももも、、、、ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したしたしたした町町町町づくりをづくりをづくりをづくりを市市市市政政政政のののの最重要課最重要課最重要課最重要課題題題題のののの 1つつつつにににに位位位位置置置置づけているわけでありましてづけているわけでありましてづけているわけでありましてづけているわけでありまして、、、、市市市市がががが発発発発足足足足以以以以来来来来、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな準準準準備備備備をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそのこのこのこのことによってとによってとによってとによって、、、、国国国国のおのおのおのお墨墨墨墨付付付付きでありますバイオマスタきでありますバイオマスタきでありますバイオマスタきでありますバイオマスタウウウウンにンにンにンに認認認認定定定定していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。岡山県岡山県岡山県岡山県ではではではでは最最最最初初初初、、、、1 番番番番目目目目、、、、中中中中国地方国地方国地方国地方ではではではでは 2 番番番番目目目目というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、まさにこのまさにこのまさにこのまさにこの取取取取りりりり組組組組みはこのみはこのみはこのみはこの近近近近辺辺辺辺でででではははは先進地域先進地域先進地域先進地域とととと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。数数数数年年年年前前前前まではまではまではまでは、、、、バイオマスということがバイオマスということがバイオマスということがバイオマスということが地域地域地域地域づくづくづくづくりのりのりのりの素素素素材材材材になるなどということはあまりになるなどということはあまりになるなどということはあまりになるなどということはあまり考考考考えたこともなかったわけでありますがえたこともなかったわけでありますがえたこともなかったわけでありますがえたこともなかったわけでありますが、、、、非非非非常常常常にににに急急急急にににに、、、、このバイオマスというものがこのバイオマスというものがこのバイオマスというものがこのバイオマスというものが注注注注目目目目されされされされ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ややややはりはりはりはり地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの防止防止防止防止にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中にバイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは森森森森林林林林、、、、木木木木材材材材産業産業産業産業、、、、そうしたものがそうしたものがそうしたものがそうしたものが大大大大変変変変有効有効有効有効であるということであるということであるということであるということででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのようなそのようなそのようなそのような観点観点観点観点からからからから我我我我々々々々のののの地域地域地域地域でもでもでもでも新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業をををを興興興興そうではないかそうではないかそうではないかそうではないか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはこれをこれをこれをこれをつつつつかってかってかってかって地域興地域興地域興地域興しをしようではないかしをしようではないかしをしようではないかしをしようではないか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには地球環境地球環境地球環境地球環境にににに貢献貢献貢献貢献できるのではできるのではできるのではできるのではないかないかないかないか、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことで今今今今いろいろといろいろといろいろといろいろとややややっているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。 ききききょょょょうのフォーラムもうのフォーラムもうのフォーラムもうのフォーラムも、、、、バイオマスとはバイオマスとはバイオマスとはバイオマスとは何何何何ぞやぞやぞやぞや、、、、バイオマスはどのようにバイオマスはどのようにバイオマスはどのようにバイオマスはどのように我我我我々々々々のののの暮暮暮暮らしにらしにらしにらしにつつつつなななながってくるのかがってくるのかがってくるのかがってくるのか。。。。果果果果たしてたしてたしてたして新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業はできるのかどうかはできるのかどうかはできるのかどうかはできるのかどうか、、、、などなどなどなどなどなどなどなど、、、、たくさんなテーマがたくさんなテーマがたくさんなテーマがたくさんなテーマが盛盛盛盛りりりりだだだだくさんでくさんでくさんでくさんでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ごごごご承承承承知知知知のニのニのニのニココココルさんルさんルさんルさんやややや泊泊泊泊さんのさんのさんのさんの基調基調基調基調講演講演講演講演ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ひひひひととととつつつつ、、、、1 日日日日、、、、かなりかなりかなりかなり長長長長丁丁丁丁場場場場になりまになりまになりまになりますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、十十十十分分分分にににに勉勉勉勉強強強強していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、またまたまたまた私私私私自身自身自身自身もももも大大大大いにいにいにいに勉勉勉勉強強強強させていさせていさせていさせていたたたただだだだいていていていて、、、、これからのこれからのこれからのこれからの市市市市政政政政をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方からもおからもおからもおからもお力力力力添添添添えをいたえをいたえをいたえをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  本本本本日日日日おおおお越越越越しをいたしをいたしをいたしをいただだだだきましたこときましたこときましたこときましたこと、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長のののの藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸ががががごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげるがるがるがるが本本本本意意意意ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、所所所所用用用用によりによりによりにより出席出席出席出席できないためできないためできないためできないため、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォォォォーラムアーラムアーラムアーラムアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーー、、、、工工工工学学学学博士博士博士博士、、、、坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一ががががごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 
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 坂坂坂坂本国連大学本国連大学本国連大学本国連大学ゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアドドドドバイバイバイバイザザザザーーーー 

  皆皆皆皆様様様様、、、、おはようおはようおはようおはようごごごござざざざいますいますいますいます。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介ががががごごごござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムのォーラムのォーラムのォーラムの藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長がががが外外外外国国国国出出出出張張張張のためにのためにのためにのために、、、、預預預預かりましたかりましたかりましたかりましたごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつ文文文文をををを私私私私がががが代代代代読読読読させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  「「「「このたびこのたびこのたびこのたび、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭のののの開催開催開催開催にににに当当当当たりたりたりたり、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムをミッションフォーラムをミッションフォーラムをミッションフォーラムを代表代表代表代表してしてしてして一言一言一言一言ごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというココココンンンンセセセセプトはプトはプトはプトは、、、、1994 年年年年にスタートしましたにスタートしましたにスタートしましたにスタートしました国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。2000 年年年年にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション運運運運動動動動をををを日日日日本本本本初初初初のののの運運運運動動動動としとしとしとしてててて国内国内国内国内外外外外にににに広広広広めるためにめるためにめるためにめるために、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、学会学会学会学会、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの 3つつつつのグループからなるゼロエミッショのグループからなるゼロエミッショのグループからなるゼロエミッショのグループからなるゼロエミッションフォーラムをンフォーラムをンフォーラムをンフォーラムを設立設立設立設立いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

  このたびこのたびこのたびこのたび、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市におきましてバイオマスをにおきましてバイオマスをにおきましてバイオマスをにおきましてバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業のののの地域地域地域地域のののの新新新新興興興興ををををうたいましてフォーラムをうたいましてフォーラムをうたいましてフォーラムをうたいましてフォーラムを開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますことはきますことはきますことはきますことは、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市にとりましてもにとりましてもにとりましてもにとりましても、、、、またまたまたまた国連大国連大国連大国連大学学学学ゼロエミッションフォーラムにとりましてもゼロエミッションフォーラムにとりましてもゼロエミッションフォーラムにとりましてもゼロエミッションフォーラムにとりましても、、、、まことにまことにまことにまことに大大大大きいきいきいきい意意意意義義義義があるこがあるこがあるこがあることととととととと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりますすすす。。。。それはそれはそれはそれは、、、、我我我我々々々々のののの住住住住むむむむ緑緑緑緑のののの地球地球地球地球のののの存存存存続続続続がががが危危危危ぶぶぶぶまれているまれているまれているまれている今日今日今日今日、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したしたしたした地域形成地域形成地域形成地域形成はははは、、、、そのそのそのその危危危危機機機機をクをクをクをクリリリリアするためのアするためのアするためのアするための大大大大きいきいきいきい原原原原動力動力動力動力のののの 1つつつつになるからでありますになるからでありますになるからでありますになるからであります。。。。 

  ごごごご出席出席出席出席のののの皆皆皆皆様様様様方方方方ががががごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、20 世世世世紀紀紀紀はははは、、、、世世世世界各国界各国界各国界各国がががが大大大大きいきいきいきい経済発展経済発展経済発展経済発展をををを遂遂遂遂げげげげてててて、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな文文文文明明明明とととと生生生生活活活活をををを享享享享受受受受することができるようになりましたがすることができるようになりましたがすることができるようになりましたがすることができるようになりましたが、、、、そのそのそのその反反反反面面面面、、、、化化化化石石石石エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの過過過過剰剰剰剰使使使使用用用用にににによりよりよりより、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化ガガガガスをスをスをスを大大大大量量量量にににに発発発発生生生生させてさせてさせてさせて、、、、世世世世界的界的界的界的なななな温暖温暖温暖温暖化化化化をををを招招招招くとともにくとともにくとともにくとともに、、、、金金金金属属属属鉱鉱鉱鉱石石石石などのなどのなどのなどの鉱鉱鉱鉱物物物物資資資資源源源源のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、森森森森林林林林資源資源資源資源やややや水水水水産資源産資源産資源産資源というというというという自自自自然然然然資源資源資源資源をもをもをもをも過過過過剰剰剰剰にににに使使使使用用用用しししし、、、、地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯枯枯枯渇渇渇渇をををを招招招招きききき、、、、またまたまたまた、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄とととと相相相相まってまってまってまって、、、、地球的地球的地球的地球的なななな環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化をををを引引引引きききき起起起起こしておりますこしておりますこしておりますこしております。。。。 

  言言言言葉葉葉葉をををを変変変変えれえれえれえればばばば、、、、人類人類人類人類はははは、、、、歴歴歴歴史史史史上上上上初初初初めてめてめてめて地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にににに直直直直面面面面しておりますしておりますしておりますしております。。。。現現現現在在在在はははは、、、、人口人口人口人口がががが爆爆爆爆発発発発的的的的にににに増増増増加加加加するするするする中中中中でででで、、、、資源資源資源資源ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、環境環境環境環境のののの悪悪悪悪化化化化をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、南南南南北北北北問問問問題題題題をををを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながら、、、、人人人人類類類類のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる幸幸幸幸せのせのせのせの増増増増加加加加をををを同時同時同時同時にににに解解解解決決決決するためのするためのするためのするための新新新新しいしいしいしい地球地球地球地球文文文文明明明明、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会をををを構築構築構築構築するためのするためのするためのするための文文文文明明明明がががが求求求求められているめられているめられているめられている時時時時期期期期にあるとにあるとにあるとにあると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  このようなこのようなこのようなこのような環境環境環境環境下下下下にあってにあってにあってにあって、、、、太陽太陽太陽太陽がががが育育育育ててくれるバイオマスててくれるバイオマスててくれるバイオマスててくれるバイオマス資源資源資源資源をををを再再再再生生生生可能可能可能可能なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーーーー源源源源、、、、マテマテマテマテリリリリアアアアルルルル素素素素材材材材としてとしてとしてとして活用活用活用活用することのできるすることのできるすることのできるすることのできる社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すことはすことはすことはすことは極極極極めてめてめてめて大大大大きいきいきいきい意意意意義義義義がありがありがありがあり、、、、これなくしてはこれなくしてはこれなくしてはこれなくしては循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの実現実現実現実現はははは不不不不可能可能可能可能であるとであるとであるとであると言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうううう。。。。政府政府政府政府、、、、特特特特にににに農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省はははは、、、、このことのこのことのこのことのこのことの地球的地球的地球的地球的意意意意義義義義をいをいをいをいちちちち早早早早くくくく理理理理解解解解されされされされ、、、、1981 年以降年以降年以降年以降、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源のののの活活活活用用用用をををを目指目指目指目指したしたしたした総総総総合合合合プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを取取取取りりりり上上上上げげげげられていますられていますられていますられています。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、政府政府政府政府はははは、、、、このこのこのこの構想構想構想構想をををを強化強化強化強化するするするするためにためにためにために、、、、2002 年年年年にバイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマス日日日日本本本本をををを閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定しししし、、、、重重重重点点点点戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとして推進推進推進推進されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市がががが地域森地域森地域森地域森林林林林資源資源資源資源、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを十十十十二二二二分分分分にににに活用活用活用活用したバイオマスしたバイオマスしたバイオマスしたバイオマスタタタタウウウウンをンをンをンを構築構築構築構築してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの発展発展発展発展とととと雇雇雇雇用用用用のののの増増増増大大大大をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止とととと地球環境地球環境地球環境地球環境へへへへのののの貢献貢献貢献貢献もももも目指目指目指目指すすすす計画計画計画計画をををを推進推進推進推進されておられることにされておられることにされておられることにされておられることに心心心心からからからから敬敬敬敬意意意意をををを表表表表するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。特特特特にににに、、、、このこのこのこの構想構想構想構想がががが単単単単にににに行政行政行政行政のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、地域産業界地域産業界地域産業界地域産業界、、、、市民市民市民市民もももも共共共共同同同同してしてしてして、、、、真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域がががが一一一一丸丸丸丸となってこのとなってこのとなってこのとなってこの計画計画計画計画をををを推進推進推進推進さささされておられることにれておられることにれておられることにれておられることに大大大大きいきいきいきい感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けるものでありますけるものでありますけるものでありますけるものであります。。。。 

  本本本本日日日日はははは、、、、外外外外国国国国出出出出張張張張のためフォーラムにのためフォーラムにのためフォーラムにのためフォーラムに参加参加参加参加できないことをできないことをできないことをできないことを残残残残念念念念にににに思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をくをくをくをくだだだださいますニさいますニさいますニさいますニココココルルルル様様様様、、、、泊泊泊泊様様様様をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、事事事事例例例例発発発発表表表表ややややパネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションにごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますバきますバきますバきますバイオマスイオマスイオマスイオマス資源資源資源資源のののの利用技術利用技術利用技術利用技術やややや市市市市場場場場開発開発開発開発、、、、エエエエココココツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム推進推進推進推進およびおよびおよびおよび市民市民市民市民ネットワークネットワークネットワークネットワーク強化強化強化強化にににに当当当当たったったったっ
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ておられるておられるておられるておられるごごごご関係関係関係関係のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、並並並並びにびにびにびに国国国国のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス計画計画計画計画ををををごごごご担当担当担当担当されておられますされておられますされておられますされておられます農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省、、、、末松末松末松末松様様様様、、、、そしてそしてそしてそして会会会会場場場場におにおにおにお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様やややや関係各関係各関係各関係各位位位位ののののごごごご協力協力協力協力におにおにおにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、主催主催主催主催者者者者のののの 1人人人人としてとしてとしてとしてごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつといたしますといたしますといたしますといたします。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸」、」、」、」、代代代代読読読読、、、、坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、祝祝祝祝電電電電がががが届届届届いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、ごごごご披露披露披露披露させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  「「「「バイオマスフォーラムがバイオマスフォーラムがバイオマスフォーラムがバイオマスフォーラムが盛盛盛盛大大大大にににに開会開会開会開会されますされますされますされますことをことをことをことを心心心心よりおよりおよりおよりお慶慶慶慶びびびび申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。今後今後今後今後ますまますまますまますますのすのすのすのごごごご発展発展発展発展とととと、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご多幸多幸多幸多幸をおをおをおをお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げげげげますますますます」。」。」。」。衆衆衆衆議議議議院院院院議議議議員員員員、、、、阿部阿部阿部阿部俊俊俊俊子様子様子様子様よりいたよりいたよりいたよりいただだだだききききましたましたましたました。。。。 
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真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域におけるにおけるにおけるにおける事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介 

 司司司司会会会会 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域におけるにおけるにおけるにおける事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介ということでということでということでということで、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社様様様様、、、、ランランランランデデデデスススス株式株式株式株式会会会会社社社社様様様様、、、、三井造船株式三井造船株式三井造船株式三井造船株式会社会社会社会社様様様様よりよりよりより、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの企業企業企業企業におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、質疑質疑質疑質疑ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、3名名名名のののの事事事事例例例例発発発発表表表表のののの後後後後にににに設設設設けさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー事業事業事業事業部部部部製製製製造部長造部長造部長造部長、、、、岡岡岡岡様様様様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 岡岡岡岡部長部長部長部長 

  銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業のののの岡岡岡岡ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  これからこれからこれからこれから、、、、20 分分分分ほほほほどですけれどもどですけれどもどですけれどもどですけれども、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業におけるバイオマスのにおけるバイオマスのにおけるバイオマスのにおけるバイオマスの利活用利活用利活用利活用のののの事事事事例例例例をををを紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。 

  順順順順番番番番としてはとしてはとしてはとしては、、、、概概概概要要要要、、、、それからそれからそれからそれから発発発発電電電電所所所所ににににつつつついていていていて、、、、ペペペペレレレレットにットにットにットにつつつついていていていて、、、、それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつ、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業がこれからどういうことをがこれからどういうことをがこれからどういうことをがこれからどういうことをややややろうとしているかろうとしているかろうとしているかろうとしているか。。。。最後最後最後最後になりますけれどもになりますけれどもになりますけれどもになりますけれども、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども話話話話がありがありがありがありましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市がバイオマスタがバイオマスタがバイオマスタがバイオマスタウウウウンのンのンのンの指指指指定定定定をををを受受受受けておりますけれどもけておりますけれどもけておりますけれどもけておりますけれども、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市がどのよがどのよがどのよがどのようなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みをしているかということもみをしているかということもみをしているかということもみをしているかということも紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの表表表表はははは、、、、全全全全体体体体、、、、概概概概要要要要をあらわしているのですけれどもをあらわしているのですけれどもをあらわしているのですけれどもをあらわしているのですけれども、、、、工場工場工場工場のののの名名名名前前前前とかとかとかとか、、、、いろんなものがいろんなものがいろんなものがいろんなものが出出出出てきますけれどもてきますけれどもてきますけれどもてきますけれども、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、外外外外にありましたけれどもにありましたけれどもにありましたけれどもにありましたけれども、、、、このこのこのこの「「「「ＭＭＭＭＥＥＥＥＩＫＩＫＩＫＩＫＥＮ」ＥＮ」ＥＮ」ＥＮ」というというというという小小小小さなパンさなパンさなパンさなパンフフフフレレレレットがットがットがットがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの中中中中にににに、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業のののの工工工工程程程程がどのようになっているかがどのようになっているかがどのようになっているかがどのようになっているか、、、、それからそれからそれからそれから工場工場工場工場がががが幾幾幾幾つつつつぐぐぐぐらいあるからいあるからいあるからいあるか、、、、工場工場工場工場がどこにあるかというようなことをがどこにあるかというようなことをがどこにあるかというようなことをがどこにあるかというようなことを 1枚枚枚枚のののの紙紙紙紙にまとめておりますにまとめておりますにまとめておりますにまとめております。。。。参参参参考考考考にしてくにしてくにしてくにしてくだだだださいさいさいさい。。。。 

  銘建銘建銘建銘建はははは、、、、集集集集成成成成材材材材ををををつつつつくっているんですけれどもくっているんですけれどもくっているんですけれどもくっているんですけれども、、、、集集集集成成成成材材材材のことはのことはのことはのことは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今回今回今回今回はははは省省省省かせていかせていかせていかせていたたたただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、集集集集成成成成材材材材ををををつつつつくるときにいっくるときにいっくるときにいっくるときにいっぱぱぱぱいかんなくずがいかんなくずがいかんなくずがいかんなくずが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、端端端端材材材材ととととかかかか、、、、バークがバークがバークがバークが出出出出てきますけれどもてきますけれどもてきますけれどもてきますけれども、、、、どういうものがどういうものがどういうものがどういうものが、、、、どういうどういうどういうどういう資資資資材材材材がががが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる木木木木質質質質資源資源資源資源がどこのがどこのがどこのがどこの工工工工場場場場からからからから出出出出てきててきててきててきて、、、、それをそれをそれをそれを、、、、変変変変換換換換設設設設備備備備でどのようにでどのようにでどのようにでどのように加工加工加工加工してしてしてして、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう自社自社自社自社でででで使使使使っているっているっているっている、、、、それそれそれそれからからからから外外外外へへへへ売売売売っているというようなことのっているというようなことのっているというようなことのっているというようなことの一一一一覧表覧表覧表覧表ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。原原原原料料料料ははははほほほほとんどとんどとんどとんど欧欧欧欧州州州州材材材材をををを中中中中心心心心にしにしにしにしているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、このこのこのこの輸輸輸輸入入入入材材材材をををを削削削削ってってってってつつつつくるわけですけれどもくるわけですけれどもくるわけですけれどもくるわけですけれども、、、、これをこれをこれをこれを燃燃燃燃ややややすすすす。。。。熱熱熱熱利用利用利用利用ととととしてしてしてして発発発発電電電電をするをするをするをする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ボボボボイラーでイラーでイラーでイラーで蒸蒸蒸蒸気気気気をををを出出出出してしてしてして木木木木材材材材をををを乾燥乾燥乾燥乾燥するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ペペペペレレレレットをットをットをットをつつつつくってくってくってくって、、、、これをこれをこれをこれを外外外外販販販販するするするする。。。。こんなようなこんなようなこんなようなこんなような格格格格好好好好にににに大大大大きくきくきくきく分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。 

  銘建銘建銘建銘建はこれはこれはこれはこれだだだだけのことがなけのことがなけのことがなけのことがなぜぜぜぜできるかできるかできるかできるか。。。。ここにここにここにここにキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、一一一一定定定定のののの量量量量のもののもののもののもの、、、、品品品品質質質質ががががほほほほぼぼぼぼ一一一一定定定定でででで、、、、これがこれがこれがこれが毎毎毎毎日日日日、、、、このくらいのこのくらいのこのくらいのこのくらいの量量量量がががが出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。ここにここにここにここに書書書書いてありまいてありまいてありまいてありますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、端端端端材材材材はははは全部全部全部全部でででで 15 トントントントンぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、バークがバークがバークがバークが 10 トントントントン、、、、かんなくずがかんなくずがかんなくずがかんなくずが 130トントントントン。。。。こういうこういうこういうこういう資源資源資源資源がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの資源資源資源資源がががが毎毎毎毎日出日出日出日出てくるからこういうサイクルがてくるからこういうサイクルがてくるからこういうサイクルがてくるからこういうサイクルが工場工場工場工場運営運営運営運営としとしとしとしてできるわけですてできるわけですてできるわけですてできるわけです。。。。 

  先先先先ほほほほどのどのどのどの概概概概要要要要のところでのところでのところでのところで、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業はははは 3 地地地地区区区区ありますとありますとありますとありますと言言言言いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、このパンフこのパンフこのパンフこのパンフレレレレッッッットのトのトのトの中中中中にににに、、、、3 地地地地区区区区にににに工場工場工場工場ががががばばばばらまっていてらまっていてらまっていてらまっていて、、、、そこでどういうそこでどういうそこでどういうそこでどういう関関関関係係係係になっているかというになっているかというになっているかというになっているかという概概概概略略略略のののの図図図図なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、一一一一番番番番バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの世世世世界界界界でででで有有有有名名名名なのはなのはなのはなのは、、、、このサイロからこのサイロからこのサイロからこのサイロから発発発発電電電電用用用用ののののボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを使使使使ってってってって工場工場工場工場用用用用のののの電気電気電気電気をををを起起起起こしこしこしこし、、、、それをそれをそれをそれを、、、、余余余余ったったったった分分分分はははは外外外外へへへへ、、、、中中中中国国国国電電電電力力力力へへへへ売売売売っているというようなっているというようなっているというようなっているというような格格格格好好好好になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 



 184

  これはこれはこれはこれは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと字字字字がががが小小小小さいんですけれどもさいんですけれどもさいんですけれどもさいんですけれども、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました、、、、3 地地地地区区区区にににに 5 工場工場工場工場があってがあってがあってがあって、、、、これこれこれこれだだだだけのバイオけのバイオけのバイオけのバイオ関連関連関連関連のののの事業事業事業事業ををををややややっているのはっているのはっているのはっているのは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、銘建銘建銘建銘建はいはいはいはいつつつつからからからからややややっているかというっているかというっているかというっているかという年年年年表表表表になっているんですけれどもになっているんですけれどもになっているんですけれどもになっているんですけれども、、、、一一一一番番番番左左左左側側側側、、、、これはこれはこれはこれは、、、、皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお手手手手持持持持ちちちちのののの資料資料資料資料をををを参参参参考考考考にしてくにしてくにしてくにしてくだだだださいさいさいさい。。。。ここにここにここにここに書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、一一一一番番番番左左左左側側側側はははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止対策防止対策防止対策防止対策、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる世世世世界界界界はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなっているかるかるかるか。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる COP1 とかとかとかとか COP2、、、、COP3、、、、そのそのそのその関係関係関係関係がいがいがいがいつごつごつごつごろろろろ発発発発足足足足してしてしてして、、、、日日日日本本本本はどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況でででで法法法法律律律律ができてきたかができてきたかができてきたかができてきたか。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして銘建銘建銘建銘建がたまたまこういうことをがたまたまこういうことをがたまたまこういうことをがたまたまこういうことをややややってきていますよとってきていますよとってきていますよとってきていますよと、、、、そそそそういうことをういうことをういうことをういうことを表表表表現現現現しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域ではよくではよくではよくではよく真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾とととと言言言言われますけれどもわれますけれどもわれますけれどもわれますけれども、、、、これがこれがこれがこれが 93 年年年年にににに発発発発足足足足していますしていますしていますしています。。。。93 年年年年というというというというとととと、、、、もうもうもうもう十四十四十四十四、、、、五五五五年年年年ですかですかですかですか。。。。それそれそれそれぐぐぐぐらいらいらいらい経経経経過過過過しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  一一一一番番番番特特特特記記記記するというかするというかするというかするというか、、、、ここあたりここあたりここあたりここあたり、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカがががが COP3 をををを拒否拒否拒否拒否したとかしたとかしたとかしたとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、バイオマバイオマバイオマバイオマス・ス・ス・ス・ニッニッニッニッポポポポンンンンがこのがこのがこのがこの辺辺辺辺でででで制定制定制定制定されたとかされたとかされたとかされたとか、、、、いろいろありますけれどもいろいろありますけれどもいろいろありますけれどもいろいろありますけれども、、、、一一一一番番番番バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びたのはこのあたりですびたのはこのあたりですびたのはこのあたりですびたのはこのあたりです。。。。RPS によるによるによるによる電電電電力力力力のののの販販販販売売売売がががが可能可能可能可能になったということですになったということですになったということですになったということです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、去去去去年年年年ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ググググリリリリーンーンーンーン電電電電力発力発力発力発電電電電設設設設備備備備のののの認認認認定定定定をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。これはこれはこれはこれは後後後後からまからまからまからまたたたた詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明明明明しますしますしますします。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、銘建銘建銘建銘建がががが一一一一番初番初番初番初めめめめ、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをつつつつくってくってくってくって発発発発電電電電をしたというのはをしたというのはをしたというのはをしたというのは 1984 年年年年ですですですです。。。。今今今今はははは 2007年年年年ですからですからですからですから、、、、相当相当相当相当、、、、一一一一番初番初番初番初めめめめ図図図図でででで説説説説明明明明しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、あのようなあのようなあのようなあのような構成構成構成構成になったのはになったのはになったのはになったのは、、、、かれこかれこかれこかれこれれれれ 20 年年年年ぐぐぐぐらいかかってらいかかってらいかかってらいかかって今今今今のののの体体体体制制制制がががが整整整整っているということがっているということがっているということがっているということが言言言言えまえまえまえますすすす。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、発発発発電電電電設設設設備備備備のののの概概概概要要要要なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは火火火火力発力発力発力発電電電電所所所所ととととほほほほとんどとんどとんどとんど変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。特特特特徴徴徴徴的的的的なことはなことはなことはなことは、、、、ここにここにここにここにキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる出出出出てきたてきたてきたてきた電電電電力力力力がががが、、、、一一一一般般般般のののの油油油油のののの火火火火力発力発力発力発電電電電所所所所、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、RPS のののの対対対対象象象象になりますになりますになりますになります。。。。現現現現在在在在はグはグはグはグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のののの対対対対象象象象にもなっていますにもなっていますにもなっていますにもなっています。。。。このこのこのこの条件条件条件条件はははは、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をををを燃燃燃燃ややややしてはしてはしてはしては、、、、認認認認定定定定はははは取取取取れませんれませんれませんれません。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる太陽太陽太陽太陽光光光光とかとかとかとか、、、、風風風風力力力力とかとかとかとか、、、、木木木木くずをくずをくずをくずを燃燃燃燃ややややしてしてしてして、、、、発発発発電電電電をするをするをするをする電電電電力力力力ににににつつつついてはこういういてはこういういてはこういういてはこういう価値価値価値価値があるがあるがあるがある、、、、電気電気電気電気代代代代がががが支支支支払払払払われるとわれるとわれるとわれると。。。。だだだだからからからから、、、、現現現現在銘建在銘建在銘建在銘建ではではではでは、、、、工場工場工場工場でででで使使使使ったったったった電電電電力力力力はグはグはグはグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のののの対対対対象象象象、、、、それからそれからそれからそれから、、、、外外外外へへへへ出出出出ていくていくていくていく電電電電力力力力はははは RPS のののの電電電電力力力力、、、、それはそれはそれはそれは全部全部全部全部 100％％％％、、、、対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  発発発発電電電電のののの実実実実績績績績、、、、去去去去年年年年何何何何ぼぼぼぼぐぐぐぐらいらいらいらい発発発発電電電電したかというとしたかというとしたかというとしたかというと、、、、このこのこのこの 2,000キキキキロのロのロのロの発発発発電電電電所所所所でででで 1,400万万万万キキキキロワッロワッロワッロワット・アワーをト・アワーをト・アワーをト・アワーを発発発発電電電電しておりますしておりますしておりますしております。。。。実際実際実際実際売売売売ったのはったのはったのはったのは 500 万万万万キキキキロワット・アワーロワット・アワーロワット・アワーロワット・アワー、、、、自社自社自社自社でででで使使使使うのはうのはうのはうのは
900万万万万キキキキロワット・アワーロワット・アワーロワット・アワーロワット・アワー、、、、このこのこのこの程程程程度度度度のののの振振振振りりりり分分分分けになっておりますけになっておりますけになっておりますけになっております。。。。 

  次次次次ははははペペペペレレレレットですけれどもットですけれどもットですけれどもットですけれども、、、、ここでここでここでここで、、、、ペペペペレレレレットはこうットはこうットはこうットはこうややややってってってって作作作作るんですよということになってるんですよということになってるんですよということになってるんですよということになっているんですけれどもいるんですけれどもいるんですけれどもいるんですけれども、、、、ここでここでここでここでキキキキーワーーワーーワーーワードドドドでででで書書書書いておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、ペペペペレレレレットというのはットというのはットというのはットというのは、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥ししししたたたた、、、、ふふふふわわわわふふふふわのわのわのわの状状状状態態態態のものでないとのものでないとのものでないとのものでないと固固固固まらないんですまらないんですまらないんですまらないんです。。。。木木木木のののの丸丸丸丸太太太太をををを持持持持ってきてもってきてもってきてもってきても、、、、そのままそのままそのままそのままじじじじゃゃゃゃ、、、、ペペペペレレレレットにすットにすットにすットにすぐぐぐぐするというわけにいかんものですからするというわけにいかんものですからするというわけにいかんものですからするというわけにいかんものですから、、、、木木木木をををを破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてして、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回細細細細かくしてかくしてかくしてかくして、、、、それからそれからそれからそれからペペペペレレレレットのットのットのットの工場工場工場工場のののの中中中中へへへへ入入入入れますれますれますれます。。。。そういうそういうそういうそういうペペペペレレレレットをットをットをットをつつつつくるくるくるくる機機機機械械械械にににに入入入入れるれるれるれるまでがまでがまでがまでが前工前工前工前工程程程程ですですですです。。。。銘建銘建銘建銘建はははは、、、、幸幸幸幸いいいい、、、、このこのこのこの前工前工前工前工程程程程なしでなしでなしでなしでつつつつくっておりますくっておりますくっておりますくっております。。。。このこのこのこの前工前工前工前工程程程程がががが随随随随分分分分おおおお金金金金がかかるというかがかかるというかがかかるというかがかかるというか、、、、敷敷敷敷地地地地がががが要要要要るというようなことになりまするというようなことになりまするというようなことになりまするというようなことになります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ペペペペレレレレットットットットだだだだけをけをけをけをつつつつくるくるくるくる機機機機械械械械がががが 1億億億億円円円円としたらとしたらとしたらとしたら、、、、前前前前処処処処理理理理にににに 1.2億億億億円円円円とかとかとかとか、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお金金金金がかかるのががかかるのががかかるのががかかるのが現現現現状状状状ですですですです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、さらにさらにさらにさらにちちちちょょょょっとっとっとっと詳詳詳詳しくしくしくしく書書書書いているんですけれどもいているんですけれどもいているんですけれどもいているんですけれども、、、、ううううちちちちのののの工場工場工場工場にににに見見見見学学学学にににに来来来来られたられたられたられた方方方方ががががよくよくよくよく質問質問質問質問されるのがされるのがされるのがされるのが、、、、一一一一番番番番多多多多いのがいのがいのがいのが、、、、ペペペペレレレレットはットはットはットは何何何何でででで固固固固めているんですかというめているんですかというめているんですかというめているんですかという質問質問質問質問がががが非非非非常常常常にににに多多多多いですいですいですいです。。。。実際実際実際実際ペペペペレレレレットをットをットをットをつつつつくるときにはくるときにはくるときにはくるときには、、、、バインダーといいますかバインダーといいますかバインダーといいますかバインダーといいますか、、、、固固固固めるためにめるためにめるためにめるために使使使使うものはうものはうものはうものは何何何何もないですもないですもないですもないです。。。。ペペペペレレレレットのットのットのットのつつつつくるくるくるくる機機機機械械械械のののの中中中中にににに入入入入れるとれるとれるとれると、、、、100 度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの温温温温度度度度になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、木木木木のののの
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中中中中にににに含含含含まれるまれるまれるまれるリリリリグニンがグニンがグニンがグニンが固固固固着着着着剤剤剤剤になってになってになってになって、、、、ペペペペレレレレットとしてットとしてットとしてットとして固固固固まりますまりますまりますまります。。。。それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、ペペペペレレレレットのットのットのットの中中中中にはにはにはには、、、、木木木木のののの部部部部分分分分だだだだけでけでけでけでつつつつくったくったくったくったペペペペレレレレットとットとットとットと、、、、木木木木のののの皮皮皮皮ででででつつつつくったくったくったくったペペペペレレレレットットットット、、、、それをそれをそれをそれを 2つつつつ混混混混合合合合してしてしてしてつつつつくるくるくるくるペペペペレレレレットとットとットとットと、、、、3 種種種種類類類類ありますありますありますあります。。。。一一一一番番番番何何何何がががが違違違違うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、ここにここにここにここに少少少少しししし書書書書いていますいていますいていますいていますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、木木木木のののの皮皮皮皮ででででつつつつくるとくるとくるとくると灰灰灰灰がががが多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。木木木木だだだだけでけでけでけでつつつつくるとくるとくるとくると 0.5％％％％ぐぐぐぐらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれども、、、、木木木木のののの皮皮皮皮がががが入入入入ってくるとってくるとってくるとってくると、、、、1 けたけたけたけたぐぐぐぐらいらいらいらい数値数値数値数値がががが上上上上がりますがりますがりますがります。。。。3％％％％からからからから 5％％％％。。。。このあたりがこのあたりがこのあたりがこのあたりが、、、、ペペペペレレレレットットットットをををを燃燃燃燃ややややすすすす機機機機械械械械ををををつつつつくるときにくるときにくるときにくるときに非非非非常常常常にネックになっているところですにネックになっているところですにネックになっているところですにネックになっているところです。。。。 

  このこのこのこのペペペペレレレレットのットのットのットの工場全工場全工場全工場全体体体体はははは、、、、原原原原料料料料をををを入入入入れたられたられたられたら、、、、外外外外へへへへ一一一一切切切切何何何何もももも出出出出さずにさずにさずにさずに、、、、ペペペペレレレレットットットットだだだだけがけがけがけが出出出出てくてくてくてくるるるる、、、、いわゆるすいわゆるすいわゆるすいわゆるすべべべべてててて閉閉閉閉サイクルでサイクルでサイクルでサイクルで運転運転運転運転しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、今銘建今銘建今銘建今銘建がががが進進進進めているめているめているめている事業事業事業事業のののの内容内容内容内容、、、、それからこれからどんなことをしようとしているかそれからこれからどんなことをしようとしているかそれからこれからどんなことをしようとしているかそれからこれからどんなことをしようとしているかということをということをということをということを書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、一一一一番番番番上上上上ののののほほほほうがうがうがうが、、、、ここにここにここにここに 3 トントントントンボボボボイラーというのがありまイラーというのがありまイラーというのがありまイラーというのがありますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、現現現現在在在在、、、、NEDO、、、、新新新新技術開発技術開発技術開発技術開発機機機機構構構構とととと言言言言うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、NEDO とととと共共共共同同同同事業事業事業事業でででで、、、、バイバイバイバイオマスオマスオマスオマス、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、木木木木のののの破破破破片片片片ををををボボボボイラーでイラーでイラーでイラーで燃燃燃燃ややややしてしてしてして、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気をををを使使使使いいいい、、、、それのそれのそれのそれの熱熱熱熱利用利用利用利用をするというをするというをするというをするという事事事事業業業業をををを今今今今年年年年のののの正正正正月月月月からからからから運転運転運転運転しししし始始始始めましためましためましためました。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、今今今今度度度度はははは、、、、ペペペペレレレレットとかットとかットとかットとか端端端端材材材材をををを使使使使ってってってって、、、、これこれこれこれををををガガガガスにしてスにしてスにしてスにして、、、、これをこれをこれをこれを燃燃燃燃ややややしてしてしてして利用利用利用利用するということもするということもするということもするということも、、、、あとあとあとあと半半半半年年年年ぐぐぐぐらいしたららいしたららいしたららいしたら完完完完成成成成するとするとするとすると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これにこれにこれにこれにつつつつながってながってながってながって、、、、ガガガガスススス化化化化がうまくいけがうまくいけがうまくいけがうまくいけばばばば、、、、これをこれをこれをこれを利用利用利用利用してスターしてスターしてスターしてスターリリリリングエンジンをングエンジンをングエンジンをングエンジンを動動動動かしてかしてかしてかして発発発発電電電電するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ガガガガスエンジンをスエンジンをスエンジンをスエンジンを動動動動かしてかしてかしてかして発発発発電電電電するというようなこするというようなこするというようなこするというようなこともともともとも考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、ここにはここにはここにはここには書書書書いていないんですけれどもいていないんですけれどもいていないんですけれどもいていないんですけれども、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、このこのこのこの真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域にににに、、、、木木木木質質質質専専専専焼焼焼焼のののの 1万万万万からからからから 1万万万万 5,000キキキキロワットロワットロワットロワット出出出出力力力力のののの発発発発電電電電所所所所もももも、、、、燃燃燃燃料料料料のののの量量量量からいってからいってからいってからいって、、、、できるんではなかろうかとできるんではなかろうかとできるんではなかろうかとできるんではなかろうかということでいうことでいうことでいうことで、、、、今今今今年年年年からからからから検討検討検討検討をををを始始始始めるめるめるめる予定予定予定予定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。 

  大体大体大体大体、、、、銘建銘建銘建銘建のののの紹介紹介紹介紹介はははは以以以以上上上上なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、次次次次にににに、、、、現現現現在在在在真庭市真庭市真庭市真庭市がががが進進進進めていますめていますめていますめています、、、、ここにここにここにここに少少少少しししし長長長長いいいい文文文文字字字字でででで書書書書いてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれども、「、「、「、「木木木木質質質質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス活用地域活用地域活用地域活用地域エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー循環循環循環循環システムシステムシステムシステム化実化実化実化実験験験験事事事事業業業業」」」」ということでということでということでということで、、、、こういうこういうこういうこういう事業事業事業事業ををををややややっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの資料資料資料資料のここののここののここののここの部部部部分分分分、、、、少少少少しししし見見見見えないとえないとえないとえないと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ここはここはここはここは何何何何をををを書書書書いているかというといているかというといているかというといているかというと、、、、上上上上ののののほほほほうはうはうはうは「「「「製材製材製材製材所所所所のののの自自自自給給給給自自自自足足足足」、」、」、」、下下下下はははは「「「「自自自自己完己完己完己完結結結結サイクルサイクルサイクルサイクル」。」。」。」。要要要要するにするにするにするに、、、、これはどういうことかというとこれはどういうことかというとこれはどういうことかというとこれはどういうことかというと、、、、現現現現在在在在、、、、真庭地真庭地真庭地真庭地域域域域にあるにあるにあるにある製材製材製材製材所所所所はははは、、、、山山山山からからからから木木木木をををを持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、製材製材製材製材するするするする過程過程過程過程でででで木木木木のののの皮皮皮皮がががが出出出出ますますますます。。。。それをあとそれをあとそれをあとそれをあと製材製材製材製材ししししてててて、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥しながらしながらしながらしながら製製製製品品品品としてとしてとしてとして出出出出していますしていますしていますしています。。。。ところがところがところがところが、、、、現実現実現実現実はははは、、、、このこのこのこの木木木木のののの皮皮皮皮がががが邪魔邪魔邪魔邪魔物物物物扱扱扱扱いでいでいでいで、、、、逆逆逆逆有有有有償償償償というというというという格格格格好好好好でででで外外外外へへへへ出出出出ていていていていっておりますっておりますっておりますっております。。。。乾燥乾燥乾燥乾燥するためにするためにするためにするために、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、油油油油ののののボボボボイラーがイラーがイラーがイラーが入入入入ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。実際実際実際実際、、、、製材製材製材製材所所所所はははは、、、、燃燃燃燃料料料料がありながらがありながらがありながらがありながら油油油油をををを使使使使っているっているっているっている、、、、これがこれがこれがこれが現現現現状状状状なんですなんですなんですなんです。。。。こういうこういうこういうこういうことことことことじゃじゃじゃじゃだだだだめめめめだだだだからということでからということでからということでからということで、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市がががが今今今今進進進進めているめているめているめている NEDO とのとのとのとの事業事業事業事業でででで、、、、このバークがこのバークがこのバークがこのバークが外外外外へへへへ行行行行くのをくのをくのをくのをややややめてめてめてめて、、、、それをそれをそれをそれを燃燃燃燃ややややすようにしてすようにしてすようにしてすようにして、、、、重油重油重油重油ボボボボイラーをなくそうとイラーをなくそうとイラーをなくそうとイラーをなくそうと。。。。製材製材製材製材所所所所自体自体自体自体はははは、、、、もともともともともともともともと自自自自給給給給自自自自足足足足ができるができるができるができる業業業業種種種種であるはずなんですであるはずなんですであるはずなんですであるはずなんです。。。。なけれなけれなけれなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、現実現実現実現実はははは、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうになっていますうになっていますうになっていますうになっています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ききききょょょょうううう、、、、次次次次のののの説説説説明明明明のランのランのランのランデデデデスさんにスさんにスさんにスさんにボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをつつつつくるとかくるとかくるとかくるとか、、、、農農農農業業業業ハハハハウウウウスのスのスのスの加温加温加温加温用用用用ににににペペペペレレレレットをットをットをットを使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、地域施設地域施設地域施設地域施設冷冷冷冷暖房暖房暖房暖房。。。。ここにはここにはここにはここには第第第第 1 次産次産次産次産業業業業、、、、第第第第 2 次産業次産業次産業次産業、、、、第第第第 3 次産業次産業次産業次産業とととと書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、ここにここにここにここに、、、、山山山山からからからから出出出出てくるてくるてくるてくるチチチチップとかップとかップとかップとかペペペペレレレレットをットをットをットを供給供給供給供給するするするする。。。。これらこれらこれらこれら、、、、1 番番番番目目目目、、、、2 番番番番目目目目、、、、それからそれからそれからそれから、、、、循環循環循環循環システムシステムシステムシステム化実化実化実化実験験験験事業事業事業事業ですからですからですからですから、、、、山山山山ののののほほほほうからうからうからうから、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる供給側供給側供給側供給側からからからから消費消費消費消費側側側側すすすすべべべべてててて循環循環循環循環するというするというするというするという、、、、こういうシステムこういうシステムこういうシステムこういうシステム化化化化のののの実実実実験験験験事業事業事業事業ををををややややっていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、あとあとあとあと、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス推進推進推進推進室室室室ののののほほほほうにうにうにうに問問問問いいいい合合合合わせをいたわせをいたわせをいたわせをいただだだだけれけれけれければばばばわわわわ
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かるとかるとかるとかると思思思思いますいますいますいます。。。。     このこのこのこの例例例例はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、製材製材製材製材所所所所はははは自自自自給給給給自自自自足足足足がががが当然当然当然当然できるんですけできるんですけできるんですけできるんですけれどもれどもれどもれども、、、、これはこれはこれはこれはヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの、、、、ととととあるあるあるある会社会社会社会社ののののカカカカタログですタログですタログですタログです。。。。何何何何ををををややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれども、、、、大体大体大体大体
130 万万万万立立立立米米米米ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの量量量量をををを製材製材製材製材していますしていますしていますしています。。。。130 万万万万というのはというのはというのはというのは、、、、日日日日本本本本はははは三三三三交交交交代代代代ででででややややっていませんのっていませんのっていませんのっていませんのでででで、、、、これをこれをこれをこれを 3 でででで割割割割ったらったらったらったら、、、、製製製製造造造造量量量量をををを日日日日本本本本とととと比比比比較較較較するするするする場場場場合合合合はははは 40 万万万万立立立立米米米米だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域はははは、、、、製材製材製材製材所所所所をををを全部全部全部全部集集集集めてもめてもめてもめても 20 万万万万立立立立米米米米。。。。今今今今のののの単単単単位位位位はははは全部全部全部全部 1 年年年年ですですですです。。。。真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域のののの製材製材製材製材所全部所全部所全部所全部集集集集めためためためた 2 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの規規規規模模模模でこういうことをでこういうことをでこういうことをでこういうことをややややっていますっていますっていますっています。。。。何何何何ををををややややっているかといったらっているかといったらっているかといったらっているかといったら、、、、ももももちちちちろんろんろんろん製材製材製材製材ををををややややっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、樹樹樹樹皮皮皮皮はははは全部全部全部全部ボボボボイラーでイラーでイラーでイラーで燃燃燃燃ややややしてしてしてして、、、、おがくずとかおがくずとかおがくずとかおがくずとか、、、、かんなくずはかんなくずはかんなくずはかんなくずはペペペペレレレレッッッットにしてトにしてトにしてトにして、、、、燃燃燃燃ややややしたしたしたした熱熱熱熱でででで乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてして、、、、余余余余ったったったった電気電気電気電気はははは全部全部全部全部売売売売るるるる。。。。ここにここにここにここにココココージェネプラントとージェネプラントとージェネプラントとージェネプラントと書書書書いていていていていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこの設設設設備備備備でででで大体大体大体大体 3万万万万キキキキロワットロワットロワットロワットぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの発発発発電電電電ををををややややっているとっているとっているとっていると思思思思いますいますいますいます。。。。ヨヨヨヨーローローローロッパおよびアッパおよびアッパおよびアッパおよびアメメメメリカリカリカリカではではではでは、、、、製材製材製材製材会社会社会社会社はははは、、、、イイイイココココールールールール、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの供給供給供給供給会社会社会社会社でもあるでもあるでもあるでもある。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ももももうううう実実実実践践践践的的的的にににに、、、、実際実際実際実際ややややっていますっていますっていますっています。。。。だだだだからからからから、、、、日日日日本本本本でもこうあるでもこうあるでもこうあるでもこうあるべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと私私私私はははは思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最後最後最後最後になりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれどもになりましたけれども、、、、私私私私もももも最最最最近近近近いろいろバイオマスいろいろバイオマスいろいろバイオマスいろいろバイオマス、、、、ペペペペレレレレットのットのットのットの関係関係関係関係でどういうでどういうでどういうでどういうふふふふうにうにうにうにしたらいいしたらいいしたらいいしたらいいだだだだろうかというろうかというろうかというろうかという相相相相談談談談をををを受受受受けるんですけるんですけるんですけるんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にににに、、、、少少少少しししし間違間違間違間違えるとえるとえるとえると妙妙妙妙なことになことになことになことになるということはなるということはなるということはなるということは、、、、ここにここにここにここに書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに燃焼燃焼燃焼燃焼がががが速速速速いしいしいしいし、、、、ココココントロールがしントロールがしントロールがしントロールがしややややすいすいすいすい。。。。バイオマスはバイオマスはバイオマスはバイオマスは燃焼燃焼燃焼燃焼がががが遅遅遅遅いからいからいからいからココココントロールがしにくいんですントロールがしにくいんですントロールがしにくいんですントロールがしにくいんですねねねね。。。。こういこういこういこういうううう大大大大原原原原則則則則があってがあってがあってがあって、、、、これをこれをこれをこれを無無無無視視視視するとするとするとすると、、、、装装装装置置置置ををををつつつつくってもくってもくってもくっても後後後後からからからから失失失失敗敗敗敗したということになりますしたということになりますしたということになりますしたということになります。。。。 

  どういうことかといいますとどういうことかといいますとどういうことかといいますとどういうことかといいますと、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの山山山山とかとかとかとか、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方がががが、、、、こうあったらいいなといこうあったらいいなといこうあったらいいなといこうあったらいいなというのとうのとうのとうのと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、装装装装置置置置をををを設設設設計計計計するするするする人人人人がががが、、、、このこのこのこの原原原原則則則則をををを知知知知らないとらないとらないとらないと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、夏夏夏夏場場場場、、、、ものすものすものすものすごごごごくくくく暑暑暑暑いんいんいんいんだだだだけどけどけどけど、、、、冷冷冷冷房房房房がきかないといがきかないといがきかないといがきかないというううう現現現現象象象象がががが出出出出てくるんですよてくるんですよてくるんですよてくるんですよねねねね。。。。そのときにはそのときにはそのときにはそのときには、、、、ここにバイオここにバイオここにバイオここにバイオマスマスマスマス燃燃燃燃料料料料とととと化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をををを上手上手上手上手にににに組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて使使使使わないとわないとわないとわないと、、、、後後後後々々々々大大大大変変変変なことになりますなことになりますなことになりますなことになります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、ここにここにここにここにちちちちょょょょっとっとっとっと書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、バイオマスはバイオマスはバイオマスはバイオマスは、、、、含含含含水水水水率率率率がががが変変変変わわわわるとるとるとると量量量量がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的にににに変変変変わりますのでわりますのでわりますのでわりますので、、、、今今今今までのまでのまでのまでの化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料はははは、、、、重油重油重油重油をををを使使使使ってってってって、、、、1 キキキキロロロロリリリリッターのッターのッターのッターの場場場場合合合合にににに、、、、ペペペペレレレレットをットをットをットを使使使使ったらったらったらったら 3 キキキキロロロロリリリリッターッターッターッター、、、、チチチチップをップをップをップを使使使使うとうとうとうと 10 キキキキロロロロリリリリッターッターッターッター、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、容積容積容積容積ががががチチチチップをップをップをップを使使使使うとうとうとうと石石石石油油油油のののの 10 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいになりますのでらいになりますのでらいになりますのでらいになりますので。。。。これはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますとこれはどういうことかといいますと、、、、貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵するするするする場所場所場所場所、、、、運運運運搬搬搬搬方方方方法法法法、、、、このあたりもこのあたりもこのあたりもこのあたりも十十十十分分分分検討検討検討検討してしてしてして導導導導入入入入しないとしないとしないとしないと、、、、燃燃燃燃料料料料がががが入入入入ってこないとかってこないとかってこないとかってこないとか、、、、燃燃燃燃料料料料のののの貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵量量量量がががが少少少少なななな過過過過ぎぎぎぎてててて運転運転運転運転ができないとかができないとかができないとかができないとか、、、、そういうことになりますのでそういうことになりますのでそういうことになりますのでそういうことになりますので、、、、このこのこのこの大大大大原原原原則則則則をををを間違間違間違間違ええええないようにしていたないようにしていたないようにしていたないようにしていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上でででで終終終終わりますわりますわりますわります。。。。いろいろありがとういろいろありがとういろいろありがとういろいろありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、ランランランランデデデデスススス株式株式株式株式会社企会社企会社企会社企画画画画開発本開発本開発本開発本部部部部研究研究研究研究所所所所リリリリーダーーダーーダーーダー、、、、藤木様藤木様藤木様藤木様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

 藤木藤木藤木藤木研究研究研究研究所所所所リリリリーダーーダーーダーーダー 

  こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ランランランランデデデデスのスのスのスの藤木藤木藤木藤木ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、会社会社会社会社のののの説説説説明明明明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいた後後後後にににに、、、、本題本題本題本題のののの木木木木材材材材のののの有効利用有効利用有効利用有効利用のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにつつつついていていていて話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  ランランランランデデデデスはスはスはスは、、、、道路道路道路道路やややや公公公公園園園園、、、、それからそれからそれからそれから川川川川やややや海海海海、、、、こういったこういったこういったこういった場所場所場所場所でででで使使使使われますわれますわれますわれますココココンクンクンクンクリリリリートートートート二二二二次次次次製製製製
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品品品品をををを製製製製造造造造・・・・販販販販売売売売しているしているしているしている会社会社会社会社ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  本社本社本社本社はははは、、、、このこのこのこの真庭市真庭市真庭市真庭市ににににごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、岡山岡山岡山岡山をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、中中中中国国国国、、、、四四四四国国国国、、、、近近近近畿畿畿畿をををを主主主主なななな営営営営業業業業エエエエリリリリアアアアとしておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。またまたまたまた、、、、グループグループグループグループ会社会社会社会社ですがですがですがですが、、、、中中中中国国国国のののの大連大連大連大連にもにもにもにも設設設設計計計計事事事事務所務所務所務所ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ランランランランデデデデスはこれまでスはこれまでスはこれまでスはこれまで、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共共共共生生生生というテーマでというテーマでというテーマでというテーマで研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは、、、、18 年年年年前前前前、、、、旧落旧落旧落旧落合合合合町町町町役役役役場場場場のののの前前前前のののの旭旭旭旭川川川川にににに施施施施工工工工しましたしましたしましたしました生生生生棲棲棲棲号号号号というというというという製製製製品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。下下下下のののの写写写写真真真真をををを見見見見ていたていたていたていただだだだくとわかるんですがくとわかるんですがくとわかるんですがくとわかるんですが、、、、このブロックをこのブロックをこのブロックをこのブロックを使使使使ったことによりましてったことによりましてったことによりましてったことによりまして、、、、水水水水際際際際のののの植植植植生生生生とととと適適適適度度度度なななな空空空空隙隙隙隙をををを確確確確保保保保するということでするということでするということでするということで、、、、水水水水際際際際のののの生態系生態系生態系生態系がががが保保保保全全全全できていることがわかりますできていることがわかりますできていることがわかりますできていることがわかります。。。。ここここういったういったういったういった草草草草木木木木のののの下下下下にはにはにはには魚魚魚魚がががが隠隠隠隠れることができますれることができますれることができますれることができます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、大型大型大型大型のののの中中中中空空空空ブロックですブロックですブロックですブロックです。。。。中中中中がががが空空空空洞洞洞洞になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。現地現地現地現地、、、、工工工工事現事現事現事現場場場場でででで出出出出てきましてきましてきましてきましたたたた土土土土をををを利用利用利用利用してしてしてして緑緑緑緑化化化化することができますすることができますすることができますすることができます。。。。ここここちちちちらのらのらのらの写写写写真真真真にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートがートがートがートが見見見見ええええなくなるなくなるなくなるなくなるほほほほどどどど見見見見事事事事にににに緑緑緑緑化化化化がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。これはエこれはエこれはエこれはエココココボボボボックスというックスというックスというックスという製製製製品品品品なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、LIME というというというという手法手法手法手法でででで環境環境環境環境影響影響影響影響評価評価評価評価をををを実施実施実施実施してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。ケケケケースースースース 1 がががが、、、、一一一一般般般般的的的的なななな現現現現場場場場打打打打ちちちちののののココココンクンクンクンクリリリリートートートート擁擁擁擁壁壁壁壁、、、、ケケケケースースースース 2 がエがエがエがエココココボボボボックスックスックスックス、、、、このブロックをこのブロックをこのブロックをこのブロックを用用用用いたいたいたいた擁擁擁擁壁壁壁壁ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここここちちちちらがらがらがらがケケケケースースースース 1、、、、ここここちちちちららららががががケケケケースースースース 2 のののの断面図断面図断面図断面図ですですですです。。。。結結結結果果果果としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ケケケケースースースース 2、、、、ここここちちちちらららら、、、、エエエエココココボボボボックスをックスをックスをックスを使使使使ったったったった擁擁擁擁壁壁壁壁ののののほほほほうがうがうがうが、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートのートのートのートの量量量量をかなりをかなりをかなりをかなり少少少少なくできるということなくできるということなくできるということなくできるということ、、、、それからそれからそれからそれから、、、、現現現現場場場場でででで出出出出てきたてきたてきたてきた土土土土をををを有有有有効利用効利用効利用効利用できることできることできることできること、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ようようようよう壁壁壁壁面面面面をををを全全全全面面面面緑緑緑緑化化化化できるということがありましてできるということがありましてできるということがありましてできるということがありまして、、、、約約約約 30％％％％環環環環境境境境負荷負荷負荷負荷をををを低減低減低減低減できるというできるというできるというできるという結結結結果果果果になりましたになりましたになりましたになりました。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは魚道魚道魚道魚道ブロックでブロックでブロックでブロックでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。せきなどによってせきなどによってせきなどによってせきなどによって遮遮遮遮断断断断されたされたされたされた河河河河川川川川のののの連続性連続性連続性連続性をこのブロッをこのブロッをこのブロッをこのブロックでクでクでクで保保保保ってってってってややややることでることでることでることで、、、、このようにこのようにこのようにこのように魚魚魚魚がががが遡遡遡遡上上上上できるようになりますできるようになりますできるようになりますできるようになります。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらはカカカカワワワワセセセセミミミミ、、、、このこのこのこの鳥鳥鳥鳥なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、カカカカワワワワセセセセミのミのミのミの生態生態生態生態をををを研究研究研究研究してしてしてして開発開発開発開発したブロックでしたブロックでしたブロックでしたブロックでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。外外外外敵敵敵敵のののの侵侵侵侵入入入入をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、安安安安全全全全ににににひひひひなをなをなをなを育成育成育成育成できるできるできるできる構構構構造造造造になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。穴穴穴穴のののの深深深深さはさはさはさは 50 セセセセンンンンチチチチからからからから 1メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、奥奥奥奥にににに行行行行くにくにくにくに従従従従ってってってって上向上向上向上向きにきにきにきに傾傾傾傾斜斜斜斜しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  ここここちちちちらのブロックはらのブロックはらのブロックはらのブロックはハハハハンンンンザキザキザキザキというというというという製製製製品品品品なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ではではではでは、、、、サンショサンショサンショサンショウウウウウウウウオのことをオのことをオのことをオのことをハハハハンンンンザキザキザキザキとととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。サンショサンショサンショサンショウウウウウウウウオのオのオのオの生態生態生態生態をををを研究研究研究研究してしてしてして開発開発開発開発したブロックでしたブロックでしたブロックでしたブロックですすすす。。。。中中中中のののの空空空空間間間間がががが非非非非常常常常にににに広広広広いということでいということでいということでいということで、、、、サンショサンショサンショサンショウウウウウウウウオのオのオのオの棲息棲息棲息棲息、、、、そしてそしてそしてそして産産産産卵卵卵卵場所場所場所場所になりますになりますになりますになります。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは、、、、一一一一般般般般的的的的ななななココココンクンクンクンクリリリリートのートのートのートの擁擁擁擁壁壁壁壁ですとですとですとですと、、、、カカカカエルとかエルとかエルとかエルとかカカカカメメメメといったといったといったといった小小小小動動動動物物物物がががが上上上上下下下下方方方方向向向向にににに移移移移動動動動することができないんですがすることができないんですがすることができないんですがすることができないんですが、、、、このブロックをこのブロックをこのブロックをこのブロックを使使使使いますといますといますといますと、、、、ここにスロープをここにスロープをここにスロープをここにスロープを設設設設けておりまけておりまけておりまけておりましてしてしてして、、、、カカカカエルなどがエルなどがエルなどがエルなどが上上上上下下下下方方方方向向向向にににに移移移移動動動動できるというようなものでできるというようなものでできるというようなものでできるというようなものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。動動動動物版物版物版物版のバのバのバのバリリリリアフアフアフアフリリリリーということですーということですーということですーということです。。。。 

  ランランランランデデデデスではスではスではスでは、、、、木木木木材材材材以以以以外外外外にもさまにもさまにもさまにもさまざざざざまなまなまなまなリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグのスラグのスラグのスラグの有効利用有効利用有効利用有効利用ににににつつつついていていていて紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  1 つつつつ目目目目はははは、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグスラグスラグスラグ水水水水和固化体和固化体和固化体和固化体というものでというものでというものでというものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。簡簡簡簡単単単単にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグとスラグとスラグとスラグと水水水水をまをまをまをまぜぜぜぜてててて固固固固めるとめるとめるとめると、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートのようなものができるというものですートのようなものができるというものですートのようなものができるというものですートのようなものができるというものです。。。。主主主主原原原原料料料料はははは、、、、製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所かかかからららら出出出出てきますてきますてきますてきます高高高高炉炉炉炉スラグスラグスラグスラグ微粉微粉微粉微粉末末末末、、、、それからそれからそれからそれから製製製製鋼鋼鋼鋼スラグのスラグのスラグのスラグの骨骨骨骨材材材材、、、、それからそれからそれからそれから火火火火力発力発力発力発電電電電所所所所からからからから出出出出てきまてきまてきまてきますすすす石石石石炭炭炭炭灰灰灰灰、、、、フライアッシフライアッシフライアッシフライアッシュュュュとととと呼呼呼呼ばばばばれるようなものですれるようなものですれるようなものですれるようなものです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、生生生生ココココンプラントからンプラントからンプラントからンプラントから出出出出てきまてきまてきまてきますすすす回回回回収収収収水水水水をををを使使使使いますいますいますいます。。。。見見見見ていたていたていたていただだだだくとわかるんですがくとわかるんですがくとわかるんですがくとわかるんですが、、、、セセセセメメメメントがントがントがントが入入入入っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。またまたまたまた、、、、天天天天然然然然のののの砂砂砂砂とかとかとかとか砂砂砂砂利利利利、、、、こういったものもこういったものもこういったものもこういったものも入入入入ってってってってごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。100％％％％リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートでートでートでートではないんですがはないんですがはないんですがはないんですが、、、、固化体固化体固化体固化体ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。特特特特徴徴徴徴はははは、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートとートとートとートと同同同同じじじじようなようなようなような強度強度強度強度がががが出出出出るというこるというこるというこるということととと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、スラグのスラグのスラグのスラグの中中中中にはにはにはには鉄鉄鉄鉄分分分分がががが 20％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい含含含含まれていますのでまれていますのでまれていますのでまれていますので、、、、密度密度密度密度がががが大大大大きくなるきくなるきくなるきくなる。。。。そそそそ
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れかられかられかられから、、、、セセセセメメメメントをントをントをントを使使使使っていないのでっていないのでっていないのでっていないので、、、、ココココンクンクンクンクリリリリートにートにートにートに比比比比べべべべたらたらたらたら pH がががが低低低低いというようないというようないというようないというような特特特特徴徴徴徴ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグスラグスラグスラグ水水水水和固化体和固化体和固化体和固化体のののの適適適適用事用事用事用事例例例例ですがですがですがですが、、、、JFE ススススチチチチールさんのールさんのールさんのールさんの構内構内構内構内でたくさんでたくさんでたくさんでたくさん使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、こういったこういったこういったこういった海海海海のののの中中中中でででで使使使使用用用用したしたしたした場場場場合合合合にはにはにはには、、、、このこのこのこの鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグスラグスラグスラグ水水水水和固化体和固化体和固化体和固化体はははは、、、、
pH がががが低低低低くてくてくてくて鉄鉄鉄鉄分分分分をををを含含含含んでいるということがんでいるということがんでいるということがんでいるということがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、藻藻藻藻類類類類のののの付付付付着着着着がががが非非非非常常常常にににに良良良良好好好好にあるといにあるといにあるといにあるというようなうようなうようなうような結結結結果果果果もももも得得得得ておりますておりますておりますております。。。。 

  2 つつつつ目目目目なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ここここちちちちらはらはらはらは、、、、鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼スラグスラグスラグスラグ炭酸炭酸炭酸炭酸固化体固化体固化体固化体ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどはどはどはどは水水水水和固化体和固化体和固化体和固化体、、、、水水水水でででで固固固固めましたがめましたがめましたがめましたが、、、、ここここちちちちらはらはらはらは炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、廃廃廃廃ガガガガスでブロックをスでブロックをスでブロックをスでブロックをつつつつくることができますくることができますくることができますくることができます。。。。製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所からからからから出出出出てきますてきますてきますてきます製製製製鋼鋼鋼鋼スラグにスラグにスラグにスラグに炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、CO2 をををを吹吹吹吹ききききつつつつけましてけましてけましてけまして、、、、このようなブロックをこのようなブロックをこのようなブロックをこのようなブロックをつつつつくることがでくることがでくることがでくることができますきますきますきます。。。。1 トンのブロックをトンのブロックをトンのブロックをトンのブロックをつつつつくるのにくるのにくるのにくるのに、、、、このこのこのこの製製製製鋼鋼鋼鋼スラグはスラグはスラグはスラグは CO2 をををを約約約約 70 キキキキロロロロ吸収吸収吸収吸収いたしますいたしますいたしますいたします。。。。非非非非常常常常にににに環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい製製製製造造造造方方方方法法法法だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このブロックなんですがこのブロックなんですがこのブロックなんですがこのブロックなんですが、、、、用用用用途途途途はははは、、、、海海海海のののの中中中中でででで使使使使いまいまいまいますすすす。。。。こういうこういうこういうこういうふふふふううううにににに、、、、海海海海のののの中中中中でででで積積積積みみみみ重重重重ねねねねますますますます。。。。成分成分成分成分がががが、、、、このこのこのこの CaCO3、、、、サンサンサンサンゴゴゴゴとととと同同同同じじじじ成分成分成分成分ですのですのですのですのでででで、、、、サンサンサンサンゴゴゴゴのののの着生着生着生着生にににに非非非非常常常常にににに適適適適しているということがわかっておりますしているということがわかっておりますしているということがわかっておりますしているということがわかっております。。。。 

  適適適適用事用事用事用事例例例例なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ここここちちちちらのらのらのらの写写写写真真真真、、、、日日日日本本本本最最最最南端南端南端南端のののの沖沖沖沖ノノノノ鳥鳥鳥鳥島島島島ですですですです。。。。もともとサンもともとサンもともとサンもともとサンゴゴゴゴ礁礁礁礁でできたでできたでできたでできた島島島島ですですですです。。。。最最最最近近近近、、、、波波波波によるによるによるによる浸浸浸浸食食食食によってこのによってこのによってこのによってこの島島島島がががが水水水水没没没没のののの危危危危機機機機にあるということでにあるということでにあるということでにあるということで、、、、ここでサンここでサンここでサンここでサンゴゴゴゴ礁礁礁礁をををを育育育育てててててててて経済経済経済経済水水水水域域域域をををを確確確確保保保保してしてしてしてややややろうというろうというろうというろうという試試試試みをみをみをみを国国国国家家家家プロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでプロジェクトでややややっているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、それそれそれそれにににに参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  ここからがここからがここからがここからが本題本題本題本題になりますになりますになりますになります。。。。真庭市真庭市真庭市真庭市でででで発発発発生生生生しますしますしますします、、、、製材製材製材製材所所所所でででで発発発発生生生生するようなするようなするようなするような端端端端材材材材、、、、そそそそれかられかられかられから間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、こういったこういったこういったこういった木木木木質質質質のののの副副副副産産産産物物物物をををを有効利用有効利用有効利用有効利用できるできるできるできる製製製製品品品品のののの開発開発開発開発にににに取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。 

  木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートですートですートですートです。。。。 

  1998 年年年年、、、、今今今今からからからから 9 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートというートというートというートという素素素素材材材材をををを開発開発開発開発いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。使使使使ったったったった材材材材料料料料はははは、、、、2 セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの大大大大きさのきさのきさのきさのヒヒヒヒノノノノキキキキののののチチチチップでップでップでップでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれをセセセセメメメメントでントでントでントで固固固固めてめてめてめて、、、、こういこういこういこういったものができるということですったものができるということですったものができるということですったものができるということです。。。。ななななぜヒぜヒぜヒぜヒノノノノキキキキをををを使使使使ったかとったかとったかとったかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキがががが真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域ではではではでは非非非非常常常常にににに多多多多いということといということといということといということと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、他他他他のののの木木木木材材材材、、、、ママママツツツツとかスとかスとかスとかスギギギギとかとかとかとか、、、、試試試試してみたんですがしてみたんですがしてみたんですがしてみたんですが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかセセセセメメメメントとントとントとントと相相相相性性性性がががが悪悪悪悪いいいい、、、、あまりあまりあまりあまり固固固固まりにくいといまりにくいといまりにくいといまりにくいということがうことがうことがうことがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキででででややややってみってみってみってみようということになりましたようということになりましたようということになりましたようということになりました。。。。このこのこのこの木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートのートのートのートの特特特特徴徴徴徴なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、見見見見たたたた目目目目にですがにですがにですがにですが、、、、木木木木材材材材のののの質質質質感感感感があるがあるがあるがある、、、、それからそれからそれからそれから軽軽軽軽いいいい、、、、水水水水をををを蓄蓄蓄蓄えることができるえることができるえることができるえることができる、、、、水水水水をををを通通通通すことができるすことができるすことができるすことができる、、、、植植植植物物物物のののの根根根根をををを通通通通すことができるといったようなすことができるといったようなすことができるといったようなすことができるといったような特特特特徴徴徴徴ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートのートのートのートの適適適適用方用方用方用方法法法法をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ検討検討検討検討してまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたが、、、、2001 年年年年、、、、大大大大林組林組林組林組さんとさんとさんとさんと共共共共同同同同開発開発開発開発でででで、、、、チチチチップクップクップクップクリリリリートートートート緑緑緑緑化化化化工法工法工法工法というというというという工法工法工法工法をををを開発開発開発開発いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。どういったどういったどういったどういった内容内容内容内容かとかとかとかと申申申申ししししますとますとますとますと、、、、ここここちちちちらのらのらのらの写写写写真真真真、、、、高高高高速速速速道路道路道路道路ののりののりののりののり面面面面なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはこれはこれはこれは緑緑緑緑化化化化したしたしたした直直直直後後後後なんですなんですなんですなんですがががが、、、、酸酸酸酸性性性性土土土土壌壌壌壌がががが出出出出ていましてていましてていましてていまして、、、、緑緑緑緑化化化化がががが枯枯枯枯れているというようなことがれているというようなことがれているというようなことがれているというようなことがごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。日日日日本本本本ではではではでは、、、、こういったこういったこういったこういった箇箇箇箇所所所所、、、、かなりあるようですかなりあるようですかなりあるようですかなりあるようです。。。。これをこれをこれをこれを緑緑緑緑化化化化してしてしてしてややややろうということでろうということでろうということでろうということで、、、、木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートをートをートをートを利用利用利用利用しましましましましたしたしたした。。。。木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートはートはートはートは、、、、パネルパネルパネルパネル状状状状にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、これこれこれこれ、、、、50 セセセセンンンンチチチチ角角角角でででで厚厚厚厚さがさがさがさが 3 セセセセンンンンチチチチですですですです。。。。重重重重さでいうとさでいうとさでいうとさでいうと 5キキキキロロロロぐぐぐぐらいなのでらいなのでらいなのでらいなので、、、、人人人人がががが片手片手片手片手でででで持持持持つつつつけとができるというようなものですけとができるというようなものですけとができるというようなものですけとができるというようなものです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、植植植植生生生生がががが枯枯枯枯れたれたれたれた部部部部分分分分にににに張張張張りりりりつつつつけてけてけてけてややややってってってって、、、、上上上上からからからから従来従来従来従来のののの植植植植生生生生基基基基材材材材のののの吹吹吹吹ききききつつつつけけけけ、、、、従来従来従来従来のののの緑緑緑緑化化化化をををを行行行行ってってってってややややるというるというるというるという技術技術技術技術ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの現現現現場場場場なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、5 年経年経年経年経過過過過したしたしたした現現現現在在在在もしっもしっもしっもしっかりかりかりかり植植植植生生生生をををを維維維維持持持持ししししているということでているということでているということでているということで、、、、効効効効果果果果があるということはわかっておりますがあるということはわかっておりますがあるということはわかっておりますがあるということはわかっております。。。。 酸酸酸酸性性性性土壌土壌土壌土壌をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして緑緑緑緑化化化化するかといったことになるんですがするかといったことになるんですがするかといったことになるんですがするかといったことになるんですが、、、、土壌土壌土壌土壌からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる酸酸酸酸
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性性性性水水水水をををを木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートがートがートがートが中中中中和和和和するということでするということでするということでするということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。構構構構造造造造的的的的にはにはにはには、、、、酸酸酸酸性性性性土壌土壌土壌土壌のののの上上上上にににに木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートがあってートがあってートがあってートがあって、、、、そのそのそのその上上上上にににに植植植植生生生生基基基基材材材材のののの吹吹吹吹ききききつつつつけをするということでけをするということでけをするということでけをするということで、、、、木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートがートがートがートが強強強強アルアルアルアルカリカリカリカリ性性性性でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、強強強強酸酸酸酸性性性性水水水水とととと反反反反応応応応しましてしましてしましてしまして中中中中性化性化性化性化してしてしてしてややややるということでるということでるということでるということで、、、、植植植植生生生生基基基基材材材材にはあるにはあるにはあるにはある程程程程度度度度中中中中性化性化性化性化したしたしたした水水水水がががが供給供給供給供給されるということでされるということでされるということでされるということで植植植植物物物物をををを健健健健全全全全にににに育成育成育成育成することができるというすることができるというすることができるというすることができるというようなようなようなようなメメメメカカカカニズムでニズムでニズムでニズムでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 土壌土壌土壌土壌のののの pH のののの調調調調査査査査もももも真庭市内真庭市内真庭市内真庭市内でででで実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。上上上上のののの写写写写真真真真、、、、左左左左半半半半分分分分がががが従来従来従来従来のののの吹吹吹吹ききききつつつつけけけけ工法工法工法工法、、、、右右右右のののの写写写写真真真真ががががチチチチップクップクップクップクリリリリートートートート緑緑緑緑化化化化工法工法工法工法ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。従来従来従来従来工法工法工法工法ののののほほほほうううう、、、、上上上上のののの部部部部分分分分、、、、ここここちちちちらららら、、、、アップアップアップアップにしているんですがにしているんですがにしているんですがにしているんですが、、、、植植植植生生生生がががが枯枯枯枯れてきておりますれてきておりますれてきておりますれてきております。。。。土壌土壌土壌土壌のののの pH ののののほほほほうなんですがうなんですがうなんですがうなんですが、、、、継継継継続的続的続的続的にモニにモニにモニにモニタタタタリリリリングングングング調調調調査査査査しておりますしておりますしておりますしております。。。。横横横横軸軸軸軸がががが経経経経過過過過月月月月数数数数、、、、36 カカカカ月月月月なのでなのでなのでなので、、、、3 年年年年測定測定測定測定していますしていますしていますしています。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸がががが pHになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。従来従来従来従来工法工法工法工法ののののほほほほうはうはうはうは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見づらいんですがづらいんですがづらいんですがづらいんですが、、、、青青青青いプロットのいプロットのいプロットのいプロットのほほほほうですうですうですうです。。。。
pH4、、、、強強強強酸酸酸酸性域性域性域性域をををを推推推推移移移移していることがわかりますしていることがわかりますしていることがわかりますしていることがわかります。。。。チチチチップクップクップクップクリリリリートートートート緑緑緑緑化化化化工法工法工法工法ののののほほほほうはうはうはうは、、、、赤赤赤赤いプロいプロいプロいプロットですがットですがットですがットですが、、、、pH7 にににに近近近近いいいい、、、、中中中中性域性域性域性域をををを推推推推移移移移しているということがわかりますしているということがわかりますしているということがわかりますしているということがわかります。。。。このことからもこのことからもこのことからもこのことからも、、、、チチチチップクップクップクップクリリリリートートートート緑緑緑緑化化化化工法工法工法工法はははは強強強強酸酸酸酸性性性性土壌土壌土壌土壌のののの緑緑緑緑化化化化にににに適適適適しているということがわかるとしているということがわかるとしているということがわかるとしているということがわかると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは、、、、2002 年年年年にににに開発開発開発開発したしたしたした製製製製品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。moco シシシシリリリリーズとーズとーズとーズと名名名名づけておりますづけておりますづけておりますづけております。。。。moco とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートをートをートをートを短短短短縮縮縮縮したしたしたした愛愛愛愛称称称称ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。違違違違いはといはといはといはと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキののののチチチチッッッップのプのプのプの大大大大きさをきさをきさをきさを少少少少しししし小小小小さくしましたさくしましたさくしましたさくしました。。。。先先先先ほほほほどはどはどはどは 2セセセセンンンンチだチだチだチだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、5 ミミミミリリリリからからからから 3 ミミミミリリリリくらいくらいくらいくらいのののの大大大大きさにそろえておりますきさにそろえておりますきさにそろえておりますきさにそろえております。。。。これをこれをこれをこれを使使使使ってってってって、、、、最最最最初初初初はこういったプランターをはこういったプランターをはこういったプランターをはこういったプランターを開発開発開発開発しましたしましたしましたしました。。。。いいいいろんなろんなろんなろんな形形形形をををを用用用用意意意意しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、翌翌翌翌年年年年 2003 年年年年にはにはにはには、、、、インターロッインターロッインターロッインターロッキキキキングブロックングブロックングブロックングブロック（（（（舗舗舗舗装装装装材材材材）、）、）、）、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを開発開発開発開発ししししておりますておりますておりますております。。。。特特特特徴徴徴徴はははは、、、、ブロックブロックブロックブロック自体自体自体自体がががが水水水水をををを蓄蓄蓄蓄えることができるということでえることができるということでえることができるということでえることができるということで、、、、ヒヒヒヒートアイランートアイランートアイランートアイランドドドド現現現現象象象象のののの低減低減低減低減ににににつつつつながるということですながるということですながるということですながるということです。。。。実実実実験験験験結結結結果果果果なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、従来従来従来従来のインターロッのインターロッのインターロッのインターロッキキキキングブロッングブロッングブロッングブロックにクにクにクに比比比比べべべべましてましてましてまして、、、、このこのこのこの moco はははは 10 度以度以度以度以上上上上路路路路面面面面温温温温度度度度をををを低減低減低減低減できるというようなできるというようなできるというようなできるというような結結結結果果果果をををを得得得得ておりまておりまておりまておりますすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、透透透透水水水水性性性性がありますがありますがありますがあります。。。。水水水水をををを通通通通すことができますのですことができますのですことができますのですことができますので、、、、水水水水たまりができませんたまりができませんたまりができませんたまりができません。。。。そそそそれれれれからからからから、、、、ここここちちちちらのらのらのらの写写写写真真真真にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、容積容積容積容積でででで 60％％％％ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは木木木木材材材材ですですですです。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、柔柔柔柔らかいとらかいとらかいとらかいということがありますいうことがありますいうことがありますいうことがあります。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、上上上上をををを歩歩歩歩いたいたいたいた場場場場合合合合はははは足足足足にににに負担負担負担負担がががが少少少少ないということがないということがないということがないということが言言言言えるとえるとえるとえると思思思思いいいいますますますます。。。。 

  このこのこのこの moco インターブロッインターブロッインターブロッインターブロッキキキキングブロックのングブロックのングブロックのングブロックの適適適適用事用事用事用事例例例例ですですですです。。。。ここここちちちちらはらはらはらは真庭市内真庭市内真庭市内真庭市内のののの野球野球野球野球場場場場にににに使使使使わわわわれたれたれたれた一一一一例例例例ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの moco なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、昨昨昨昨年年年年 2006 年年年年、、、、ガガガガーーーーデデデデニングニングニングニング用用用用のののの製製製製品品品品もももも開発開発開発開発いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。現現現現在在在在、、、、量量量量産産産産体体体体制制制制をををを整整整整えましてえましてえましてえまして、、、、ホホホホームームームームセセセセンターンターンターンターややややインターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで販販販販売売売売をををを開始開始開始開始しておりますしておりますしておりますしております。。。。ホホホホームームームームセセセセンンンンターはターはターはターはココココーナンさんをーナンさんをーナンさんをーナンさんをメメメメインにしておりインにしておりインにしておりインにしておりますますますます。。。。インターネットはインターネットはインターネットはインターネットは楽天楽天楽天楽天さんをさんをさんをさんを見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばわわわわかるとかるとかるとかると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  これらのこれらのこれらのこれらの木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリートのートのートのートの製製製製品品品品なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県エエエエココココ製製製製品品品品にににに認認認認定定定定していたしていたしていたしていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。県県県県のののの公共公共公共公共事業等事業等事業等事業等ではではではでは優先的優先的優先的優先的にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだけるようなけるようなけるようなけるような状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを有効利用有効利用有効利用有効利用したしたしたした製製製製品品品品ということでということでということでということで、、、、最最最最初初初初はははは、、、、カカカカワワワワウウウウからからからから魚魚魚魚類類類類をををを守守守守るるるる間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床というというというという製製製製品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これこれこれこれ、、、、全全全全国的国的国的国的になんですがになんですがになんですがになんですが、、、、カカカカワワワワウウウウによるによるによるによる放放放放流流流流魚魚魚魚のののの食食食食害害害害がががが問問問問題題題題にににになっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。地地地地元元元元のののの漁漁漁漁協協協協さんなどとさんなどとさんなどとさんなどと連連連連携携携携してしてしてして開発開発開発開発したしたしたした製製製製品品品品がががが間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。カカカカワワワワウウウウはははは、、、、例例例例ええええばばばばアアアアユユユユですとですとですとですと、、、、1日日日日にににに 20匹匹匹匹からからからから 30匹匹匹匹捕捕捕捕食食食食してしまうということでしてしまうということでしてしまうということでしてしまうということで問問問問題題題題になっているになっているになっているになっているんですがんですがんですがんですが、、、、このこのこのこのカカカカワワワワウウウウからからからから魚魚魚魚をををを守守守守るるるる、、、、魚魚魚魚のののの隠隠隠隠れれれれ場所場所場所場所ををををつつつつくってくってくってくってややややろうというろうというろうというろうというココココンンンンセセセセプトでプトでプトでプトで製製製製品品品品開開開開
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発発発発をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。構構構構造造造造はははは非非非非常常常常にににに単純単純単純単純なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを並並並並べべべべててててややややってってってって、、、、そのそのそのその上上上上にににに現地現地現地現地のののの石石石石をををを並並並並べべべべるというものでるというものでるというものでるというもので、、、、このこのこのこの下下下下のスのスのスのスペペペペースがースがースがースが魚魚魚魚のののの隠隠隠隠れれれれ場所場所場所場所になりますになりますになりますになります。。。。カカカカワワワワウウウウのののの首首首首はははは 30 セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐららららいありますのでいありますのでいありますのでいありますので、、、、このこのこのこの製製製製品品品品のののの幅幅幅幅をををを 1メメメメートルートルートルートル確確確確保保保保していましてしていましてしていましてしていまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか首首首首がががが中中中中へへへへ突突突突っっっっ込込込込めないめないめないめないようなようなようなような状況状況状況状況ををををつつつつくっておりますくっておりますくっておりますくっております。。。。 

  ランランランランデデデデスのスのスのスの本社本社本社本社のののの裏裏裏裏のののの旭旭旭旭川川川川でででで実実実実証証証証実実実実験験験験をををを行行行行ってみましたってみましたってみましたってみました。。。。川川川川のののの中央部中央部中央部中央部にににに、、、、実実実実証証証証実実実実験験験験ということということということということでででで、、、、1 基設基設基設基設置置置置しましたしましたしましたしました。。。。2004 年年年年 11 月月月月ですですですです。。。。2005 年年年年 5 月月月月、、、、約約約約半半半半年年年年たったときにたったときにたったときにたったときに、、、、魚魚魚魚類類類類調調調調査査査査をををを行行行行いいいいましたましたましたました。。。。このときのこのときのこのときのこのときの調調調調査査査査ですとですとですとですと、、、、ハヤハヤハヤハヤとかとかとかとか、、、、オイオイオイオイカカカカワワワワ、、、、カカカカワムワムワムワムツツツツ、、、、それからナマズそれからナマズそれからナマズそれからナマズ、、、、こういったこういったこういったこういった魚魚魚魚をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん確確確確認認認認することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。非非非非常常常常にににに好好好好評評評評をををを得得得得ておりますておりますておりますております。。。。 

  このこのこのこの間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床のののの適適適適用事用事用事用事例例例例ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。真庭市内真庭市内真庭市内真庭市内中中中中島地島地島地島地区区区区にににに、、、、平平平平成成成成 18 年年年年 3 月月月月 14 日日日日にににに施施施施工工工工をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。河河河河原原原原にににに並並並並べべべべたたたた間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床のののの上上上上にににに現地現地現地現地のののの石石石石をををを乗乗乗乗せますせますせますせます。。。。それをクそれをクそれをクそれをクレレレレーンでーンでーンでーンでつつつつってってってって設設設設置置置置するというするというするというするという、、、、非非非非常常常常にににに簡簡簡簡単単単単なななな設設設設置置置置方方方方法法法法ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここのここのここのここの場所場所場所場所ではではではでは、、、、2 段段段段にににに重重重重ねねねねたたたた間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床をををを
7 基基基基並並並並べべべべてててて、、、、それをそれをそれをそれを 2 列列列列設設設設置置置置するようなするようなするようなするような形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。2 列並列並列並列並べべべべていますのでていますのでていますのでていますので、、、、魚魚魚魚がががが隠隠隠隠れれれれることができるることができるることができるることができる幅幅幅幅はははは 2メメメメートルあるということでートルあるということでートルあるということでートルあるということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。非非非非常常常常にににに設設設設置置置置はははは簡簡簡簡単単単単でででで、、、、工工工工事事事事ののののほほほほううううはスムーズにはスムーズにはスムーズにはスムーズに進進進進みましたみましたみましたみました。。。。このこのこのこの場所場所場所場所ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、今後今後今後今後引引引引きききき続続続続きモニタきモニタきモニタきモニタリリリリングングングング調調調調査査査査をををを続続続続けていくけていくけていくけていく予予予予定定定定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。 

  間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床以以以以外外外外にもにもにもにも、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材ととととココココンクンクンクンクリリリリートをートをートをートをココココララララボボボボレレレレーションさせたーションさせたーションさせたーションさせた製製製製品品品品をををを幾幾幾幾つつつつかかかか用用用用意意意意してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ガガガガーーーードレドレドレドレールですとかールですとかールですとかールですとか木木木木柵柵柵柵、、、、水水水水際際際際ブロックブロックブロックブロック、、、、こういったものにこういったものにこういったものにこういったものに間間間間伐伐伐伐材材材材のののの適適適適用用用用がががが可能可能可能可能ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上でででで事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介ののののほほほほううううはははは終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。ランランランランデデデデスはスはスはスは、、、、これからもこれからもこれからもこれからも自自自自然然然然とのとのとのとの共共共共生生生生をテをテをテをテーマにしてーマにしてーマにしてーマにして研究開発研究開発研究開発研究開発をををを続続続続けけけけ、、、、新新新新しいしいしいしい製製製製品品品品、、、、技術技術技術技術をををを生生生生みみみみ出出出出していこうとしていこうとしていこうとしていこうと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、地地地地場場場場のののの企業企業企業企業としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献できるようできるようできるようできるよう努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後ともよろしくおともよろしくおともよろしくおともよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、三井造船株式三井造船株式三井造船株式三井造船株式会社環境会社環境会社環境会社環境・プラント・プラント・プラント・プラント事業本事業本事業本事業本部部部部事業開発事業開発事業開発事業開発部課長部課長部課長部課長、、、、長様長様長様長様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 長課長長課長長課長長課長 

  初初初初めましてめましてめましてめまして。。。。三井造船三井造船三井造船三井造船のののの長長長長とととと申申申申しますしますしますします。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが真庭市内真庭市内真庭市内真庭市内でででで現現現現在在在在実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております、、、、木木木木質質質質系原系原系原系原料料料料をををを使使使使いましたエタノールのいましたエタノールのいましたエタノールのいましたエタノールの製製製製造造造造実実実実証証証証事業事業事業事業ににににつつつついていていていて簡簡簡簡単単単単ににににごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私どもどもどもども三井造船三井造船三井造船三井造船はははは、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県のののの玉玉玉玉野市野市野市野市をををを発発発発祥祥祥祥のののの地地地地としますとしますとしますとします総総総総合合合合エンジニアエンジニアエンジニアエンジニアリリリリングングングング会社会社会社会社ででででごごごござざざざいまいまいまいましてしてしてして、、、、現現現現在在在在はははは船船船船舶舶舶舶、、、、機機機機械械械械類類類類、、、、それからプラントそれからプラントそれからプラントそれからプラント建建建建設設設設およびおよびおよびおよび環境環境環境環境装装装装置置置置のののの供給供給供給供給などをなどをなどをなどを主主主主たるたるたるたる業業業業務務務務としとしとしとしてててて行行行行っておりますっておりますっておりますっております会社会社会社会社ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ききききょょょょううううごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますエタノールなんですけれきますエタノールなんですけれきますエタノールなんですけれきますエタノールなんですけれどもどもどもども、、、、近年近年近年近年非非非非常常常常にににに注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びておりますびておりますびておりますびております、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇がががが危惧危惧危惧危惧されておりますされておりますされておりますされております石石石石油油油油製製製製品品品品のののの代代代代替燃替燃替燃替燃料料料料というというというという位位位位置置置置づけでづけでづけでづけで、、、、日日日日本本本本のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、欧欧欧欧米米米米諸諸諸諸国国国国やヨやヨやヨやヨーロッパーロッパーロッパーロッパでででで最最最最近近近近非非非非常常常常にににに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて開発開発開発開発されているされているされているされている技技技技術術術術ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、エタノールはどういうものであるというエタノールはどういうものであるというエタノールはどういうものであるというエタノールはどういうものであるという話話話話をををを簡簡簡簡単単単単にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いいいい
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ますますますます。。。。エタノールとはエタノールとはエタノールとはエタノールとは、、、、各各各各種種種種のバイオマスからのバイオマスからのバイオマスからのバイオマスから発発発発酵酵酵酵というというというという操操操操作作作作をををを使使使使ってってってって得得得得られるエタノールでられるエタノールでられるエタノールでられるエタノールでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。バイオマスというもののバイオマスというもののバイオマスというもののバイオマスというものの定定定定義義義義もももも、、、、下下下下にににに書書書書いておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれどもいておりますけれども、、、、大大大大気気気気中中中中のののの CO2 をををを吸吸吸吸収収収収してしてしてして成成成成長長長長したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー源源源源としてとしてとしてとして燃焼燃焼燃焼燃焼させてもさせてもさせてもさせても大大大大気気気気中中中中のののの CO2 濃濃濃濃度度度度をををを高高高高めないめないめないめない。。。。カカカカーーーーボボボボンニンニンニンニュュュュートラルというートラルというートラルというートラルという表表表表現現現現をされておりますけれどもをされておりますけれどもをされておりますけれどもをされておりますけれども、、、、ここここちちちちらをらをらをらを使使使使ってってってって地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの対策対策対策対策ということがということがということがということが可能可能可能可能になるになるになるになる燃燃燃燃料料料料ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見にくいんですけれどもにくいんですけれどもにくいんですけれどもにくいんですけれども、、、、現現現現在在在在のののの国内国内国内国内のエタノールののエタノールののエタノールののエタノールの取取取取扱扱扱扱量量量量をををを示示示示したしたしたした絵絵絵絵ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを見見見見ていたていたていたていただだだだくとわかるんですけれどもくとわかるんですけれどもくとわかるんですけれどもくとわかるんですけれども、、、、今今今今バイオマスからバイオマスからバイオマスからバイオマスから取取取取られているものとられているものとられているものとられているものとしてはこれしてはこれしてはこれしてはこれだだだだけのエタノールしかけのエタノールしかけのエタノールしかけのエタノールしかごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。下下下下のののの部部部部分分分分はははは合成合成合成合成ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、このバイオマスこのバイオマスこのバイオマスこのバイオマス由来由来由来由来のエタノールはのエタノールはのエタノールはのエタノールは大大大大きくきくきくきく 2 種種種種類類類類ごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、1 つつつつががががデデデデンプンンプンンプンンプン系系系系のものをのものをのものをのものを原原原原料料料料としてとしてとしてとして発発発発酵酵酵酵したしたしたしたエタノールエタノールエタノールエタノール。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつがががが、、、、我我我我々々々々がががが今今今今実実実実証証証証しておりますしておりますしておりますしておりますセセセセルロースルロースルロースルロース系系系系、、、、木木木木材材材材をををを使使使使ってってってって発発発発酵酵酵酵させるエさせるエさせるエさせるエタノールタノールタノールタノール。。。。たたたただだだだ、、、、現現現現時時時時点点点点でででで木木木木材材材材からからからから取取取取られたものはられたものはられたものはられたものはほほほほとんどないといとんどないといとんどないといとんどないというようなうようなうようなうような状状状状態態態態ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれどもしになりますけれどもしになりますけれどもしになりますけれども、、、、バイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールの特特特特徴徴徴徴というというというという形形形形ででででごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。社会的社会的社会的社会的背背背背景景景景としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの枯渇枯渇枯渇枯渇対策対策対策対策、、、、そのようなそのようなそのようなそのような観点観点観点観点からバイオマからバイオマからバイオマからバイオマスをエネルスをエネルスをエネルスをエネルギギギギーーーー源源源源としてとしてとしてとして見見見見直直直直すすすす機機機機運運運運がががが高高高高まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。目目目目的的的的はははは、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対策対策対策対策。。。。特特特特ににににガガガガソソソソリリリリンにまンにまンにまンにまぜぜぜぜてててて利用利用利用利用するというするというするというするという形形形形態態態態をとることによってをとることによってをとることによってをとることによって、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門のののの CO2 削減削減削減削減がががが容容容容易易易易にににに達達達達成成成成できるできるできるできるであろうということがであろうということがであろうということがであろうということが期待期待期待期待されておりますされておりますされておりますされております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、2 番番番番目目目目としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、バイオマスというバイオマスというバイオマスというバイオマスという資源資源資源資源をどのようにをどのようにをどのようにをどのように育成育成育成育成してしてしてして拡大拡大拡大拡大させていくかというのにさせていくかというのにさせていくかというのにさせていくかというのに絡絡絡絡みましてみましてみましてみまして、、、、農農農農業業業業、、、、林林林林業業業業のののの保保保保護護護護・・・・育成育成育成育成とととといういういういう効効効効果果果果がががが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。3 番番番番目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、このバイオエタノールをこのバイオエタノールをこのバイオエタノールをこのバイオエタノールを利用利用利用利用することによってすることによってすることによってすることによって循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成することができるというすることができるというすることができるというすることができるという点点点点ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、エタノールにエタノールにエタノールにエタノールに代表代表代表代表されまされまされまされますようにすようにすようにすように、、、、エタノールはエタノールはエタノールはエタノールは液液液液体体体体燃燃燃燃料料料料ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。液液液液体体体体燃燃燃燃料料料料ということにということにということにということにつつつついていていていて利利利利点点点点がががが幾幾幾幾つつつつかかかかごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、1 つつつつはははは、、、、自動自動自動自動車車車車用用用用のののの燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして非非非非常常常常にににに使使使使いいいいややややすいということすいということすいということすいということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、単単単単位位位位重重重重量当量当量当量当たりのたりのたりのたりの熱熱熱熱量量量量がががが比比比比較較較較的大的大的大的大きいきいきいきい。。。。先先先先ほほほほどどどど銘建銘建銘建銘建さんのさんのさんのさんのごごごご説説説説明明明明でありましたようにでありましたようにでありましたようにでありましたように、、、、木木木木ののののチチチチップでップでップでップですとすとすとすと非非非非常常常常にかさがありますけれどもにかさがありますけれどもにかさがありますけれどもにかさがありますけれども、、、、液液液液体体体体燃燃燃燃料料料料になになになになるとそれがるとそれがるとそれがるとそれが非非非非常常常常にににに小小小小さくできるということがさくできるということがさくできるということがさくできるということがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エタノールというのはエタノールというのはエタノールというのはエタノールというのは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん日日日日ごごごごろろろろ飲飲飲飲まれておりますまれておりますまれておりますまれております酒酒酒酒とととと同同同同じじじじなんでなんでなんでなんですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、とりあえずはとりあえずはとりあえずはとりあえずは人人人人体体体体・・・・環境環境環境環境にににに無害無害無害無害というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。飲飲飲飲みみみみ過過過過ぎぎぎぎはよくなはよくなはよくなはよくないんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども。。。。それからそれからそれからそれから、、、、貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵性性性性、、、、可可可可搬搬搬搬性性性性にににに非非非非常常常常にすにすにすにすぐぐぐぐれておりますれておりますれておりますれております。。。。 

  バイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールの利用方利用方利用方利用方法法法法としてとしてとしてとして幾幾幾幾つつつつかありますけれどもかありますけれどもかありますけれどもかありますけれども、、、、1 つつつつ目目目目がががが、、、、エタノールエタノールエタノールエタノール混混混混合合合合ガガガガソソソソリリリリンというものがンというものがンというものがンというものがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現在日在日在日在日本本本本ではではではでは、、、、直直直直接接接接ガガガガソソソソリリリリンにエタノールをンにエタノールをンにエタノールをンにエタノールを 3％％％％までままでままでままでまぜぜぜぜてててて利用利用利用利用することがすることがすることがすることが認認認認められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。将将将将来来来来はははは E10、、、、ガガガガソソソソリリリリンンンンへへへへのののの混混混混入入入入量量量量をををを 10％％％％程程程程度度度度にしたいというにしたいというにしたいというにしたいという環境環境環境環境省省省省さんのさんのさんのさんの思思思思惑惑惑惑ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、特特特特徴徴徴徴としましてとしましてとしましてとしまして、、、、必必必必ずしもいいことずしもいいことずしもいいことずしもいいことばばばばかりかりかりかりじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、幾幾幾幾つつつつかかかか都合都合都合都合のののの悪悪悪悪いこともいこともいこともいこともごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、1 つつつつ目目目目がががが、、、、エタノールというのはエタノールというのはエタノールというのはエタノールというのは非非非非常常常常にににに吸吸吸吸湿湿湿湿性性性性のののの高高高高いいいい物物物物質質質質ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、長長長長いいいい期間期間期間期間ガガガガソソソソリリリリンにまンにまンにまンにまぜぜぜぜてててて置置置置いておくといておくといておくといておくと、、、、エタノールがエタノールがエタノールがエタノールが水水水水をををを吸吸吸吸ってしまうってしまうってしまうってしまうということがということがということがということが危危危危険険険険であろうということはであろうということはであろうということはであろうということは言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エタノールというのはエタノールというのはエタノールというのはエタノールというのは、、、、あるあるあるある種種種種ののののゴゴゴゴムムムム、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックにックにックにックにつつつついていていていて比比比比較較較較的的的的腐腐腐腐食食食食性性性性がががが高高高高いいいい物物物物質質質質ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今使使使使われておわれておわれておわれておりますりますりますります自自自自家家家家用用用用車車車車のののの燃燃燃燃料料料料系系系系のののの配管配管配管配管にににに濃濃濃濃いいいい混混混混合率合率合率合率をしたをしたをしたをした場場場場合合合合はははは問問問問題題題題がががが発発発発生生生生するするするする可能性可能性可能性可能性があるというがあるというがあるというがあるという話話話話をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは、、、、配管配管配管配管用用用用のラインののラインののラインののラインの材質材質材質材質をををを変変変変えてえてえてえて対対対対応応応応すれすれすれすればばばば問問問問題題題題なくなくなくなく対対対対応応応応できできできできますしますしますしますし、、、、今今今今アアアアメメメメリカリカリカリカではではではでは E10、、、、10％％％％ぐぐぐぐらいまらいまらいまらいまぜぜぜぜたたたた燃燃燃燃料料料料がががが非非非非常常常常にににに一一一一般般般般的的的的にににに売売売売られておりますしられておりますしられておりますしられておりますし、、、、ブブブブラジルではラジルではラジルではラジルでは、、、、国国国国のののの規規規規格格格格としましてとしましてとしましてとしまして燃燃燃燃料料料料にににに 22％％％％ままままぜぜぜぜるというるというるというるという規規規規格格格格ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  バイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールの利用方利用方利用方利用方法法法法としてもうとしてもうとしてもうとしてもう一一一一つごつごつごつござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「石石石石連連連連」」」」さんがさんがさんがさんが提唱提唱提唱提唱されてされてされてされて
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おりますおりますおりますおります方方方方法法法法ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、エエエエチチチチル・ターシル・ターシル・ターシル・ターシャリャリャリャリーブーブーブーブチチチチル・エーテルというル・エーテルというル・エーテルというル・エーテルという形形形形にににに転転転転換換換換ししししててててガガガガソソソソリリリリンにンにンにンに混混混混合合合合しようとしようとしようとしようと。。。。ETBE というこのというこのというこのというこの物物物物質質質質はははは、、、、ガガガガソソソソリリリリンのオクタンンのオクタンンのオクタンンのオクタン価価価価向上向上向上向上剤剤剤剤ですですですです。。。。そうそうそうそういういういういう形形形形でででで、、、、ガガガガソソソソリリリリンにまンにまンにまンにまぜぜぜぜてててて使使使使おうとおうとおうとおうと。。。。特特特特徴徴徴徴としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、先先先先ほほほほどのエタノールのどのエタノールのどのエタノールのどのエタノールの直直直直接接接接混混混混合合合合のののの場場場場合合合合とととと違違違違ってってってって、、、、水水水水分分分分混混混混入入入入にににに伴伴伴伴ううううガガガガソソソソリリリリンとのンとのンとのンとの相相相相分分分分離離離離というトラブルはというトラブルはというトラブルはというトラブルは発発発発生生生生しないということはしないということはしないということはしないということは言言言言わわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。たたたただだだだ、、、、ガガガガソソソソリリリリンのンのンのンの添添添添加加加加剤剤剤剤でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、添添添添加加加加量量量量にににに上上上上限限限限ははははごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ちちちちょょょょっとこれはグっとこれはグっとこれはグっとこれはグレレレレーのおーのおーのおーのお話話話話なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、人人人人体体体体へへへへ発発発発がんがんがんがん性性性性があるというがあるというがあるというがあるという懸懸懸懸念念念念ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、国国国国のののの政策政策政策政策のののの話話話話をををを簡簡簡簡単単単単にににに書書書書かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたんですけれどもいたんですけれどもいたんですけれどもいたんですけれども、、、、現現現現在在在在 2008 年年年年ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、
2010 年年年年までにはまでにはまでにはまでには、、、、原油換原油換原油換原油換算算算算のののの 50万万万万キキキキロロロロリリリリッターッターッターッター、、、、これにはこれにはこれにはこれには植植植植物油物油物油物油をををを軽軽軽軽油油油油相当相当相当相当にににに転転転転換換換換したしたしたした燃燃燃燃料料料料もももも含含含含まれているんですけれどもまれているんですけれどもまれているんですけれどもまれているんですけれども、、、、50万万万万キキキキロロロロリリリリッターというッターというッターというッターという数数数数字字字字がががが提提提提案案案案されておりますされておりますされておりますされております。。。。そのうそのうそのうそのうちちちちバイオエタノールとしてはバイオエタノールとしてはバイオエタノールとしてはバイオエタノールとしては 2 分分分分のののの 1程程程程度度度度。。。。たたたただだだだ、、、、一一一一番番番番最最最最初初初初ににににごごごご紹介紹介紹介紹介されましたけれどもされましたけれどもされましたけれどもされましたけれども、、、、今今今今 3％％％％までのエタノールまでのエタノールまでのエタノールまでのエタノール混混混混合合合合がががが認認認認可可可可されているわけなんですけれどもされているわけなんですけれどもされているわけなんですけれどもされているわけなんですけれども、、、、このこのこのこの 3％％％％というのはというのはというのはというのは、、、、今今今今皆皆皆皆さんさんさんさんがおがおがおがお使使使使いのいのいのいの自動自動自動自動車車車車にきにきにきにきょょょょうからうからうからうから入入入入れてもすれてもすれてもすれてもすぐぐぐぐ使使使使えるというえるというえるというえるという話話話話ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これがこれがこれがこれが、、、、10％％％％混混混混合合合合ぐぐぐぐらいのエタノールらいのエタノールらいのエタノールらいのエタノール混混混混合合合合ガガガガソソソソリリリリンンンン、、、、E10 というものになりますとというものになりますとというものになりますとというものになりますと、、、、今今今今、、、、日常日常日常日常的的的的にににに使使使使っているっているっているっている車車車車ではではではではトラブルがトラブルがトラブルがトラブルが起起起起きるきるきるきる可能性可能性可能性可能性ががががあるとあるとあるとあると言言言言われていますのでわれていますのでわれていますのでわれていますので、、、、徐徐徐徐々々々々にそのにそのにそのにその車車車車をををを増増増増ややややしていこうとしていこうとしていこうとしていこうと。。。。そのそのそのその増増増増ややややすすすす期期期期限限限限をををを 2030 年年年年ぐぐぐぐらいまでにらいまでにらいまでにらいまでに、、、、販販販販売売売売するするするする車車車車すすすすべべべべてがてがてがてが 10％％％％のエタノールのエタノールのエタノールのエタノール混混混混合合合合燃燃燃燃料料料料がががが使使使使えるもえるもえるもえるものにしていこうというものにしていこうというものにしていこうというものにしていこうというものとのとのとのと並並並並行行行行してしてしてして行行行行われているわれているわれているわれている政策政策政策政策ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで徐徐徐徐々々々々にににに量量量量がががが増増増増えてえてえてえて                                            いっているというものでいっているというものでいっているというものでいっているというものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  今今今今のエタノールのエタノールのエタノールのエタノール燃燃燃燃料料料料ををををガガガガソソソソリリリリンにまンにまンにまンにまぜぜぜぜてててて積極的積極的積極的積極的にににに利用利用利用利用していこうというしていこうというしていこうというしていこうという話話話話はははは、、、、日日日日本本本本にににに限限限限ったわったわったわったわけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、特特特特にアにアにアにアメメメメリカリカリカリカなどがなどがなどがなどが非非非非常常常常にににに積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、このこのこのこの表表表表ではではではでは、、、、単単単単にこのにこのにこのにこの数数数数年年年年間間間間、、、、非非非非常常常常にににに生生生生産産産産量量量量がががが大大大大きくきくきくきく伸伸伸伸びてびてびてびているいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは 2004 年年年年までしかないんですがまでしかないんですがまでしかないんですがまでしかないんですが、、、、2006年年年年にはにはにはには 4,000万万万万キキキキロロロロリリリリッターにッターにッターにッターに到達到達到達到達するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、海海海海外外外外でででで、、、、どのようなどのようなどのようなどのような国国国国でででで力力力力がががが入入入入れられているかというれられているかというれられているかというれられているかという表表表表、、、、簡簡簡簡単単単単にににに、、、、わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい表表表表ななななんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、世世世世界界界界でででで多多多多くくくくつつつつくっているのはブラジルとくっているのはブラジルとくっているのはブラジルとくっているのはブラジルと米米米米国国国国。。。。ブラジルではブラジルではブラジルではブラジルでは、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの絞絞絞絞りりりり汁汁汁汁をををを使使使使ってエタノールをってエタノールをってエタノールをってエタノールをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。米米米米国国国国ではではではでは、、、、主主主主にトにトにトにトウウウウモロモロモロモロココココシのシのシのシの実実実実をををを使使使使ってエタノールってエタノールってエタノールってエタノールにににに転転転転換換換換しているということがしているということがしているということがしているということがややややられておりますられておりますられておりますられております。。。。あとあとあとあと、、、、多多多多いのがいのがいのがいのが中中中中国国国国、、、、インインインインドドドドなどがなどがなどがなどがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。日日日日本本本本はははは全全全全くくくく入入入入っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。 

  我我我我々々々々がががが今今今今このこのこのこの真庭真庭真庭真庭でででで実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております製製製製造造造造実実実実証証証証事業事業事業事業もそのもそのもそのもその 1 つつつつででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、国内国内国内国内でででではははは同同同同じじじじようにいろんなようにいろんなようにいろんなようにいろんな材材材材料料料料からエタノールをからエタノールをからエタノールをからエタノールをつつつつくろうというくろうというくろうというくろうという動動動動きがきがきがきがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このうこのうこのうこのうちちちち、、、、セセセセルルルルロースロースロースロース系系系系をををを使使使使ってエタノールをってエタノールをってエタノールをってエタノールを製製製製造造造造しようとしているのはしようとしているのはしようとしているのはしようとしているのは、、、、我我我我々々々々ののののほほほほかにはかにはかにはかには、、、、大大大大阪阪阪阪のののの堺堺堺堺市市市市でででで、、、、ここここれはもうかなりれはもうかなりれはもうかなりれはもうかなり規規規規模模模模のののの大大大大きいきいきいきい、、、、商商商商業業業業規規規規模模模模のプラントでのプラントでのプラントでのプラントでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、廃廃廃廃材材材材からエタノールからエタノールからエタノールからエタノールをををを製製製製造造造造するというプラントがするというプラントがするというプラントがするというプラントが建建建建設設設設されてされてされてされて、、、、もうもうもうもうじじじじきききき稼稼稼稼動動動動にににに入入入入るというるというるというるという計画計画計画計画になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そそそそれれれれ以以以以外外外外はははは、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと、、、、デデデデンプンとンプンとンプンとンプンと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる材材材材料料料料をををを使使使使ってエタノールをってエタノールをってエタノールをってエタノールをつつつつくるというくるというくるというくるという実実実実験験験験がががが、、、、そのそのそのその他数他数他数他数カカカカ所所所所でででで今今今今現現現現在行在行在行在行われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見にくいかもしれませんけれどもにくいかもしれませんけれどもにくいかもしれませんけれどもにくいかもしれませんけれども、、、、このこのこのこの表表表表はははは、、、、バイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールのバイオエタノールの製製製製造造造造方方方方法法法法ににににつつつついていていていて、、、、従来従来従来従来のののの原原原原料料料料でありますでありますでありますでありますデデデデンプンですとかンプンですとかンプンですとかンプンですとか、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの絞絞絞絞りりりり汁汁汁汁みたいなみたいなみたいなみたいな糖糖糖糖類類類類をををを原原原原料料料料にしてにしてにしてにしてつつつつくるくるくるくるときのときのときのときの絵絵絵絵、、、、それとそれとそれとそれとセセセセルロースルロースルロースルロース系原系原系原系原料料料料をををを使使使使ったったったった場場場場合合合合必要必要必要必要なプロなプロなプロなプロセセセセスをスをスをスを簡簡簡簡単単単単にににに比比比比較較較較したしたしたした絵絵絵絵ででででごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。まずまずまずまず、、、、上上上上ののののほほほほうでいきますとうでいきますとうでいきますとうでいきますと、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの絞絞絞絞りりりり汁汁汁汁のののの場場場場合合合合はははは、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖そのものなのでそのものなのでそのものなのでそのものなので直直直直接発接発接発接発酵酵酵酵できるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれども、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシですとかシですとかシですとかシですとか、、、、米米米米、、、、麦麦麦麦といったものはいわといったものはいわといったものはいわといったものはいわばデばデばデばデンプンでンプンでンプンでンプンでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。デデデデンプンはンプンはンプンはンプンは、、、、一度一度一度一度糖糖糖糖分分分分にににに変変変変換換換換するするするする必必必必要要要要がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、糖糖糖糖化化化化というプロというプロというプロというプロセセセセスをスをスをスを経経経経ますますますます。。。。糖糖糖糖
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化化化化というプロというプロというプロというプロセセセセスをスをスをスを経経経経てててて、、、、デデデデンプンをンプンをンプンをンプンを糖糖糖糖にににに変変変変えてえてえてえて、、、、そのそのそのその糖糖糖糖をををを、、、、酵酵酵酵母母母母菌菌菌菌をををを使使使使ってアルってアルってアルってアルココココールールールール発発発発酵酵酵酵ささささせるというプロせるというプロせるというプロせるというプロセセセセスでスでスでスでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ではではではでは、、、、木木木木質質質質系系系系のののの場場場場合合合合はははは、、、、といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、木木木木質質質質系系系系もももも当然当然当然当然甘甘甘甘くないわけでくないわけでくないわけでくないわけで、、、、まずまずまずまず糖糖糖糖にするにするにするにする必要必要必要必要があがあがあがありますりますりますります。。。。木木木木質質質質でででで糖糖糖糖にににに変変変変換換換換するするするする成分成分成分成分としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、木木木木のののの成分成分成分成分のののの中中中中ののののセセセセルロースとルロースとルロースとルロースと言言言言われるものとわれるものとわれるものとわれるものと、、、、それからそれからそれからそれからヘヘヘヘミミミミセセセセルロースとルロースとルロースとルロースと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる 2種種種種類類類類のののの成分成分成分成分をををを糖糖糖糖にににに変変変変換換換換しますしますしますします。。。。これはまこれはまこれはまこれはまだだだだままままだだだだ商商商商業化業化業化業化はなはなはなはなかなかかなかかなかかなか難難難難しいんですけれどもしいんですけれどもしいんですけれどもしいんですけれども、、、、とりあえずこのとりあえずこのとりあえずこのとりあえずこの 2種種種種類類類類のののの成分成分成分成分をををを糖糖糖糖にににに変変変変えてえてえてえて、、、、それでアルそれでアルそれでアルそれでアルココココールールールール発発発発酵酵酵酵させますさせますさせますさせます。。。。このアルこのアルこのアルこのアルココココールールールール発発発発酵酵酵酵させるさせるさせるさせる部部部部分分分分はははは、、、、基本的基本的基本的基本的ににににデデデデンプンをンプンをンプンをンプンを使使使使うのとあまりうのとあまりうのとあまりうのとあまり変変変変わりませわりませわりませわりませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、木木木木のののの成分成分成分成分をををを糖糖糖糖にににに変変変変えるこのえるこのえるこのえるこの糖糖糖糖化化化化というプロというプロというプロというプロセセセセスはスはスはスは、、、、木木木木質質質質系系系系、、、、セセセセルロースルロースルロースルロース系系系系のののの原原原原料料料料ににににつつつついてはいてはいてはいては非非非非常常常常にににに重要重要重要重要になるところでになるところでになるところでになるところでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料をまたをまたをまたをまた眺眺眺眺めておいてくめておいてくめておいてくめておいてくだだだださいさいさいさい。。。。国内国内国内国内でのバイオマスのでのバイオマスのでのバイオマスのでのバイオマスの保保保保存量存量存量存量がこのがこのがこのがこの程程程程度度度度であろうというであろうというであろうというであろうという、、、、これはこれはこれはこれは農水省農水省農水省農水省さんのさんのさんのさんの予測予測予測予測ののののデデデデータでータでータでータでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしましたセセセセルロースルロースルロースルロース系原系原系原系原料料料料のののの糖糖糖糖化化化化のののの技術技術技術技術ということにということにということにということに関関関関してもうしてもうしてもうしてもう少少少少しししし説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  糖糖糖糖化化化化のののの目目目目的的的的はははは、、、、原原原原料料料料のののの成分成分成分成分でありでありでありでありますますますますセセセセルロースとルロースとルロースとルロースとヘヘヘヘミミミミセセセセルロースというものをルロースというものをルロースというものをルロースというものを分分分分解解解解してしてしてして、、、、ググググルルルルココココースなどとースなどとースなどとースなどと呼呼呼呼ばばばばれますれますれますれます糖糖糖糖類類類類をををを回回回回収収収収することにありますすることにありますすることにありますすることにあります。。。。幾幾幾幾つつつつかかかか方方方方法法法法があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、私私私私どものプロどものプロどものプロどものプロセセセセスではスではスではスでは、、、、酸酸酸酸糖糖糖糖化化化化法法法法とととと酵酵酵酵素素素素糖糖糖糖化化化化法法法法をををを併併併併用用用用してしてしてして木木木木のののの成分成分成分成分をををを糖糖糖糖にににに変変変変換換換換しておりますしておりますしておりますしております。。。。酸酸酸酸糖糖糖糖化化化化法法法法にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく希酸希酸希酸希酸法法法法とととと濃濃濃濃硫硫硫硫酸酸酸酸法法法法のののの 2つつつつのプロのプロのプロのプロセセセセスがスがスがスがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。我我我我々々々々がががが採採採採用用用用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているのはいているのはいているのはいているのは希酸希酸希酸希酸法法法法とととと呼呼呼呼ばばばばれるプロれるプロれるプロれるプロセセセセスでスでスでスで、、、、主主主主たるたるたるたる対対対対象象象象成分成分成分成分はははは、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと、、、、ヘヘヘヘミミミミセセセセルロルロルロルロースとースとースとースと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる物物物物質質質質でありますでありますでありますであります。。。。これをこれをこれをこれを糖糖糖糖にににに変変変変換換換換するとするとするとすると、、、、キキキキシロースシロースシロースシロース、、、、もしくはグルもしくはグルもしくはグルもしくはグルココココースースースース、、、、ああああとととと、、、、ここにここにここにここに書書書書いてないですけどいてないですけどいてないですけどいてないですけど、、、、マノースというようなマノースというようなマノースというようなマノースというような糖糖糖糖がががが生生生生成成成成されますされますされますされます。。。。このこのこのこの処処処処理理理理がががが終終終終わったわったわったわった後後後後でででで、、、、酵酵酵酵素素素素をををを使使使使ってってってって、、、、残残残残りましたりましたりましたりましたセセセセルロースというルロースというルロースというルロースという成分成分成分成分をグルをグルをグルをグルココココースというースというースというースという糖糖糖糖にににに変変変変換換換換するというするというするというするということをことをことをことをややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。このこのこのこの糖糖糖糖化化化化法法法法のののの利利利利点点点点としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、比比比比較較較較的的的的低低低低いいいい温温温温度度度度、、、、50 度度度度未満未満未満未満のののの温温温温度度度度ななななんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、それでそれでそれでそれで処処処処理理理理ができるということができるということができるということができるということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、圧圧圧圧力力力力もももも常常常常圧圧圧圧でいいでいいでいいでいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、副副副副反反反反応応応応もなくもなくもなくもなく、、、、収収収収率率率率――――――――収収収収率率率率というのはというのはというのはというのは、、、、セセセセルロースをルロースをルロースをルロースを糖糖糖糖にににに変変変変えるえるえるえる転転転転換換換換率率率率というというというという意意意意味味味味ですがですがですがですが――――――――収収収収率率率率もももも比比比比較較較較的的的的高高高高くくくく保保保保持持持持できるというできるというできるというできるという利利利利点点点点ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     原原原原料料料料がががが何何何何であれであれであれであれ、、、、糖糖糖糖にににに変変変変換換換換したしたしたした後後後後はははは、、、、通通通通常常常常はははは酵酵酵酵母母母母というものをというものをというものをというものを使使使使ったアルったアルったアルったアルココココールールールール発発発発酵酵酵酵をををを行行行行いまいまいまいますすすす。。。。酵酵酵酵母母母母以以以以外外外外にはにはにはには、、、、大大大大腸腸腸腸菌菌菌菌などをなどをなどをなどを使使使使ったったったった発発発発酵酵酵酵などもなどもなどもなどもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここでここでここでここでちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話をしたかっをしたかっをしたかっをしたかったのはたのはたのはたのは、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの技術技術技術技術のののの特特特特徴徴徴徴ででででごごごござざざざいますいますいますいます C5 糖糖糖糖分分分分、、、、C6 糖糖糖糖分分分分のののの同時同時同時同時発発発発酵酵酵酵がががが可能可能可能可能になるといになるといになるといになるというううう話話話話ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。自自自自然然然然界界界界ににににごごごござざざざいますいますいますいます酵酵酵酵母母母母菌菌菌菌はははは、、、、C6 糖糖糖糖とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる――――――――このこのこのこの C というのはというのはというのはというのは、、、、炭炭炭炭素素素素のののの意意意意味味味味なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども――――――――炭炭炭炭素素素素がががが 6つつつつつつつついたいたいたいた糖糖糖糖しかアルしかアルしかアルしかアルココココールにールにールにールに発発発発酵酵酵酵することができないすることができないすることができないすることができない。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、木木木木質質質質原原原原料料料料をををを糖糖糖糖化化化化するするするする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、C5 糖糖糖糖とととと呼呼呼呼ばばばばれますれますれますれます、、、、炭炭炭炭素素素素がががが 5 つつつつのののの糖糖糖糖分分分分もももも多多多多くくくく発発発発生生生生してしまうんですしてしまうんですしてしまうんですしてしまうんです。。。。ですからですからですからですから、、、、せっかくできたせっかくできたせっかくできたせっかくできた C5 糖糖糖糖分分分分もももも、、、、アルアルアルアルココココールにールにールにールに変変変変えられないともっえられないともっえられないともっえられないともったいないということがたいないということがたいないということがたいないということがごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、遺伝遺伝遺伝遺伝子子子子をををを組組組組みみみみ換換換換えたえたえたえた酵酵酵酵母母母母菌菌菌菌をををを利用利用利用利用することですることですることですることで、、、、C5 糖糖糖糖成成成成分分分分もアルもアルもアルもアルココココールにールにールにールに変変変変換換換換するするするする。。。。それによってそれによってそれによってそれによって単単単単位原位原位原位原料料料料当当当当たりのアルたりのアルたりのアルたりのアルココココールールールール回回回回収収収収量量量量をををを増増増増ややややしていくこしていくこしていくこしていくことができるとができるとができるとができる、、、、そういうそういうそういうそういう技術技術技術技術ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは、、、、またまたまたまた同同同同じじじじ繰繰繰繰りりりり返返返返しになるかもしれないんですけれどもしになるかもしれないんですけれどもしになるかもしれないんですけれどもしになるかもしれないんですけれども、、、、デデデデンプンンプンンプンンプン系原系原系原系原料料料料ととととセセセセルロールロールロールロースススス系原系原系原系原料料料料のののの組組組組成成成成といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、同同同同じじじじ量量量量のののの原原原原料料料料からどれからどれからどれからどれぐぐぐぐらいのアルらいのアルらいのアルらいのアルココココールがとれるかというのをールがとれるかというのをールがとれるかというのをールがとれるかというのを比比比比べべべべるためにるためにるためにるためにつつつつくったくったくったくった絵絵絵絵ですですですです。。。。通通通通常常常常、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシにはシにはシにはシには 75％％％％ののののデデデデンプンとンプンとンプンとンプンと 25％％％％のののの非非非非糖糖糖糖質質質質、、、、繊繊繊繊維維維維質質質質がががが含含含含ままままれていますれていますれていますれています。。。。ここにはタンパクここにはタンパクここにはタンパクここにはタンパク質質質質もももも入入入入っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、これをこれをこれをこれを糖糖糖糖にににに変変変変換換換換するとするとするとすると、、、、糖糖糖糖
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になるのはこのになるのはこのになるのはこのになるのはこのデデデデンプンンプンンプンンプンだだだだけですからけですからけですからけですから、、、、75％％％％のグルのグルのグルのグルココココースができますースができますースができますースができます。。。。それをそれをそれをそれを発発発発酵酵酵酵するとするとするとすると、、、、38％％％％のののの量量量量のエタノールとのエタノールとのエタノールとのエタノールと、、、、37％％％％のののの量量量量のののの二酸二酸二酸二酸化化化化炭炭炭炭素素素素になりますになりますになりますになります。。。。ですからですからですからですから、、、、回回回回収収収収できるのはできるのはできるのはできるのは、、、、100 のののの原原原原料料料料にににに対対対対してしてしてして 38％％％％のエタノールのエタノールのエタノールのエタノール。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、これはすこれはすこれはすこれはすべべべべてててて理理理理論論論論値値値値ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども。。。。これがこれがこれがこれが木木木木質質質質系系系系のののの場場場場合合合合、、、、原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使えるのはえるのはえるのはえるのはヘヘヘヘミミミミセセセセルロースというルロースというルロースというルロースという成分成分成分成分ととととセセセセルロースというルロースというルロースというルロースという成分成分成分成分 2つつつつででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。従来従来従来従来のののの方方方方法法法法ですとですとですとですと、、、、このこのこのこのセセセセルロースというものルロースというものルロースというものルロースというものだだだだけをエタノールにするプロけをエタノールにするプロけをエタノールにするプロけをエタノールにするプロセセセセスでスでスでスでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、50％％％％ののののセセセセルロースをルロースをルロースをルロースを含含含含むむむむ原原原原料料料料であれであれであれであればばばば、、、、25％％％％のエタノールがのエタノールがのエタノールがのエタノールが回回回回収収収収されるというされるというされるというされるということになりますことになりますことになりますことになります。。。。今今今今我我我我々々々々がががが実実実実証証証証をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております技術技術技術技術のののの場場場場合合合合はははは、、、、このこのこのこの糖糖糖糖にににに変変変変換換換換するするするする成分成分成分成分はははは、、、、ヘヘヘヘミミミミセセセセルロースもルロースもルロースもルロースも含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、糖糖糖糖にににに変変変変換換換換できるできるできるできる量量量量はははは、、、、実実実実ははははデデデデンプンとンプンとンプンとンプンと全全全全くくくく同同同同じじじじのののの 75％％％％のののの糖糖糖糖がががが回回回回収収収収できますできますできますできます。。。。これをこれをこれをこれを発発発発酵酵酵酵すれすれすれすればばばば、、、、デデデデンプンをンプンをンプンをンプンを使使使使うときとうときとうときとうときと同同同同じじじじだだだだけのエタノールけのエタノールけのエタノールけのエタノール量量量量をををを回回回回収収収収することがすることがすることがすることが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。 

  発発発発酵酵酵酵したしたしたした後後後後はははは、、、、発発発発酵酵酵酵槽槽槽槽のののの中中中中はははは大体大体大体大体ビビビビールとールとールとールと同同同同じぐじぐじぐじぐらいのアルらいのアルらいのアルらいのアルココココールールールール濃濃濃濃度度度度しかしかしかしかごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。でででですからすからすからすから、、、、今今今今自動自動自動自動車車車車用用用用燃燃燃燃料料料料にまにまにまにまぜぜぜぜてててて使使使使おうとするおうとするおうとするおうとする場場場場合合合合、、、、無無無無水水水水エタノールとエタノールとエタノールとエタノールと言言言言ってってってって、、、、エタノールのエタノールのエタノールのエタノールの濃濃濃濃度度度度がががが 99.5％％％％以以以以上上上上のものがのものがのものがのものが要要要要求求求求されますされますされますされます。。。。ですからですからですからですから、、、、ビビビビールールールールぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの濃濃濃濃度度度度のアルのアルのアルのアルココココールをールをールをールを、、、、そのそのそのその濃濃濃濃度度度度までまでまでまで濃濃濃濃縮縮縮縮、、、、さらにさらにさらにさらに脱脱脱脱水水水水ということをということをということをということを行行行行わなけれわなけれわなけれわなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。そのプロそのプロそのプロそのプロセセセセスにスにスにスに対対対対してはしてはしてはしては 2つつつつのののの工工工工程程程程、、、、蒸留蒸留蒸留蒸留というというというという工工工工程程程程とととと脱脱脱脱水水水水というというというという工工工工程程程程、、、、このこのこのこの 2つつつつをををを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。最最最最終終終終段段段段階階階階のののの脱脱脱脱水工水工水工水工程程程程にはにはにはには、、、、新新新新技術技術技術技術ということでということでということでということで、、、、ゼオライトのゼオライトのゼオライトのゼオライトの膜膜膜膜をををを使使使使ったったったった膜膜膜膜分分分分離離離離技術技術技術技術をををを今今今今適適適適用用用用しておりまししておりまししておりまししておりましてててて、、、、これでこれでこれでこれで、、、、ココココンパクトでンパクトでンパクトでンパクトで省省省省エネルエネルエネルエネルギギギギーなーなーなーな脱脱脱脱水水水水プロプロプロプロセセセセスというのがスというのがスというのがスというのが確確確確立立立立されたということになりされたということになりされたということになりされたということになりますますますます。。。。 

  ようようようようややややくくくく真庭実真庭実真庭実真庭実証証証証設設設設備備備備のののの紹紹紹紹介介介介にににに入入入入ったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、このこのこのこの設設設設備備備備はははは、、、、このエスパスからこのエスパスからこのエスパスからこのエスパスから 2 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい離離離離れところにれところにれところにれところにごごごござざざざいますいますいますいます工工工工業団地業団地業団地業団地のののの中中中中ににににごごごござざざざいますいますいますいます。。。。平平平平成成成成 16 年年年年にににに建建建建設設設設をををを開始開始開始開始しましてしましてしましてしまして、、、、稼稼稼稼動動動動をををを開始開始開始開始したのはしたのはしたのはしたのは平平平平成成成成 17 年年年年 4 月月月月ですですですです。。。。ここここちちちちらではらではらではらでは、、、、1 日日日日当当当当たりたりたりたり原原原原料料料料 2 トントントントンぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの処処処処理理理理をををを可可可可能能能能にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。たたたただだだだ、、、、これはこれはこれはこれは実実実実証証証証実実実実験験験験ということでしてということでしてということでしてということでして、、、、計画計画計画計画運転運転運転運転日日日日数数数数としましてはとしましてはとしましてはとしましては 1 年年年年間間間間でででで約約約約 120日日日日ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの運転運転運転運転をををを計画計画計画計画してしてしてして、、、、このこのこのこの 2 年年年年間間間間、、、、運転運転運転運転してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは実実実実証証証証プロプロプロプロセセセセスのフローになりますけれどもスのフローになりますけれどもスのフローになりますけれどもスのフローになりますけれども、、、、これもあまりこれもあまりこれもあまりこれもあまり詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明明明明してもあれなんしてもあれなんしてもあれなんしてもあれなんですがですがですがですが、、、、順順順順番番番番としましてとしましてとしましてとしまして、、、、2 つつつつのののの工工工工程程程程でででで木木木木をををを糖糖糖糖にににに変変変変えますえますえますえます。。。。糖糖糖糖にににに変変変変えたえたえたえた後後後後はははは、、、、発発発発酵酵酵酵してしてしてして、、、、蒸留蒸留蒸留蒸留ししししてててて、、、、膜膜膜膜脱脱脱脱水水水水をするというプロをするというプロをするというプロをするというプロセセセセスススス。。。。下下下下にににに書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります数数数数字字字字はははは、、、、100 のののの原原原原料料料料がががが入入入入ったときったときったときったとき、、、、およおよおよおよそこのそこのそこのそこの 25 ぐぐぐぐらいエタノールをらいエタノールをらいエタノールをらいエタノールを回回回回収収収収できますというできますというできますというできますという数数数数字字字字ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。細細細細かいかいかいかい話話話話はははは先先先先にににに送送送送りたいりたいりたいりたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  今今今今我我我我々々々々がががが行行行行っておりますっておりますっておりますっております実実実実証試証試証試証試験験験験のののの概概概概要要要要をかいたをかいたをかいたをかいた絵絵絵絵ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。我我我我々々々々にににに対対対対してしてしてして、、、、原原原原料料料料をををを供給供給供給供給いたいたいたいただだだだいているのはいているのはいているのはいているのは、、、、実実実実質質質質的的的的にはにはにはには木木木木材材材材事業事業事業事業組組組組合合合合さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから製材製材製材製材所所所所のののの端剤端剤端剤端剤をををを原原原原料料料料としてとしてとしてとして供給供給供給供給ししししていたていたていたていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。たたたただだだだ、、、、それのそれのそれのそれの費費費費用用用用ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県ののののほほほほうからうからうからうから費費費費用用用用をををを補補補補助助助助していしていしていしていたたたただだだだいておりいておりいておりいておりますますますます。。。。我我我我々々々々のところでできましたエタノールのところでできましたエタノールのところでできましたエタノールのところでできましたエタノール、、、、全部全部全部全部ではではではではごごごござざざざいませんけれどもいませんけれどもいませんけれどもいませんけれども、、、、一一一一部部部部のエタノールにのエタノールにのエタノールにのエタノールにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、今今今今岡山県岡山県岡山県岡山県でででで昨昨昨昨年度年度年度年度からからからから継継継継続続続続してしてしてして実施実施実施実施されておりますされておりますされておりますされております E3 燃燃燃燃料料料料のののの実実実実証証証証事業事業事業事業、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにうにうにうに、、、、プラントからできたエタノールをプラントからできたエタノールをプラントからできたエタノールをプラントからできたエタノールを供給供給供給供給させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  我我我我々々々々のプロのプロのプロのプロセセセセスのスのスのスの特特特特徴徴徴徴をををを簡簡簡簡単単単単にににに 3 つだつだつだつだけけけけ挙挙挙挙げげげげさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。1 つつつつ目目目目がががが、、、、酵酵酵酵素素素素をををを使使使使ってってってって糖糖糖糖化化化化するするするする技術技術技術技術ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。2 つつつつ目目目目がががが、、、、遺伝遺伝遺伝遺伝子組子組子組子組みみみみ換換換換ええええ体体体体のののの酵酵酵酵母母母母をををを利用利用利用利用したプロしたプロしたプロしたプロセセセセスでスでスでスでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。3 番番番番目目目目がががが、、、、最最最最終終終終段段段段階階階階のののの脱脱脱脱水工水工水工水工程程程程にににに膜膜膜膜分分分分離離離離のののの技術技術技術技術をををを導導導導入入入入したアルしたアルしたアルしたアルココココールのールのールのールの無無無無水水水水化化化化プロプロプロプロセセセセスをスをスをスを採採採採用用用用ししししておりますておりますておりますております。。。。ここここちちちちらがらがらがらが、、、、簡簡簡簡単単単単ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、我我我我々々々々のののの特特特特徴徴徴徴になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、原原原原料料料料のののの写写写写真真真真がががが見見見見ややややすいとすいとすいとすいと思思思思ってってってって載載載載せてきたんですけれどもせてきたんですけれどもせてきたんですけれどもせてきたんですけれども、、、、今今今今までまでまでまでメメメメインでインでインでインで利用利用利用利用してしてしてして
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おりますのはおりますのはおりますのはおりますのは、、、、製材製材製材製材加工加工加工加工のののの残残残残渣渣渣渣でででで、、、、木木木木のののの種種種種類類類類としてはとしてはとしてはとしてはヒヒヒヒノノノノキキキキとスとスとスとスギギギギででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。こういうこういうこういうこういう比比比比較較較較的的的的細細細細かいかいかいかいチチチチップップップップ状状状状のものをのものをのものをのものを使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。これがこれがこれがこれがヒヒヒヒノノノノキキキキでででで、、、、ススススギギギギですですですです。。。。今後今後今後今後はははは、、、、木木木木にこにこにこにこだだだだわらわらわらわらずずずず、、、、イナワラですとかイナワラですとかイナワラですとかイナワラですとか、、、、トトトトウウウウモロモロモロモロココココシのシのシのシの茎茎茎茎、、、、そういったそういったそういったそういった材材材材料料料料にににに今後手今後手今後手今後手をををを広広広広げげげげていきたいというていきたいというていきたいというていきたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  ここここちちちちらがらがらがらが主主主主要要要要なななな試試試試験験験験装装装装置置置置のののの絵絵絵絵をををを載載載載せているんですけれどもせているんですけれどもせているんですけれどもせているんですけれども、、、、ここここちちちちらがらがらがらが一一一一番番番番最最最最初初初初にににに、、、、先先先先ほほほほどフロどフロどフロどフローのーのーのーの中中中中でででで行行行行いましたいましたいましたいました一次一次一次一次糖糖糖糖化化化化とととと呼呼呼呼ばばばばれるためのれるためのれるためのれるための装装装装置置置置ですですですです。。。。処処処処理理理理したしたしたした後後後後はははは、、、、液液液液なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、このこのこのこの液液液液のののの中中中中にはにはにはには固形分固形分固形分固形分もいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいいいい入入入入っているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが回回回回収収収収されますされますされますされます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、残残残残ったったったった固形分固形分固形分固形分をさらにをさらにをさらにをさらに酵酵酵酵素素素素をををを使使使使ってってってって溶溶溶溶かしてかしてかしてかして糖糖糖糖にするためのタンクですにするためのタンクですにするためのタンクですにするためのタンクです。。。。ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうにうにうにうに、、、、酵酵酵酵素素素素をををを入入入入れてれてれてれて、、、、攪拌攪拌攪拌攪拌してしてしてして、、、、保保保保温温温温するということでするということでするということでするということで、、、、セセセセルロースをルロースをルロースをルロースを溶溶溶溶かしてかしてかしてかして、、、、液状液状液状液状のののの糖糖糖糖をををを回回回回収収収収することができますすることができますすることができますすることができます。。。。 

  これこれこれこれ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと見見見見にくいんですけどにくいんですけどにくいんですけどにくいんですけど、、、、このこのこのこの 2 つつつつがががが発発発発酵酵酵酵槽槽槽槽ですですですです。。。。発発発発酵酵酵酵槽槽槽槽でででで酵酵酵酵母母母母菌菌菌菌をををを使使使使ってアルってアルってアルってアルココココールールールール発発発発酵酵酵酵をるすというものですをるすというものですをるすというものですをるすというものです。。。。 

  これこれこれこれはははは、、、、発発発発酵酵酵酵したしたしたした後後後後のののの発発発発酵酵酵酵液液液液をををを、、、、まずまずまずまず蒸留蒸留蒸留蒸留塔塔塔塔というものをというものをというものをというものを通通通通してしてしてして濃濃濃濃縮縮縮縮しますしますしますします。。。。濃濃濃濃縮縮縮縮してしてしてして、、、、さらさらさらさらにににに膜膜膜膜脱脱脱脱水水水水ということをということをということをということを行行行行ってってってって、、、、無無無無水水水水のエタノールをのエタノールをのエタノールをのエタノールを回回回回収収収収しますしますしますします。。。。非非非非常常常常にきれいでにきれいでにきれいでにきれいで、、、、無色無色無色無色透透透透明明明明ですですですです。。。。においはにおいはにおいはにおいは、、、、アルアルアルアルココココールのにおいですールのにおいですールのにおいですールのにおいです。。。。 

  ここここちちちちらはらはらはらは、、、、最最最最終終終終工工工工程程程程のののの膜膜膜膜脱脱脱脱水水水水装装装装置置置置のののの話話話話をををを少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく書書書書いているんですけれどもいているんですけれどもいているんですけれどもいているんですけれども、、、、膜膜膜膜脱脱脱脱水水水水というというというというのはのはのはのは何何何何ををををややややっているかといいますとっているかといいますとっているかといいますとっているかといいますと、、、、エタノールとエタノールとエタノールとエタノールと水水水水のののの混混混混合合合合液液液液のののの中中中中からからからから水水水水分分分分をををを選選選選択択択択的的的的にににに通通通通過過過過させさせさせさせているているているている。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、水水水水のののの分分分分子子子子よりもよりもよりもよりも少少少少しししし大大大大きいきいきいきい穴穴穴穴があいていてがあいていてがあいていてがあいていて、、、、エタノールのエタノールのエタノールのエタノールの分分分分子子子子はははは通通通通さないけどさないけどさないけどさないけど、、、、水水水水のののの分分分分子子子子だだだだけはけはけはけは通通通通すすすす、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふるいをるいをるいをるいを行行行行っているっているっているっているというというというという技術技術技術技術ですですですです。。。。 

  我我我我々々々々のののの設設設設備備備備はははは、、、、独独独独立立立立したしたしたした施設施設施設施設ということでということでということでということで、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理もももも自自自自前前前前でででで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはそのこれはそのこれはそのこれはその概概概概要要要要をををを示示示示しているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれども、、、、エタノールをエタノールをエタノールをエタノールを取取取取ったったったった後後後後のののの発発発発酵酵酵酵液液液液、、、、それがそれがそれがそれが主主主主たるたるたるたる対対対対象象象象物物物物なんですなんですなんですなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そそそそちちちちらにらにらにらにつつつついてもいてもいてもいても、、、、ききききちちちちんとんとんとんと排排排排水水水水処処処処理理理理をしてをしてをしてをして、、、、下下下下水水水水にではありますけれどもにではありますけれどもにではありますけれどもにではありますけれども、、、、下下下下水水水水にににに放放放放流流流流するということをするということをするということをするということを現現現現在在在在ややややっていますっていますっていますっています。。。。たたたただだだだ、、、、水水水水をををを捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃうのはもったいなのでうのはもったいなのでうのはもったいなのでうのはもったいなので、、、、一一一一部部部部のののの排排排排水水水水ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、処処処処理後理後理後理後にににに、、、、再再再再利用利用利用利用するためにするためにするためにするために、、、、RO 膜膜膜膜をををを使使使使ったったったった水水水水のののの精精精精製製製製装装装装置置置置などもなどもなどもなども併併併併設設設設してしてしてして、、、、プロプロプロプロセセセセスススス水水水水のののの再再再再利用利用利用利用にににに利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと専専専専門門門門的的的的なななな話話話話もあってわかりにくかったかもしれませんがもあってわかりにくかったかもしれませんがもあってわかりにくかったかもしれませんがもあってわかりにくかったかもしれませんが、、、、以以以以上上上上ででででごごごご紹介紹介紹介紹介をををを終終終終わらせてわらせてわらせてわらせていたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。3名名名名のののの方方方方にににに企業企業企業企業のののの事事事事例例例例発発発発表表表表をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  さてさてさてさて、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会ですのでですのでですのでですので、、、、ごごごご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方、、、、手手手手をををを上上上上げげげげてててて、、、、どうどうどうどうぞごぞごぞごぞご発言発言発言発言くくくくだだだださいさいさいさい。。。。係係係係のののの者者者者がマイクをがマイクをがマイクをがマイクを持持持持ってまいりますのでってまいりますのでってまいりますのでってまいりますので、、、、所所所所属属属属とととと氏氏氏氏名名名名をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃってからってからってからってからごごごご質問質問質問質問をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 質問質問質問質問 

  鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県琴琴琴琴浦町浦町浦町浦町からからからから参参参参りましたりましたりましたりました、、、、タタタタカカカカツツツツカカカカ設設設設計計計計事事事事務所務所務所務所のタのタのタのタカカカカツツツツカカカカででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、銘建銘建銘建銘建さんさんさんさんにおにおにおにお願願願願いしたいんですけれどいしたいんですけれどいしたいんですけれどいしたいんですけれどもももも、、、、ペペペペレレレレットのットのットのットの原原原原料料料料はははは、、、、さっきまでさっきまでさっきまでさっきまで山山山山にあったようなにあったようなにあったようなにあったような生木生木生木生木でもいいでもいいでもいいでもいいのかのかのかのか、、、、どんなかということをおどんなかということをおどんなかということをおどんなかということをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ランランランランデデデデスさんにはスさんにはスさんにはスさんには、、、、木片木片木片木片ココココンクンクンクンクリリリリーーーートとトとトとトと間間間間伐伐伐伐材材材材のののの漁漁漁漁床床床床のののの耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数、、、、まあまあまあまあ、、、、使使使使うううう場所場所場所場所によってもによってもによってもによっても違違違違うんでしうんでしうんでしうんでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、もともとがもともとがもともとがもともとが木木木木材材材材ですからですからですからですから、、、、どのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数があるかということをおがあるかということをおがあるかということをおがあるかということをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、
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三井造船三井造船三井造船三井造船さんにはさんにはさんにはさんには、、、、バイオバイオバイオバイオメメメメタノールをタノールをタノールをタノールを取取取取ったったったった後後後後のののの残残残残滓滓滓滓のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが出出出出るとるとるとると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、日日日日本本本本酒酒酒酒でありますとでありますとでありますとでありますと酒酒酒酒粕粕粕粕のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが出出出出るとるとるとると思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが、、、、どうどうどうどういういういういうぐぐぐぐあいのものがあいのものがあいのものがあいのものが出出出出てててて、、、、そのそのそのその処処処処理理理理はどうされるのかはどうされるのかはどうされるのかはどうされるのか。。。。以以以以上上上上、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 岡岡岡岡部長部長部長部長 

  はいはいはいはい、、、、おおおお答答答答えしますえしますえしますえします。。。。ペペペペレレレレットにするットにするットにするットにする原原原原料料料料はははは生生生生のののの木木木木でもいいかというでもいいかというでもいいかというでもいいかという質問質問質問質問ですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生生生生ではではではではだだだだめですめですめですめです。。。。ペペペペレレレレットにするットにするットにするットにする原原原原料料料料はははは最最最最低低低低でものこくずでものこくずでものこくずでものこくずぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの大大大大きさにしてきさにしてきさにしてきさにして、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥したしたしたした状状状状態態態態ででででないとないとないとないとペペペペレレレレットのットのットのットの成形成形成形成形はできませんはできませんはできませんはできません。。。。だだだだからからからから、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで持持持持っていくのにっていくのにっていくのにっていくのに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる前前前前処処処処理理理理というというというという工工工工程程程程がががが相当相当相当相当必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。だだだだからからからから、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを簡簡簡簡単単単単ににににペペペペレレレレットにするというのはなかなかットにするというのはなかなかットにするというのはなかなかットにするというのはなかなか難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ですですですです。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 藤木藤木藤木藤木研究研究研究研究所所所所リリリリーダーーダーーダーーダー 

  非非非非常常常常にににに鋭鋭鋭鋭いいいいごごごご質問質問質問質問をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。木片木片木片木片ココココンンンンククククリリリリートにートにートにートにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、9 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前ににににつつつつくったものがくったものがくったものがくったものが今今今今会社会社会社会社ののののほほほほうにうにうにうにごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現状状状状はははは腐腐腐腐っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。当初当初当初当初はははは、、、、腐腐腐腐るるるるココココンクンクンクンクリリリリートというートというートというートというココココンンンンセセセセプトでプトでプトでプトで、「、「、「、「自自自自然然然然にかえりますよにかえりますよにかえりますよにかえりますよ」」」」ということでということでということでということで考考考考えていたんですがえていたんですがえていたんですがえていたんですが、、、、現現現現状状状状、、、、腐腐腐腐っていないということでっていないということでっていないということでっていないということで、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな方方方方にににに意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキはははは抗抗抗抗菌菌菌菌効効効効果果果果があるといがあるといがあるといがあるということがうことがうことがうことがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか腐腐腐腐らないのかなということでらないのかなということでらないのかなということでらないのかなということで思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。いくらもいくらもいくらもいくらもつつつつかとかとかとかといういういういう質問質問質問質問にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、10 年年年年ぐぐぐぐらいはもらいはもらいはもらいはもつつつつかなというかなというかなというかなという感感感感じじじじでででで今今今今思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材ののののほほほほうはうはうはうは、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材沈沈沈沈床床床床ににににつつつついてはそのままいてはそのままいてはそのままいてはそのまま使使使使っていますっていますっていますっています。。。。ガガガガーーーードレドレドレドレールとかールとかールとかールとか柵柵柵柵、、、、ああいったものはああいったものはああいったものはああいったものは防防防防腐腐腐腐処処処処理理理理をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを使使使使ったったったった製製製製品品品品はははは、、、、取取取取りかえりかえりかえりかえがきくようにはしておりますがきくようにはしておりますがきくようにはしておりますがきくようにはしております。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、腐腐腐腐ってしまったらかえるということでってしまったらかえるということでってしまったらかえるということでってしまったらかえるということで今今今今はははは考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 長課長長課長長課長長課長 

  セセセセルロースルロースルロースルロース原原原原料料料料をエタノールにしたときにをエタノールにしたときにをエタノールにしたときにをエタノールにしたときに出出出出るるるる残残残残渣渣渣渣のおのおのおのお話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、残残残残渣渣渣渣としてはとしてはとしてはとしては、、、、糖糖糖糖にににに変変変変換換換換できなかったできなかったできなかったできなかった成分成分成分成分、、、、リリリリグニンというものがグニンというものがグニンというものがグニンというものが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこのリリリリグニンにグニンにグニンにグニンにつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、脱脱脱脱水水水水をしてをしてをしてをして固形固形固形固形状状状状でででで排排排排出出出出するんですけれどもするんですけれどもするんですけれどもするんですけれども、、、、十十十十分分分分燃燃燃燃料料料料としてとしてとしてとして使使使使うことができますのでうことができますのでうことができますのでうことができますので、、、、実実実実証証証証設設設設備備備備ではではではではややややっていないんっていないんっていないんっていないんですがですがですがですが、、、、実実実実規規規規模模模模のののの設設設設備備備備ではではではでは、、、、これはこれはこれはこれは設設設設備備備備でででで使使使使いますいますいますいます蒸蒸蒸蒸気気気気のののの熱熱熱熱源源源源としてとしてとしてとして燃燃燃燃料料料料利用利用利用利用するというするというするというするという予定予定予定予定でででで計画計画計画計画しておりますしておりますしておりますしております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 司司司司会会会会 

  ほほほほかにかにかにかに質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ごごごご質問質問質問質問がないようですのでがないようですのでがないようですのでがないようですので、、、、ここここちちちちらでらでらでらで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  岡岡岡岡様様様様、、、、藤木様藤木様藤木様藤木様、、、、長様長様長様長様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

  皆皆皆皆様様様様、、、、これよりこれよりこれよりこれより、、、、昼昼昼昼食食食食のおのおのおのお時時時時間間間間とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。（。（。（。（事事事事務務務務連連連連絡絡絡絡））））     午午午午後後後後のののの開始開始開始開始時時時時間間間間はははは、、、、予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり、、、、13 時時時時 30 分分分分からとなっておりますからとなっておりますからとなっておりますからとなっております。。。。会会会会場場場場内内内内にはにはにはには、、、、真庭地真庭地真庭地真庭地域域域域ににににおけるバイオマスのおけるバイオマスのおけるバイオマスのおけるバイオマスの製製製製品品品品展展展展示示示示、、、、タタタタウウウウンミーテンミーテンミーテンミーティィィィングングングング成成成成果果果果展展展展示示示示、、、、事事事事例例例例発発発発表表表表のののの企業企業企業企業のののの紹介紹介紹介紹介などなどなどなど、、、、ココココーーーーナーをナーをナーをナーを設設設設けておりますけておりますけておりますけております。。。。またまたまたまた、、、、会会会会場場場場のののの外外外外ではではではでは、、、、ペペペペレレレレットストーブのットストーブのットストーブのットストーブの展展展展示示示示およびおよびおよびおよび実実実実演演演演、、、、BDF 利用利用利用利用
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自動自動自動自動車車車車のののの展展展展示示示示、Ｅ、Ｅ、Ｅ、Ｅ3 燃燃燃燃料利用実料利用実料利用実料利用実験験験験車車車車のののの展展展展示示示示もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて行行行行っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、時時時時間間間間のののの許許許許すすすす限限限限りりりり、、、、ごごごごゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりとごごごごらんくらんくらんくらんくだだだださいさいさいさい。。。。 

 （（（（休休休休            憩憩憩憩）））） 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 1「「「「森森森森からからからから未来未来未来未来をみるをみるをみるをみる」」」」 

 司司司司会会会会 皆皆皆皆様様様様、、、、これよりこれよりこれよりこれより、、、、フォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを再再再再開開開開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。     本本本本日日日日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市へへへへおおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだいたおいたおいたおいたお二二二二方方方方にににに基調基調基調基調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。 まずまずまずまず、、、、財財財財団団団団法人法人法人法人 C.W.ニニニニココココル・ル・ル・ル・アフアフアフアファァァァンのンのンのンの森森森森財財財財団団団団のののの理理理理事事事事長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、C.W.ニニニニココココルルルル様様様様よりよりよりより、「、「、「、「森森森森からからからから未来未来未来未来をみるをみるをみるをみる」」」」とととと題題題題してしてしてしてごごごご講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。講演講演講演講演にににに先立先立先立先立ちちちちましてましてましてまして、、、、講講講講師師師師ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。     ニニニニココココルルルル様様様様はははは、、、、財財財財団団団団法人法人法人法人 C.W.ニニニニココココル・アフル・アフル・アフル・アファァァァンのンのンのンの森森森森財財財財団団団団のののの理理理理事事事事長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。イイイイギリギリギリギリスススス南南南南ウウウウェールズェールズェールズェールズ生生生生まれでありましてまれでありましてまれでありましてまれでありまして、、、、カカカカナダナダナダナダ水水水水産産産産局局局局、、、、北極北極北極北極生物生物生物生物研究研究研究研究所所所所のののの技技技技官官官官、、、、環境環境環境環境局局局局のののの環境環境環境環境問問問問題題題題のののの緊緊緊緊急急急急対策官対策官対策官対策官やややや、、、、エエエエチチチチオオオオピピピピアのシミエンアのシミエンアのシミエンアのシミエン山山山山岳岳岳岳国立国立国立国立公公公公園園園園のののの公公公公園長園長園長園長などなどなどなど、、、、世世世世界各地界各地界各地界各地でででで環境環境環境環境保保保保護護護護活動活動活動活動をををを行行行行いいいい、、、、1980 年年年年からからからから長長長長野野野野にににに在在在在住住住住されておりますされておりますされておりますされております。。。。84 年年年年からはからはからはからは、、、、森森森森のののの再再再再生生生生活動活動活動活動をををを実実実実践践践践するたするたするたするためめめめ、、、、荒荒荒荒れれれれ果果果果てたてたてたてた里里里里山山山山をををを購購購購入入入入しししし、「、「、「、「アフアフアフアファァァァンのンのンのンの森森森森」」」」とととと名名名名づけづけづけづけ、、、、2002 年年年年にはにはにはには、、、、このこのこのこの森森森森でのでのでのでの活動活動活動活動やややや調調調調査査査査などなどなどなどをよりをよりをよりをより公益公益公益公益的的的的にににに、、、、そしてそしてそしてそして全全全全国展開国展開国展開国展開するためにするためにするためにするために財財財財団団団団法人法人法人法人をををを設立設立設立設立されされされされ、、、、ごごごご活活活活躍躍躍躍をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、ニニニニココココルルルル様様様様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 ニニニニココココルルルル理理理理事事事事長長長長 こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。未来未来未来未来にににに何何何何かかかか望望望望むむむむならならならなら、、、、過去過去過去過去のことをのことをのことをのことを理理理理解解解解しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないんですならないんですならないんですならないんですねねねね。。。。過去過去過去過去はははは変変変変えられませんえられませんえられませんえられません。。。。でもでもでもでも、、、、未来未来未来未来のののの望望望望みがあってみがあってみがあってみがあって、、、、過去過去過去過去のののの理理理理解解解解があったらがあったらがあったらがあったら、、、、現現現現在在在在、、、、今今今今、、、、now はははは、、、、変変変変えらえらえらえられるんですれるんですれるんですれるんですねねねね。。。。 僕僕僕僕はははは、、、、もうもうもうもう少少少少しでしでしでしで 67 になるんですになるんですになるんですになるんです。。。。僕僕僕僕はははは、、、、50 年年年年前前前前にににに、、、、ここにいるとはここにいるとはここにいるとはここにいるとは想想想想像像像像してなかしてなかしてなかしてなかったんでったんでったんでったんですすすすねねねね。。。。17 歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに、、、、私私私私はははは英英英英国国国国をををを出出出出てててて、、、、大自大自大自大自然然然然ののののカカカカナダのナダのナダのナダの北極北極北極北極にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。12 歳歳歳歳からからからから、、、、人人人人間間間間がががが荒荒荒荒らしていないらしていないらしていないらしていない自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる人人人人々々々々とととと一一一一緒緒緒緒にいたいにいたいにいたいにいたい、、、、勉勉勉勉強強強強したいというしたいというしたいというしたいという夢夢夢夢はははは、、、、12 歳歳歳歳かかかからあったんですらあったんですらあったんですらあったんです。。。。17 にににに北極北極北極北極探探探探検検検検にににに行行行行くくくくチャチャチャチャンスがあったけどンスがあったけどンスがあったけどンスがあったけど、、、、親親親親はははは反反反反対対対対したしたしたした。。。。それでそれでそれでそれで、、、、私私私私はははは家家家家出出出出したんですよしたんですよしたんですよしたんですよ、、、、実実実実はははは。。。。格格格格好好好好いいいいいいいい家家家家出出出出だだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。私私私私のおのおのおのおややややじじじじのサインをのサインをのサインをのサインを 1週週週週間間間間練練練練習習習習したしたしたしたんですんですんですんですねねねね。「。「。「。「ジェームス・ネルジェームス・ネルジェームス・ネルジェームス・ネルソソソソン・ニン・ニン・ニン・ニココココルルルル」、「」、「」、「」、「ジェームス・ネルジェームス・ネルジェームス・ネルジェームス・ネルソソソソン・ニン・ニン・ニン・ニココココルルルル」。」。」。」。そのうそのうそのうそのうちちちちにににに、、、、おおおおややややじじじじよりよりよりより上手上手上手上手になってになってになってになって。。。。向向向向こうはこうはこうはこうは判判判判こはないからこはないからこはないからこはないからねねねね、、、、サインですからサインですからサインですからサインですから。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、パスパスパスパスポポポポーーーートもらってトもらってトもらってトもらって、、、、パスパスパスパスポポポポートがあるからートがあるからートがあるからートがあるから、、、、自分自分自分自分がためたおがためたおがためたおがためたお金金金金ででででカカカカナダにナダにナダにナダに行行行行くくくく船船船船のののの切切切切符符符符をををを買買買買ってってってって、、、、12からずっとからずっとからずっとからずっと、、、、北極北極北極北極にににに行行行行くためのくためのくためのくための服服服服とかいろんなものをとかいろんなものをとかいろんなものをとかいろんなものを用用用用意意意意していましたからしていましたからしていましたからしていましたから、、、、それをそれをそれをそれを持持持持ってってってって、、、、カカカカナダにナダにナダにナダに行行行行っっっっちちちちゃゃゃゃったんですったんですったんですったんです。。。。親親親親にはにはにはには、「、「、「、「ちちちちょょょょっとっとっとっとキキキキャャャャンプにンプにンプにンプに行行行行ってくるとってくるとってくるとってくると言言言言ってってってって」。」。」。」。8 カカカカ月月月月でしでしでしでしたたたた。。。。 私私私私はははは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、大自大自大自大自然然然然にあこがれていましたにあこがれていましたにあこがれていましたにあこがれていました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、小小小小さなさなさなさな島国島国島国島国のののの英英英英国国国国からからからから出出出出てててて、、、、カカカカナナナナダのダのダのダの大自大自大自大自然然然然にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、うれしいショックうれしいショックうれしいショックうれしいショック受受受受けましたけましたけましたけました。。。。自分自分自分自分がががが想想想想像像像像するするするする以以以以上上上上、、、、すすすすごごごごかったんですかったんですかったんですかったんですねねねね。。。。もうもうもうもう国国国国がががが広広広広いいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、野野野野生生生生はすはすはすはすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。だだだだからからからから、、、、18 になっになっになっになってててて、、、、カカカカナダからナダからナダからナダから約約約約束束束束どおどおどおどおりにりにりにりに帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、英英英英国国国国でででで大学大学大学大学にににに行行行行くかくかくかくか、、、、行行行行かないかかないかかないかかないか、、、、僕僕僕僕はははは何何何何となくとなくとなくとなく、、、、いいいいややややぁぁぁぁ、、、、僕僕僕僕はははは自自自自然然然然とともにとともにとともにとともに暮暮暮暮らしたいらしたいらしたいらしたい。。。。自自自自然然然然をををを愛愛愛愛しているしているしているしている人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にいたいにいたいにいたいにいたい。。。。そうそうそうそう、、、、僕僕僕僕はまたはまたはまたはまた、、、、今今今今度度度度はははは、、、、親親親親がががが反反反反対対対対してしてしてしてもももも、、、、18 だだだだからからからから、、、、英英英英国国国国ではではではでは 18 でででで自分自分自分自分でででで決決決決められますからめられますからめられますからめられますから、、、、またまたまたまたカカカカナダにナダにナダにナダに行行行行きましたきましたきましたきました、、、、8 カカカカ月月月月。。。。今今今今度度度度のののの探探探探検検検検はははは、、、、ほほほほんとうにイんとうにイんとうにイんとうにイヌヌヌヌイットのイットのイットのイットの――――――――イイイイヌヌヌヌイットってイットってイットってイットって、、、、北極北極北極北極のののの民民民民族族族族ですですですですねねねね――――――――イイイイヌヌヌヌイットのイットのイットのイットの古古古古いいいい文文文文化化化化がががが残残残残っていましたっていましたっていましたっていました。。。。そのそのそのその場所場所場所場所でででで、、、、ままままだカだカだカだカヤヤヤヤックというックというックというックという、、、、細細細細いアいアいアいアザザザザラシのラシのラシのラシの皮皮皮皮とととと木木木木でできたでできたでできたでできた
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舟舟舟舟でででで、、、、男男男男たたたたちちちちはこいではこいではこいではこいで、、、、手手手手モモモモリリリリでででで、、、、セセセセイイイイウウウウチチチチのようなのようなのようなのような 2 トンもあトンもあトンもあトンもあるるるる動動動動物物物物をををを、、、、自分自分自分自分のののの腕腕腕腕でとっていでとっていでとっていでとっていますますますますねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、寒寒寒寒くなってくなってくなってくなって海海海海がががが凍凍凍凍ってってってって、、、、そのそのそのその海海海海のののの上上上上でででで犬犬犬犬ぞぞぞぞりでりでりでりで旅旅旅旅をするをするをするをする。。。。またまたまたまた、、、、陸陸陸陸のののの上上上上でででで犬犬犬犬ぞぞぞぞりでりでりでりで旅旅旅旅をしてをしてをしてをして、、、、トナトナトナトナカカカカイのイのイのイの群群群群れをれをれをれを探探探探してしてしてして、、、、そしてトナそしてトナそしてトナそしてトナカカカカイをとってイをとってイをとってイをとって、、、、そのそのそのその皮皮皮皮でででで家家家家族族族族のののの服服服服、、、、そのそのそのその肉肉肉肉でででで家家家家族族族族のののの食食食食べべべべ物物物物、、、、犬犬犬犬のののの食食食食べべべべ物物物物。。。。それができるそれができるそれができるそれができる民民民民族族族族ははははほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに好好好好ききききだだだだったんですったんですったんですったんです。。。。もうもうもうもう、、、、どうどうどうどうしてもしてもしてもしても親親親親がうるさいよがうるさいよがうるさいよがうるさいよねねねね、、、、日日日日本本本本のののの親親親親とととと変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。僕僕僕僕はははは、、、、もうもうもうもう 19歳歳歳歳。。。。英英英英国国国国にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来たたたた。。。。 英英英英国国国国はははは、、、、何何何何よとよとよとよと、、、、何何何何がいいのとがいいのとがいいのとがいいのと。。。。一一一一番番番番自自自自慢慢慢慢するするするする街街街街、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンン。。。。空空空空気気気気がががが汚汚汚汚いいいい。。。。古古古古いいいい建物建物建物建物、、、、石石石石づくづくづくづくりのりのりのりの建物建物建物建物はははは、、、、空空空空気気気気のののの汚染汚染汚染汚染とととと雨雨雨雨でどんどんでどんどんでどんどんでどんどん溶溶溶溶けているけているけているけている。。。。テムズテムズテムズテムズ川川川川はははは臭臭臭臭くてくてくてくて何何何何もももも生生生生きられないきられないきられないきられない。。。。スラスラスラスラムがムがムがムが多多多多いいいい。。。。治治治治安安安安がががが、、、、まあまあまあまあ、、、、当当当当時時時時はアはアはアはアメメメメリカリカリカリカほほほほどどどど悪悪悪悪くなかったけどくなかったけどくなかったけどくなかったけど。。。。でもでもでもでも、、、、治治治治安安安安がががが良良良良くないくないくないくない。。。。僕僕僕僕はははは、、、、大都会大都会大都会大都会、、、、まあまあまあまあ、、、、30 万万万万人人人人以以以以上上上上集集集集まるとまるとまるとまると、、、、ここにはここにはここにはここには汚汚汚汚いものいものいものいもの、、、、危危危危ないものあるないものあるないものあるないものある。。。。僕僕僕僕はははは、、、、危危危危険険険険はいいはいいはいいはいいですよですよですよですよ。。。。でもでもでもでも、、、、何何何何ていうかていうかていうかていうか、、、、clean danger、、、、clean and honest danger。。。。氷氷氷氷のののの上上上上、、、、嵐嵐嵐嵐、、、、シロクマシロクマシロクマシロクマ、、、、セセセセイイイイウウウウチチチチ、、、、そういうこととそういうこととそういうこととそういうことと挑挑挑挑むむむむならならならなら納納納納得得得得できるけどできるけどできるけどできるけど。。。。それでそれでそれでそれで、、、、またみんなのまたみんなのまたみんなのまたみんなの反反反反対対対対押押押押しししし切切切切ってってってって、、、、今今今今度度度度、、、、越越越越冬冬冬冬隊隊隊隊にににに選選選選ばばばばれてれてれてれて、、、、今今今今度度度度 19カカカカ月月月月のののの長長長長いいいい探探探探検検検検。。。。 このこのこのこの探探探探検検検検はすはすはすはすごごごごかったかったかったかった。。。。世世世世界界界界中中中中からからからから一流一流一流一流のののの科学科学科学科学者者者者がががが夏夏夏夏にににに集集集集ままままってってってって来来来来るんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。21 名名名名。。。。総総総総合合合合的的的的なななな探探探探検検検検。。。。僕僕僕僕はははは探探探探検検検検のののの中中中中のののの技技技技官官官官のののの中中中中でででで一一一一番番番番若若若若かったけどかったけどかったけどかったけど、、、、一一一一番番番番北極北極北極北極のののの経経経経験験験験があったんですがあったんですがあったんですがあったんです。。。。だだだだかかかからららら、、、、引引引引っっっっ張張張張りりりりだだだだここここだだだだったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。一流一流一流一流のののの科学科学科学科学者者者者とともにテントでとともにテントでとともにテントでとともにテントで暮暮暮暮らしてらしてらしてらして、、、、テントがダテントがダテントがダテントがダメメメメだだだだっっっったらたらたらたら、、、、イグルーイグルーイグルーイグルー、、、、雪雪雪雪のののの家家家家をををを私私私私ががががつつつつくってくってくってくって、、、、話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、科学科学科学科学のすのすのすのすばばばばらしさもらしさもらしさもらしさも味味味味わっていたんですわっていたんですわっていたんですわっていたんです。。。。そのそのそのその探探探探検検検検がががが終終終終わったらわったらわったらわったら 22 ですよですよですよですよ。。。。僕僕僕僕はははは、、、、もうわかったんですもうわかったんですもうわかったんですもうわかったんです。。。。自分自分自分自分のののの人生人生人生人生はははは、、、、北極北極北極北極、、、、北極北極北極北極のののの民民民民族族族族、、、、そのそのそのその人人人人々々々々のののの歴歴歴歴史史史史ははははねねねね、、、、すすすすごごごごいですよいですよいですよいですよ。。。。約約約約 1万万万万年年年年前前前前からアジアからアジアからアジアからアジア大大大大陸陸陸陸からからからから移移移移動動動動してしてしてして、、、、波波波波になってになってになってになって移移移移動動動動していたんですしていたんですしていたんですしていたんです。。。。そしてずーっとそしてずーっとそしてずーっとそしてずーっと平平平平和和和和でででで暮暮暮暮らしたらしたらしたらした。。。。戦戦戦戦争争争争しないしないしないしない民民民民族族族族。。。。自分自分自分自分のののの自自自自然然然然をををを破壊破壊破壊破壊しなしなしなしないいいい民民民民族族族族。。。。動動動動物物物物をとってもをとってもをとってもをとっても、、、、そのそのそのその動動動動物物物物にににに感謝感謝感謝感謝をしてをしてをしてをして、、、、むむむむだだだだにしないにしないにしないにしない民民民民族族族族。。。。僕僕僕僕はははは、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの一一一一部部部部になれになれになれになれたらいいなあとたらいいなあとたらいいなあとたらいいなあと。。。。 でもでもでもでも、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ自分自分自分自分にあったのはにあったのはにあったのはにあったのはねねねね――――――――ごごごごめんめんめんめん、、、、自分自分自分自分のののの話話話話、、、、許許許許してしてしてして。。。。でもでもでもでも、、、、人人人人間間間間のののの裏裏裏裏のののの動動動動機機機機ががががわからないとわからないとわからないとわからないと信信信信用用用用できないとできないとできないとできないと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。何何何何でででで今今今今僕僕僕僕はははは日日日日本本本本にいるのにいるのにいるのにいるの？？？？    何何何何でででで財財財財団団団団ををををつつつつくったくったくったくったのののの？？？？    このこのこのこの昔昔昔昔からからからから始始始始まったんですよまったんですよまったんですよまったんですよ。。。。私私私私はははは学学学学校校校校でででで少少少少数数数数民民民民族族族族ですよですよですよですよ。。。。ウウウウェールズェールズェールズェールズ人人人人ですですですですねねねね。。。。今今今今、、、、ウウウウェールズェールズェールズェールズ系日系日系日系日本本本本人人人人ですですですです。。。。余余余余計計計計、、、、少少少少数数数数民民民民族族族族ですですですですねねねね。。。。ものすものすものすものすごごごごくいくいくいくいじじじじめられためられためられためられた。。。。もうもうもうもう、、、、日日日日本本本本のののの学学学学校校校校ののののいいいいじじじじめはかわいいもんめはかわいいもんめはかわいいもんめはかわいいもんだだだだようようようよう、、、、とととと。。。。でもでもでもでも、、、、僕僕僕僕はははは、、、、いいいいじじじじめられたらめられたらめられたらめられたら、、、、こっこっこっこっちちちちがががが自自自自殺殺殺殺するんするんするんするんじゃじゃじゃじゃなくなくなくなくてててて、、、、相相相相手手手手ををををややややっっっっつつつつけるけるけるける。。。。何何何何かかかか。。。。それでそれでそれでそれで、、、、格格格格闘闘闘闘技技技技にににに行行行行ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。14 歳歳歳歳からからからから柔柔柔柔道道道道ややややりりりり出出出出してしてしてして、、、、柔柔柔柔道道道道ややややっているうっているうっているうっているうちちちちにににに空空空空手手手手っていうものがあるとっていうものがあるとっていうものがあるとっていうものがあると聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。でもでもでもでも、、、、英英英英国国国国にはにはにはには空空空空手手手手のののの先先先先生生生生はいないはいないはいないはいない。。。。だだだだからからからから、、、、空空空空手手手手ををををややややるならるならるならるなら日日日日本本本本にににに来来来来なくなくなくなくちちちちゃゃゃゃいけないですいけないですいけないですいけないです。。。。だだだだからからからからぼぼぼぼくはどうしてもくはどうしてもくはどうしてもくはどうしても、、、、北極北極北極北極にもうにもうにもうにもうずっといるけどずっといるけどずっといるけどずっといるけどねねねね、、、、人人人人とととと北極北極北極北極でででで戦戦戦戦うううう必要必要必要必要ないけどないけどないけどないけど、、、、このこのこのこの武武武武道道道道、、、、このこのこのこの武武武武道道道道のののの心心心心（（（（しんしんしんしん）、）、）、）、自分自分自分自分をををを守守守守るるるるだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、弱弱弱弱いものをいものをいものをいものを守守守守れるれるれるれる人人人人間間間間になるためにはになるためにはになるためにはになるためには、、、、ボボボボクシングかクシングかクシングかクシングかレレレレススススリリリリングよりもングよりもングよりもングよりも日日日日本本本本のののの武武武武道道道道だだだだとととと思思思思いいいい込込込込んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。だだだだからからからから、、、、22 歳歳歳歳でででで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと日日日日本本本本にににに来来来来てててて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと講講講講道道道道館館館館でででで柔柔柔柔道道道道ややややってってってって、、、、それでそれでそれでそれでちちちちょょょょっとっとっとっと空空空空手手手手習習習習おうとおうとおうとおうと思思思思ったったったった。。。。それでそれでそれでそれで、、、、昭昭昭昭和和和和 37 年年年年にににに初初初初めてめてめてめて来来来来日日日日したんですしたんですしたんですしたんです。。。。 最最最最初初初初からびっくりからびっくりからびっくりからびっくり。。。。まずまずまずまず、、、、あのときはあのときはあのときはあのときは、、、、第第第第 2 次次次次世世世世界大戦界大戦界大戦界大戦がががが終終終終わってわってわってわって 16 年年年年しかたってないんでしかたってないんでしかたってないんでしかたってないんですすすすねねねね。。。。なのになのになのになのに、、、、元元元元敵敵敵敵国国国国のののの若若若若者者者者でしたけどでしたけどでしたけどでしたけど、、、、嫌嫌嫌嫌なななな目目目目にはにはにはには全全全全然然然然遭遭遭遭いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。道道道道場場場場ではではではでは厳厳厳厳しかっしかっしかっしかったけどたけどたけどたけど、、、、英英英英国国国国のののの学学学学校校校校、、、、僕僕僕僕がががが行行行行ったったったった学学学学校校校校のいのいのいのいじじじじめのようなものはめのようなものはめのようなものはめのようなものは全全全全然然然然ないんですよないんですよないんですよないんですよ。。。。厳厳厳厳しいしいしいしいだだだだけけけけ。。。。僕僕僕僕はははは大大大大好好好好ききききだだだだったったったった。。。。たたたただだだだ、、、、17 からからからから 22 までまでまでまでほほほほとんどとんどとんどとんど大自大自大自大自然然然然にいるにいるにいるにいる――――――――私私私私がががが選選選選んんんんだだだだ流流流流派派派派のののの本本本本部部部部道道道道場場場場はははは東京東京東京東京にありましたにありましたにありましたにありました。。。。そそそそんなんなんなんな僕僕僕僕にとってにとってにとってにとって大都会大都会大都会大都会にしにしにしにしばばばばらくいるとらくいるとらくいるとらくいるとねねねね、、、、おかしくなるのよおかしくなるのよおかしくなるのよおかしくなるのよ。。。。まずまずまずまず、、、、一一一一番番番番つつつつらいのはらいのはらいのはらいのは、、、、人人人人をををを見見見見てててて、、、、名名名名前前前前はははは知知知知らないらないらないらない。。。。それはなれてなかったんですそれはなれてなかったんですそれはなれてなかったんですそれはなれてなかったんですねねねね。。。。このこのこのこの人人人人はははは、、、、名名名名前前前前
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はははは知知知知らなくてもらなくてもらなくてもらなくても、、、、ああああああああ、、、、だだだだれれれれだだだだれさんのれさんのれさんのれさんの息息息息子子子子だだだだなななな、、、、とかとかとかとかねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、大都会大都会大都会大都会にいるとにいるとにいるとにいると、、、、知知知知らないらないらないらない人人人人のののの海海海海のののの中中中中にいるんですにいるんですにいるんですにいるんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自自自自由由由由にににに歩歩歩歩けないけないけないけない。。。。それでそれでそれでそれで、、、、騒騒騒騒音音音音がすがすがすがすごごごごいいいい。。。。酒酒酒酒がおいしがおいしがおいしがおいし過過過過ぎぎぎぎるるるる。。。。美美美美女女女女がががが多多多多過過過過ぎぎぎぎるるるる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕のののの空空空空手手手手のののの先先先先生生生生がががが、、、、先先先先輩輩輩輩たたたたちちちちにににに、「、「、「、「こいこいこいこいつつつつをををを山山山山にににに連連連連れてれてれてれて行行行行けけけけ」。」。」。」。これこれこれこれはははは冬冬冬冬でしたでしたでしたでした。「。「。「。「冬冬冬冬はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですかですかですかですか？」？」？」？」とととと、、、、先先先先輩輩輩輩たたたたちちちち言言言言ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。元元元元越越越越冬冬冬冬隊隊隊隊ですよですよですよですよ。「。「。「。「俺俺俺俺はははは北北北北極極極極探探探探検検検検ねねねね、、、、3回回回回もももも行行行行っているよっているよっているよっているよ」」」」とととと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、初初初初めてめてめてめて日日日日本本本本のののの冬冬冬冬山山山山にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。 かんかんかんかんじじじじきききき履履履履いてもいてもいてもいても――――――――かんかんかんかんじじじじきってきってきってきって、、、、わかるわかるわかるわかるねねねね、、、、ここここここここだだだだったらったらったらったら。。。。わからないところわからないところわからないところわからないところ多多多多いよいよいよいよ、、、、今今今今ははははねねねね――――――――かんかんかんかんじじじじきききき履履履履いてもいてもいてもいてもねねねね、、、、もうこのもうこのもうこのもうこの急急急急斜斜斜斜面面面面でででで、、、、新新新新雪雪雪雪のののの中中中中ではどれではどれではどれではどれほほほほどどどど大大大大変変変変だだだだとととと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、びっくりしたこともびっくりしたこともびっくりしたこともびっくりしたことも、、、、初初初初めからびっくりしめからびっくりしめからびっくりしめからびっくりし始始始始めるんですめるんですめるんですめるんですねねねね。。。。まずまずまずまず、、、、雪雪雪雪景景景景色色色色とととと木木木木々々々々があるならがあるならがあるならがあるなら、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ人人人人かかかか北北北北アアアアメメメメリカリカリカリカ人人人人はははは大体大体大体大体針葉樹針葉樹針葉樹針葉樹ですですですです。。。。ブナブナブナブナ林林林林にににに大大大大雪雪雪雪とととと想想想想像像像像しませんしませんしませんしませんねねねね。。。。ブナブナブナブナ、、、、ナラとかナラとかナラとかナラとかそういうものそういうものそういうものそういうものねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、英英英英国国国国もももも島国島国島国島国、、、、日日日日本本本本もももも島国島国島国島国。。。。でもでもでもでも、、、、あのあのあのあの当当当当時時時時、、、、45 年年年年前前前前、、、、英英英英国国国国のののの人口人口人口人口のののの約約約約倍倍倍倍だだだだったのったのったのったの。。。。大都会大都会大都会大都会のののの東京東京東京東京からからからから列列列列車車車車でででで数数数数時時時時間間間間行行行行ってってってって、、、、小小小小さなさなさなさな駅駅駅駅からおりてからおりてからおりてからおりてちちちちょょょょっとっとっとっと歩歩歩歩くとくとくとくと、、、、そそそそこにはクマのこにはクマのこにはクマのこにはクマの世世世世界界界界、、、、原生林原生林原生林原生林のののの世世世世界界界界。。。。これはすっこれはすっこれはすっこれはすっごごごごいいいい、、、、何何何何ていうかていうかていうかていうか、、、、うれしいショックうれしいショックうれしいショックうれしいショック。。。。僕僕僕僕はははは、、、、新新新新しいしいしいしい世世世世界界界界見見見見つつつつけたなとけたなとけたなとけたなと思思思思ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。クマがいるっていうことはクマがいるっていうことはクマがいるっていうことはクマがいるっていうことは感感感感動動動動しましたしましたしましたしました。。。。 カカカカナダにクマがいるとナダにクマがいるとナダにクマがいるとナダにクマがいると当当当当たりたりたりたり前前前前、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ広広広広いんいんいんいんだだだだもんもんもんもん。。。。北極北極北極北極のののの、、、、例例例例ええええばばばばバフバフバフバフィィィィンンンン島島島島。。。。知知知知らならならならないでしいでしいでしいでしょょょょ、、、、みんなみんなみんなみんな。。。。僕僕僕僕はははは大大大大好好好好きなきなきなきな 1つつつつのののの島島島島。。。。バフバフバフバフィィィィンンンン島島島島、、、、カカカカナダのナダのナダのナダの一一一一部部部部。。。。日日日日本本本本のののの面面面面積積積積のののの 1.4倍倍倍倍。。。。人人人人間間間間のののの人口人口人口人口はははは 9,000 人人人人。。。。あんまりあんまりあんまりあんまり込込込込んでないんでないんでないんでない。。。。クマがいてもおかしくないですクマがいてもおかしくないですクマがいてもおかしくないですクマがいてもおかしくないですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、日日日日本本本本ににににクマがいるクマがいるクマがいるクマがいる。。。。英英英英国国国国からクマがからクマがからクマがからクマが絶絶絶絶滅滅滅滅したのはしたのはしたのはしたのは 900 年以年以年以年以上前上前上前上前ですよですよですよですよ。。。。夕夕夕夕べべべべもももも、、、、私私私私はははは、、、、おいしいイノシおいしいイノシおいしいイノシおいしいイノシシをいたシをいたシをいたシをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ほほほほんとうにおいしかったんとうにおいしかったんとうにおいしかったんとうにおいしかった。。。。僕僕僕僕がががが初初初初めてイノシシをめてイノシシをめてイノシシをめてイノシシを食食食食べべべべたのはたのはたのはたのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり日日日日本本本本にににに来来来来てててて始始始始めてめてめてめて山山山山歩歩歩歩きしたきしたきしたきした時時時時ですですですです、、、、先先先先輩輩輩輩たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに。。。。民民民民宿宿宿宿におりてにおりてにおりてにおりて食食食食べべべべたたたた。。。。感感感感動動動動のののの上上上上のののの感感感感動動動動ででででしたしたしたした。。。。僕僕僕僕はははは、、、、ケケケケルトルトルトルト人人人人ですですですですねねねね、、、、ケケケケルトルトルトルト系日系日系日系日本本本本人人人人ですですですです。。。。間違間違間違間違えないでえないでえないでえないで、、、、僕僕僕僕、、、、アングロサクアングロサクアングロサクアングロサクソソソソンンンンじゃじゃじゃじゃないんですよないんですよないんですよないんですよ。。。。ケケケケルトルトルトルト人人人人のののの大大大大好好好好物物物物はイノシシですはイノシシですはイノシシですはイノシシです。。。。間違間違間違間違いないいないいないいない、、、、本本本本にそうにそうにそうにそう書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。でもでもでもでも、、、、イイイイノシシがノシシがノシシがノシシが英英英英国国国国からからからから絶滅絶滅絶滅絶滅したのはしたのはしたのはしたのは 400 年以年以年以年以上前上前上前上前ですですですです。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには森森森森のののの動動動動物物物物ですですですですねねねね。。。。森森森森からからからから離離離離れるとれるとれるとれると、、、、ブタになっブタになっブタになっブタになってしまうんですてしまうんですてしまうんですてしまうんですねねねね。。。。遺伝遺伝遺伝遺伝子子子子はははは同同同同じじじじだだだだけどけどけどけど、、、、性性性性格格格格はははは違違違違うううう。。。。寄寄寄寄生生生生虫虫虫虫がががが増増増増えるとえるとえるとえるとかかかか。。。。イノシシはすイノシシはすイノシシはすイノシシはすばばばばらしいらしいらしいらしい動動動動物物物物ですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから僕僕僕僕はははは、、、、ああいうことでああいうことでああいうことでああいうことで、、、、いろんなことでいろんなことでいろんなことでいろんなことで、、、、日日日日本本本本ははははすすすすごごごごいいいい国国国国だだだだなとなとなとなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。ごごごごたたたたごごごごたとたとたとたと森森森森のことをのことをのことをのことを話話話話さなくさなくさなくさなくちちちちゃゃゃゃいけないけどいけないけどいけないけどいけないけど、、、、大体大体大体大体皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、森森森森にににに詳詳詳詳しいからなしいからなしいからなしいからな。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、こういうこういうこういうこういう間違間違間違間違いはありましたいはありましたいはありましたいはありました。。。。山山山山からおりてからおりてからおりてからおりて民民民民宿宿宿宿にににに泊泊泊泊まったんですまったんですまったんですまったんです、、、、先先先先輩輩輩輩何何何何人人人人かとかとかとかと一一一一緒緒緒緒にににに。。。。そのそのそのその民民民民宿宿宿宿にいろりがありましたにいろりがありましたにいろりがありましたにいろりがありました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、たきたきたきたき火火火火があったんですがあったんですがあったんですがあったんです。。。。たきたきたきたき火火火火よよよよ。。。。炭炭炭炭じゃじゃじゃじゃないないないない。。。。だだだだからからからから、、、、家家家家のののの中中中中でたきでたきでたきでたき火火火火ができるということはができるということはができるということはができるということは、、、、もうもうもうもう一流一流一流一流のまきですのまきですのまきですのまきですねねねね。。。。あんまりあんまりあんまりあんまり煙煙煙煙がががが出出出出ないないないない。。。。いいいいややややああああ、、、、このこのこのこの家家家家のののの中中中中のののの香香香香りりりり、、、、感感感感動動動動したしたしたした。。。。大大大大昔昔昔昔、、、、まあまあまあまあ、、、、大大大大昔昔昔昔ってってってって、、、、2000 年年年年位前位前位前位前にににに、、、、ケケケケルトルトルトルト人人人人もいもいもいもいろりでしたろりでしたろりでしたろりでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、僕僕僕僕はいろりはいろりはいろりはいろり生生生生活活活活にあこがれていましたにあこがれていましたにあこがれていましたにあこがれていました。。。。日日日日本本本本ではではではでは、、、、いろりいろりいろりいろり生生生生活活活活があったがあったがあったがあった。。。。このこのこのこの家家家家もももも、、、、柱柱柱柱はこんなでっかいはこんなでっかいはこんなでっかいはこんなでっかい木木木木でででで、、、、はりはすはりはすはりはすはりはすごごごごいですいですいですいですねねねね。。。。カカカカヤぶヤぶヤぶヤぶきききき屋屋屋屋根根根根のののの立立立立派派派派なななな家家家家だだだだったんでったんでったんでったんですすすすねねねね。。。。多多多多分分分分 300 年年年年くらいくらいくらいくらい前前前前のののの家家家家だだだだ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのいろりのたきそのいろりのたきそのいろりのたきそのいろりのたき火火火火のののの周周周周りにりにりにりに、、、、20 本本本本のののの細細細細いいいい棒棒棒棒がががが刺刺刺刺してあったんですしてあったんですしてあったんですしてあったんですねねねね。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、魚魚魚魚がががが刺刺刺刺してあってしてあってしてあってしてあって塩塩塩塩焼焼焼焼ききききややややっていたんですっていたんですっていたんですっていたんです。。。。僕僕僕僕はははは、、、、魚魚魚魚をよくをよくをよくをよく見見見見てててて、、、、びっくりしたびっくりしたびっくりしたびっくりした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、字字字字引引引引持持持持ちちちち出出出出してしてしてして、、、、日日日日本本本本語語語語ほほほほとんどできなかったからとんどできなかったからとんどできなかったからとんどできなかったから、「、「、「、「ああああのののの魚魚魚魚、、、、イワナイワナイワナイワナですかですかですかですか？」？」？」？」とととと聞聞聞聞いたいたいたいた。。。。おおおおややややじじじじがががが「「「「うんうんうんうん、、、、イワナイワナイワナイワナだだだだよよよよ」」」」とととと。「。「。「。「あなたあなたあなたあなた、、、、池池池池がありますかがありますかがありますかがありますか？」？」？」？」とととと。。。。つつつつまりまりまりまり、「、「、「、「養殖養殖養殖養殖ですかですかですかですか？」？」？」？」とととと。「。「。「。「いいいいやややや、、、、いいいいやややや、、、、釣釣釣釣ったったったった」」」」とととと。「。「。「。「釣釣釣釣ったったったった？」「？」「？」「？」「うんうんうんうん、、、、山山山山のののの沢沢沢沢でででで釣釣釣釣っっっったたたた」」」」とととと。「。「。「。「えっえっえっえっ、、、、あなたがとったんですかあなたがとったんですかあなたがとったんですかあなたがとったんですか？」？」？」？」とととと。。。。私私私私、、、、またびっくりまたびっくりまたびっくりまたびっくり。。。。家家家家のののの周周周周りりりり見見見見ててててねねねね、、、、シシシシャャャャンンンンデリデリデリデリアはないアはないアはないアはない、、、、キキキキンンンンキキキキララララ金金金金のののの飾飾飾飾りりりり物物物物とかとかとかとかねねねね、、、、そういうものはないそういうものはないそういうものはないそういうものはない。。。。立立立立派派派派なななな家家家家ですよですよですよですよ。。。。でもでもでもでも、、、、大大大大金金金金
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持持持持ちちちちのののの家家家家にはにはにはには見見見見えませんえませんえませんえません。。。。それからそれからそれからそれから、、、、おおおおややややじじじじはいいはいいはいいはいい顔顔顔顔していましたしていましたしていましたしていました。。。。手手手手ははははごごごごっっっっつつつついしいしいしいしねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、貴貴貴貴族族族族じゃじゃじゃじゃないなとないなとないなとないなと。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは、、、、いくらいくらいくらいくら客客客客がががが若若若若くてもくてもくてもくても、、、、ステステステステテテテテココココでででで出出出出ないんないんないんないんですですですですねねねね。。。。頭頭頭頭にににに汚汚汚汚いタオルいタオルいタオルいタオル巻巻巻巻いていていていて。（。（。（。（笑笑笑笑）））） それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕はははは、、、、自分自分自分自分のののの日記日記日記日記でででで書書書書いたんですよいたんですよいたんですよいたんですよ。「。「。「。「このこのこのこの人人人人はははは、、、、すっすっすっすっごごごごいいいい密密密密猟猟猟猟者者者者だだだだ」」」」とととと。。。。ななななぜぜぜぜかとかとかとかと。。。。英英英英国国国国やヨやヨやヨやヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、大体大体大体大体ササササケケケケ、、、、マスマスマスマス、、、、イワナのイワナのイワナのイワナの天然天然天然天然物物物物がががが食食食食べべべべられるのはられるのはられるのはられるのは金金金金持持持持ちやちやちやちや貴貴貴貴族族族族とととと密密密密猟猟猟猟者者者者。。。。日日日日本本本本のののの田田田田舎舎舎舎にににに行行行行くとくとくとくと、、、、どこどこどこどこ行行行行ってもってもってもってもねねねね、、、、山山山山菜菜菜菜とかとかとかとか山山山山のののの恵恵恵恵みみみみ、、、、またまたまたまた海海海海のののの恵恵恵恵みみみみ、、、、これこれこれこれほほほほどどどど大大大大量量量量のののの、、、、そしてそしてそしてそして多様多様多様多様性性性性豊豊豊豊かのかのかのかの恵恵恵恵みがあるみがあるみがあるみがある国国国国はははは、、、、文文文文明明明明国国国国のののの中中中中ではないですではないですではないですではないです。。。。ほほほほかにはないですかにはないですかにはないですかにはないですねねねね。。。。ももももちちちちろんろんろんろん、、、、カカカカナダのクナダのクナダのクナダのクリリリリーーーー族族族族とかそういうとかそういうとかそういうとかそういう人人人人たたたたちちちち、、、、ハハハハイダイダイダイダ族族族族とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にいるとにいるとにいるとにいると、、、、天然天然天然天然のののの恵恵恵恵みをいたみをいたみをいたみをいただだだだくのはくのはくのはくのは、、、、それはそれはそれはそれは生生生生活活活活。。。。でもでもでもでも、、、、ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、これはこれはこれはこれは特特特特別別別別のののの人人人人じゃじゃじゃじゃないとないとないとないとだだだだめですめですめですめですよよよよ。。。。だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕はははは、、、、北極北極北極北極でででで新新新新しいしいしいしい人生見人生見人生見人生見てててて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり俺俺俺俺はははは正正正正しかったしかったしかったしかった。。。。人人人人間間間間がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん集集集集まるとまるとまるとまると、、、、自自自自然然然然はははは破壊破壊破壊破壊されてされてされてされて汚汚汚汚くなるくなるくなるくなる。。。。だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕はははは人人人人間間間間がたくさんいるところにはいたくないがたくさんいるところにはいたくないがたくさんいるところにはいたくないがたくさんいるところにはいたくない。。。。でもでもでもでも、、、、日日日日本本本本にににに来来来来たらたらたらたら、、、、日日日日本本本本のののの田田田田舎舎舎舎でこんなでこんなでこんなでこんな美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然、、、、こんなきれいこんなきれいこんなきれいこんなきれい、、、、clean and beautiful なななな生生生生活活活活パターパターパターパターンはないとンはないとンはないとンはないと思思思思ったんですったんですったんですったんです。。。。たったたったたったたった 45 年年年年前前前前ですよですよですよですよ。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの 45 年年年年前前前前とととと比比比比べべべべてててて、、、、大体大体大体大体天然天然天然天然林林林林がががが
70％％％％はははは消消消消えてしまったんですえてしまったんですえてしまったんですえてしまったんですねねねね。。。。どんどんどんどんどんどんどんどん日日日日本本本本はははは変変変変わったのよわったのよわったのよわったのよ。。。。 僕僕僕僕はははは何何何何年年年年かかかかごごごごとにとにとにとに日日日日本本本本にににに帰帰帰帰ってきたんですってきたんですってきたんですってきたんですねねねね。。。。最最最最初初初初はははは 2 年年年年半半半半しかいなかったんですしかいなかったんですしかいなかったんですしかいなかったんです。。。。黒帯黒帯黒帯黒帯になになになになるまではるまではるまではるまでは頑頑頑頑張張張張りましたりましたりましたりました、、、、どうにかどうにかどうにかどうにか。。。。でもでもでもでも、、、、僕僕僕僕のののの仕仕仕仕事事事事とととと私私私私のライフのライフのライフのライフ、、、、my life is not Japan。。。。でもでもでもでも、、、、日日日日本本本本がががが大大大大好好好好きになってきになってきになってきになってねねねね、、、、カカカカナダのナダのナダのナダの北極北極北極北極にににに戻戻戻戻っていろんなっていろんなっていろんなっていろんな仕仕仕仕事事事事をしてをしてをしてをして、、、、エエエエチチチチオオオオピピピピアにアにアにアに行行行行ってってってって、、、、エエエエチチチチオオオオピピピピアでアでアでアで国立国立国立国立公公公公園園園園ををををつつつつくってくってくってくって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、いいいいつつつつもももも日日日日本本本本のことをのことをのことをのことを思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、僕僕僕僕はははは、、、、自自自自然然然然とうまくとうまくとうまくとうまく暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる文文文文明明明明国国国国はははは日日日日本本本本だだだだっていうっていうっていうっていう基基基基準準準準になってしまったんですになってしまったんですになってしまったんですになってしまったんですねねねね。。。。エエエエチチチチオオオオピピピピアアアアでででで、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい自自自自然然然然破壊破壊破壊破壊をををを見見見見ましたましたましたました。。。。ものすものすものすものすごごごごいですよいですよいですよいですよ。。。。国立国立国立国立公公公公園園園園のののの動動動動物物物物とととと森森森森をををを、、、、我我我我々々々々はははは守守守守っっっったたたたんですんですんですんです。。。。僕僕僕僕とととと 20 名名名名ののののレレレレンジンジンジンジャャャャーでーでーでーで。。。。我我我我々々々々はははは、、、、鉄鉄鉄鉄砲砲砲砲をををを持持持持ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして我我我我々々々々のののの権限権限権限権限ははははちちちちゃゃゃゃんとありんとありんとありんとありましたからましたからましたからましたから、、、、守守守守ることはできましたることはできましたることはできましたることはできました。。。。密密密密猟猟猟猟者者者者とととと山山山山賊賊賊賊とととと激激激激しいしいしいしい戦戦戦戦いをいをいをいを、、、、僕僕僕僕はははは経経経経験験験験していますしていますしていますしています。。。。私私私私はははは、、、、戦戦戦戦争争争争のののの経経経経験験験験はないですけどはないですけどはないですけどはないですけど、、、、戦戦戦戦いのいのいのいの経経経経験験験験はありますはありますはありますはあります。。。。自自自自然然然然保保保保護護護護はははは、、、、そんなそんなそんなそんな易易易易しいものしいものしいものしいものじゃねじゃねじゃねじゃねぇぇぇぇぞぞぞぞとととと。。。。エエエエチチチチオオオオピピピピアでアでアでアで見見見見たたたた。。。。でもでもでもでも、、、、我我我我々々々々がががが保保保保護護護護できたところはできたところはできたところはできたところは知知知知床床床床くらいのくらいのくらいのくらいの国立国立国立国立公公公公園園園園のののの面面面面積積積積しかないしかないしかないしかないんですよんですよんですよんですよ。。。。そのそのそのその外外外外はははは、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん森森森森はははは破壊破壊破壊破壊されてされてされてされて、、、、急急急急斜斜斜斜面面面面でででで穀穀穀穀物物物物ををををつつつつくろうとしていたくろうとしていたくろうとしていたくろうとしていた。。。。エエエエチチチチオオオオピピピピアアアア人人人人ががががねねねね。。。。段段段段々々々々畑畑畑畑をををを知知知知らないらないらないらない。。。。そしてそしてそしてそして森森森森をををを破壊破壊破壊破壊してしてしてして、、、、段段段段々々々々畑畑畑畑ををををつつつつくらないままでくらないままでくらないままでくらないままで畑畑畑畑ををををつつつつくるとくるとくるとくると、、、、雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると侵侵侵侵食食食食をををを起起起起こしてこしてこしてこして岩岩岩岩盤盤盤盤までまでまでまで山山山山がががが裸裸裸裸になるになるになるになる。。。。そしてそしてそしてそして 8カカカカ月月月月のののの乾季乾季乾季乾季になるとになるとになるとになると、、、、森森森森がないからがないからがないからがないから保保保保水水水水力力力力なんかないしなんかないしなんかないしなんかないし、、、、暑暑暑暑いいいい砂砂砂砂漠漠漠漠になるになるになるになる。。。。人人人人間間間間がががが砂砂砂砂漠漠漠漠ををををつつつつくるものくるものくるものくるものだだだだとととと思思思思ってましたってましたってましたってましたねねねね。。。。そのそのそのその後後後後はははは、、、、内戦内戦内戦内戦になりになりになりになり、、、、ゲゲゲゲリリリリラがラがラがラが僕僕僕僕をををを暗殺暗殺暗殺暗殺しようとしてたんですしようとしてたんですしようとしてたんですしようとしてたんですねねねね。。。。でもでもでもでも僕僕僕僕はははは生生生生きてるきてるきてるきてる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕はははは 30歳歳歳歳になってになってになってになって日日日日本本本本にににに戻戻戻戻ったんですったんですったんですったんです。。。。もうエもうエもうエもうエチチチチオオオオピピピピアはダアはダアはダアはダメメメメだだだだ。。。。エエエエチチチチオオオオピピピピアはアはアはアは戒戒戒戒厳厳厳厳令令令令になるになるになるになる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大大大大勢勢勢勢のののの人人人人間間間間はははは餓餓餓餓死死死死でででで死死死死ぬぬぬぬ。。。。永永永永遠遠遠遠とととと隣隣隣隣のののの国国国国々々々々とととと戦戦戦戦争争争争するするするするだだだだろうろうろうろう。。。。そのとおりですそのとおりですそのとおりですそのとおりですねねねね。。。。それとそれとそれとそれと比比比比べべべべてててて、、、、僕僕僕僕はははは 30 歳歳歳歳のときのときのときのときねねねね、、、、37 年年年年前前前前にににに、、、、日日日日本本本本はははは天天天天国国国国にににに見見見見えたえたえたえた。。。。ままままだだだだ都会都会都会都会からからからから出出出出てててて、、、、信信信信頼頼頼頼できるできるできるできる列列列列車車車車にににに乗乗乗乗ってってってって、、、、信信信信頼頼頼頼できるできるできるできる時時時時間間間間でででで田田田田舎舎舎舎のののの駅駅駅駅までまでまでまで行行行行ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして山山山山にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、どんなどんなどんなどんな山山山山へへへへ行行行行ってもおいしってもおいしってもおいしってもおいしいいいい水水水水があるがあるがあるがある。。。。どんなどんなどんなどんな村村村村にににに行行行行ってもってもってもっても、、、、優優優優しいしいしいしい、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい民民民民宿宿宿宿やややや小小小小さなさなさなさな旅館旅館旅館旅館あるあるあるある。。。。おいしいおいしいおいしいおいしい、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい、、、、緑緑緑緑がががが多多多多いいいい、、、、言言言言論論論論のののの自自自自由由由由があるがあるがあるがある、、、、宗宗宗宗教教教教のののの自自自自由由由由があるがあるがあるがある、、、、旅旅旅旅のののの自自自自由由由由があるがあるがあるがある。。。。植植植植民地民地民地民地にならなかったアジにならなかったアジにならなかったアジにならなかったアジアのアのアのアの国国国国。。。。島国島国島国島国。。。。北北北北にはにはにはには流流流流氷氷氷氷がありがありがありがあり、、、、南南南南にはサンにはサンにはサンにはサンゴゴゴゴ礁礁礁礁があるがあるがあるがある。。。。ほほほほかにそういうかにそういうかにそういうかにそういう国国国国はないですはないですはないですはないですねねねね。。。。わわわわかるかるかるかる？？？？    僕僕僕僕はすはすはすはすごごごごくくくく日日日日本本本本がががが好好好好きできできできで、、、、好好好好きできできできで好好好好きできできできで、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国へへへへ行行行行ってもってもってもっても、、、、自分自分自分自分がががが生生生生まれたまれたまれたまれた国国国国にはにはにはにはなかなかなかなかなかなかなかなか帰帰帰帰りたくないりたくないりたくないりたくない。。。。カカカカナダはいいナダはいいナダはいいナダはいい、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカはいいはいいはいいはいい、、、、でもでもでもでも日日日日本本本本はははは、、、、このこのこのこの民民民民族族族族、、、、このこのこのこの文文文文化化化化はははは、、、、自自自自然然然然とともにずっととともにずっととともにずっととともにずっと暮暮暮暮らしたらしたらしたらした文文文文化化化化。。。。最後最後最後最後にはにはにはには、、、、黒黒黒黒姫姫姫姫にににに住住住住みみみみつつつついたいたいたいた。。。。もうもうもうもう 40 歳歳歳歳になっていたんでになっていたんでになっていたんでになっていたんで
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すすすす。。。。 ななななぜぜぜぜ、、、、黒黒黒黒姫姫姫姫かかかか。。。。それはそれはそれはそれは簡簡簡簡単単単単ですですですですねねねね。。。。僕僕僕僕はははは南南南南極極極極にいたんですよにいたんですよにいたんですよにいたんですよ。。。。例例例例のののの第第第第三日三日三日三日新新新新丸丸丸丸にににに乗乗乗乗ってってってって、、、、キキキキャャャャッッッッチャチャチャチャーーーーボボボボートにもートにもートにもートにも乗乗乗乗ってってってって、、、、捕鯨捕鯨捕鯨捕鯨のことをのことをのことをのことを書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。南南南南極極極極からからからから帰帰帰帰ったらったらったらったら、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり僕僕僕僕はこはこはこはこれかられかられかられからほほほほかのかのかのかの外人外人外人外人がががが書書書書けないものをけないものをけないものをけないものを書書書書いてみせるいてみせるいてみせるいてみせる。。。。そしてそしてそしてそして黒黒黒黒姫姫姫姫にいるにいるにいるにいる谷川谷川谷川谷川雁雁雁雁さんのところさんのところさんのところさんのところへへへへ訪訪訪訪ねねねねてててて行行行行ったんですったんですったんですったんです。。。。雁雁雁雁さんはさんはさんはさんは、、、、もうもうもうもう亡亡亡亡くなったけどくなったけどくなったけどくなったけど、、、、詩詩詩詩人人人人ですですですですねねねね。。。。昔昔昔昔からのからのからのからの友友友友達達達達。。。。雁雁雁雁さんとさんとさんとさんと話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、雁雁雁雁さんがさんがさんがさんが、「、「、「、「ややややっっっっぱぱぱぱりりりり君君君君はこれからはこれからはこれからはこれから日日日日本本本本かかかか」」」」とととと。「。「。「。「ううううんんんん。。。。僕僕僕僕はこれからはこれからはこれからはこれから日日日日本本本本にににに住住住住んでんでんでんで、、、、世世世世界界界界中中中中にににに行行行行きますけどきますけどきますけどきますけど、、、、日日日日本本本本にににに住住住住むむむむ」。「」。「」。「」。「どこがいいですかどこがいいですかどこがいいですかどこがいいですか」」」」とととと。。。。それでそれでそれでそれで僕僕僕僕はははは、「、「、「、「うーんうーんうーんうーん、、、、いいいいやややや、、、、北北北北海海海海道道道道はいいんですけどはいいんですけどはいいんですけどはいいんですけど、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと冬冬冬冬はははは寒寒寒寒いしいしいしいしねねねね。。。。寒寒寒寒さにはさにはさにはさには俺俺俺俺はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だだだだけどけどけどけど、、、、でもでもでもでも九州九州九州九州もいいもいいもいいもいいなななな。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄もいいなもいいなもいいなもいいな。。。。それからそれからそれからそれから、、、、東東東東北北北北もももも。。。。とかとかとかとか、、、、いろんなこといろんなこといろんなこといろんなこと話話話話したらしたらしたらしたら、、、、雁雁雁雁さんがさんがさんがさんが怒怒怒怒ってってってって、、、、こうこうこうこうややややっていろりでプーっとっていろりでプーっとっていろりでプーっとっていろりでプーっと、「、「、「、「黒黒黒黒姫姫姫姫のののの何何何何がががが悪悪悪悪いのいのいのいの」」」」とととと。「。「。「。「おおおお、、、、悪悪悪悪くないくないくないくない」。「」。「」。「」。「黒黒黒黒姫姫姫姫にしなさいにしなさいにしなさいにしなさい」。」。」。」。そそそそれでれでれでれで僕僕僕僕はははは黒黒黒黒姫姫姫姫にににに住住住住みみみみつつつついたいたいたいた、、、、27 年年年年前前前前。。。。 私私私私、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、日日日日本本本本をををを信信信信じじじじていましたていましたていましたていました。。。。今今今今もももも信信信信じじじじてますよてますよてますよてますよ。。。。たたたただだだだ、、、、確確確確かにバラかにバラかにバラかにバラ色色色色のののの眼眼眼眼鏡鏡鏡鏡をかをかをかをかけてましたなけてましたなけてましたなけてましたな。。。。水水水水俣病俣病俣病俣病とかイタイイタイとかイタイイタイとかイタイイタイとかイタイイタイ病病病病とかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな汚染汚染汚染汚染のののの問問問問題題題題、、、、いろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題はははは、、、、テテテテレレレレビビビビやややや新聞新聞新聞新聞でででで読読読読めめめめばばばばわかるわかるわかるわかる。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私はははは醜醜醜醜いものをいものをいものをいものを見見見見ようとしなかったんですようとしなかったんですようとしなかったんですようとしなかったんですねねねね。。。。子子子子供供供供のときからのときからのときからのときから、、、、醜醜醜醜いものからいものからいものからいものから逃逃逃逃げげげげてたんですてたんですてたんですてたんです。。。。黒黒黒黒姫姫姫姫にににに住住住住みみみみつつつついていていていて、、、、そのそのそのその残残残残りりりり少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった原生林原生林原生林原生林がどれがどれがどれがどれほほほほどどどど減減減減っっっっているかているかているかているか、、、、それがわかったらショックそれがわかったらショックそれがわかったらショックそれがわかったらショック受受受受けましたけましたけましたけました。。。。 例例例例ええええばばばばねねねね、、、、最最最最初初初初のあののあののあののあの冬冬冬冬はものすはものすはものすはものすごごごごいいいい雪雪雪雪でででで、、、、大大大大雪雪雪雪でしたでしたでしたでした。。。。1980 年年年年、、、、すすすすごごごごいいいい大大大大雪雪雪雪でしたでしたでしたでした。。。。僕僕僕僕はははは、、、、カカカカヤぶヤぶヤぶヤぶきききき屋屋屋屋根根根根のののの家家家家をををを借借借借りてりてりてりて暮暮暮暮らしていたけどらしていたけどらしていたけどらしていたけど、、、、雪雪雪雪おろしおろしおろしおろし、、、、12 回回回回ややややったのよったのよったのよったのよ。。。。雪雪雪雪おろしはおろしはおろしはおろしは、、、、それそれそれそれまでまでまでまで知知知知らなかったんですらなかったんですらなかったんですらなかったんですねねねね。。。。大大大大根根根根おろしはおろしはおろしはおろしは知知知知ってまってまってまってましたけどしたけどしたけどしたけど、、、、雪雪雪雪おろしはおろしはおろしはおろしは知知知知らないらないらないらない。。。。大体大体大体大体 2日日日日間間間間かかるんですよかかるんですよかかるんですよかかるんですよ。。。。ものすものすものすものすごごごごいいいい雪雪雪雪だだだだったからったからったからったから、、、、小小小小説説説説書書書書こうとこうとこうとこうと思思思思ったのにったのにったのにったのに、、、、雪雪雪雪ばばばばっかしっかしっかしっかし、、、、かいたんでかいたんでかいたんでかいたんですすすすねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、春春春春になったらになったらになったらになったら、、、、日日日日本本本本のののの太陽太陽太陽太陽はははは、、、、カカカカナダのナダのナダのナダの雪雪雪雪国国国国やヨやヨやヨやヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの北国北国北国北国よりもよりもよりもよりも太陽太陽太陽太陽がががが高高高高いいいいところにあるところにあるところにあるところにある。。。。太陽太陽太陽太陽はははは強強強強いですいですいですいです。。。。だだだだからからからから、、、、雪雪雪雪がががが固固固固まってまってまってまって、、、、そのそのそのその上上上上でででで歩歩歩歩けるんですけるんですけるんですけるんです。。。。猟猟猟猟友友友友会会会会のののの仲仲仲仲間間間間とととと一一一一緒緒緒緒にににに霊霊霊霊泉泉泉泉寺寺寺寺とととと飯飯飯飯綱綱綱綱山山山山をををを歩歩歩歩きましたきましたきましたきました。。。。数数数数時時時時間間間間でででで、、、、クマクマクマクマ 4頭頭頭頭見見見見ましたよましたよましたよましたよ。。。。クマのクマのクマのクマの足足足足跡跡跡跡 7頭頭頭頭あったあったあったあったんですんですんですんです。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど、、、、クマはクマはクマはクマは穴穴穴穴からからからから出出出出始始始始めるころめるころめるころめるころだだだだったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。当然当然当然当然、、、、あれあれあれあれだだだだけクマがいるとこけクマがいるとこけクマがいるとこけクマがいるところですからろですからろですからろですから、、、、雪雪雪雪のののの白白白白いいいいペペペページのージのージのージの上上上上でででで、、、、タタタタヌヌヌヌキキキキ、、、、ウウウウササササギギギギ、、、、テンテンテンテン、、、、イタイタイタイタチチチチ、、、、キツキツキツキツネなどなどのネなどなどのネなどなどのネなどなどの、、、、動動動動物物物物のののの日記日記日記日記がががが書書書書いてあったんですいてあったんですいてあったんですいてあったんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして周周周周りはりはりはりはややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大木木木木。。。。ブナブナブナブナ、、、、ミズナラミズナラミズナラミズナラ、、、、ダテダテダテダテカカカカンバなどンバなどンバなどンバなどなどなどなどなど、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい森森森森。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ままままだだだだ若若若若葉葉葉葉はははは出出出出てないですからてないですからてないですからてないですから、、、、よくよくよくよく見見見見えるえるえるえる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、クマのクマのクマのクマの世世世世界界界界、、、、原生林原生林原生林原生林のののの世世世世界界界界からからからから見見見見おろすとおろすとおろすとおろすと、、、、1 万万万万 2,000 人人人人のののの人口人口人口人口のののの町町町町、、、、我我我我がががが町町町町がががが見見見見えるんですよえるんですよえるんですよえるんですよ。。。。列列列列車車車車がががが動動動動いいいいてますてますてますてます。。。。車車車車がががが見見見見えるえるえるえる。。。。そこにはそこにはそこにはそこには近近近近代代代代的的的的なななな現現現現在在在在がががが動動動動いてますいてますいてますいてます。。。。人人人人がいるのよがいるのよがいるのよがいるのよ。。。。ここにはここにはここにはここには大大大大昔昔昔昔のののの日日日日本本本本もあるもあるもあるもある。。。。一一一一緒緒緒緒にににに存存存存在在在在してるんですしてるんですしてるんですしてるんです。。。。僕僕僕僕はははは感感感感動動動動してしてしてしてねねねね――――――――よくよくよくよく感感感感動動動動するのよするのよするのよするのよ、、、、感感感感情情情情的的的的だだだだからからからから。。。。爆爆爆爆発発発発もするしもするしもするしもするしねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり黒黒黒黒姫姫姫姫をををを選選選選んでんでんでんで良良良良かったかったかったかった。。。。古古古古いいいい歴歴歴歴史史史史があるがあるがあるがある。。。。それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり格格格格闘闘闘闘技技技技がががが好好好好きできできできで、、、、隣隣隣隣のののの戸戸戸戸隠隠隠隠はははは、、、、もともともともと、、、、忍忍忍忍者者者者のののの産地産地産地産地だだだだったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いろんないろんないろんないろんな歴歴歴歴史史史史、、、、いろんないろんないろんないろんな伝説伝説伝説伝説があるがあるがあるがある。。。。僕僕僕僕はははは「「「「ここにここにここにここに住住住住んでんでんでんで良良良良かったかったかったかった！！！！」」」」とととと。。。。 しかししかししかししかし、、、、次次次次のののの年年年年のののの春春春春にににに、、、、同同同同じじじじところにところにところにところにひひひひとりでとりでとりでとりで行行行行ったんですったんですったんですったんです。。。。もうもうもうもう山山山山はははは覚覚覚覚えたえたえたえたつつつつもりもりもりもりだだだだったんったんったんったんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、行行行行ったったったった理理理理由由由由はははは、、、、野野野野宿宿宿宿してしてしてして――――――――これはこれはこれはこれは国立国立国立国立公公公公園園園園だだだだからからからからキキキキャャャャンプはいけませんンプはいけませんンプはいけませんンプはいけません。。。。でもでもでもでも、、、、野野野野宿宿宿宿はいいんですはいいんですはいいんですはいいんです。。。。おもしろいおもしろいおもしろいおもしろい国国国国ねねねね、、、、日日日日本本本本はははは――――――――それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕はははは森森森森にににに行行行行ってってってって、、、、クマのクマのクマのクマの写写写写真真真真をををを撮撮撮撮ろうろうろうろうとととと思思思思ったらったらったらったら、、、、だだだだめでしためでしためでしためでした。。。。もうもうもうもう森森森森はないんですはないんですはないんですはないんです。。。。あのあのあのあの美美美美しいしいしいしい、、、、古古古古いいいい原生林原生林原生林原生林はははは、、、、全部全部全部全部伐伐伐伐採採採採されたんされたんされたんされたんですですですです。。。。年年年年輪輪輪輪数数数数えたらえたらえたらえたら、、、、400 年以年以年以年以上上上上のののの木木木木々々々々がががが切切切切られましたられましたられましたられました。。。。林林林林野野野野庁庁庁庁のののの命命命命令令令令でででで切切切切ってるんですよってるんですよってるんですよってるんですよねねねね。。。。国国国国のののの命命命命令令令令ででででややややってるんですよってるんですよってるんですよってるんですよ。。。。僕僕僕僕はははは、、、、地地地地元元元元のののの仲仲仲仲間間間間とととと文文文文句句句句言言言言ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。あのあのあのあの斜斜斜斜面面面面でででで森森森森をををを破壊破壊破壊破壊すすすす



 203

るとるとるとると、、、、どんなことになるかわかるでしどんなことになるかわかるでしどんなことになるかわかるでしどんなことになるかわかるでしょょょょうううう？？？？    侵侵侵侵食食食食起起起起こりますよとこりますよとこりますよとこりますよと。。。。あのあのあのあの沢沢沢沢にににに鉄鉄鉄鉄砲砲砲砲水水水水がががが来来来来るるるるだだだだろろろろうとうとうとうと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、クマもクマもクマもクマも出出出出るよとるよとるよとるよと。。。。もうクマのえさもうクマのえさもうクマのえさもうクマのえさ場場場場はないんはないんはないんはないんだだだだよとかよとかよとかよとかねねねね。「。「。「。「じゃじゃじゃじゃ、、、、どうしてあなどうしてあなどうしてあなどうしてあなたたたた方方方方、、、、言言言言わないのわないのわないのわないの」。「」。「」。「」。「いいいいややややぁぁぁぁ、、、、日日日日本本本本人人人人はははは日日日日本本本本人人人人のののの言言言言うことうことうことうこと聞聞聞聞かないからかないからかないからかないから、、、、ニニニニココココルルルル、、、、おまえおまえおまえおまえ言言言言ええええ」」」」とととと。。。。だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕はもうはもうはもうはもう、「、「、「、「よしよしよしよし！！！！」」」」とととと思思思思ってってってって、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命言言言言ったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。こういうこういうこういうこういう気気気気持持持持ちだちだちだちだったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。ふふふふんどしんどしんどしんどし固固固固くくくく締締締締めてめてめてめてねねねね、、、、ハハハハチチチチママママキキキキ締締締締めてめてめてめて、、、、剣抜剣抜剣抜剣抜いていていていて、「、「、「、「突突突突撃撃撃撃！！！！」。」。」。」。でもでもでもでもねねねね、、、、ししししばばばばらくらくらくらく走走走走ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、だだだだれもれもれもれも続続続続いてないのいてないのいてないのいてないの。（。（。（。（笑笑笑笑））））夜夜夜夜中中中中になるとになるとになるとになると、、、、酒酒酒酒をををを持持持持ってってってって、、、、勝勝勝勝手口手口手口手口からからからから入入入入ってってってって、、、、「「「「ようようようよう、、、、ニニニニココココルルルル、、、、頑頑頑頑張張張張ってってってってねねねね」」」」とととと。「。「。「。「あのあのあのあの沢沢沢沢もももも今今今今度度度度切切切切るからるからるからるから、、、、言言言言ってってってってねねねね」」」」とかとかとかとかねねねね。「。「。「。「どうしてあどうしてあどうしてあどうしてあなたなたなたなた言言言言わないわないわないわない」。「」。「」。「」。「俺俺俺俺はははは親戚親戚親戚親戚いるからいるからいるからいるから、、、、おおおお願願願願いいいいだだだだからからからから……………………」。」。」。」。 それでそれでそれでそれでねねねね、、、、友友友友だちだちだちだちはたくさんはたくさんはたくさんはたくさんつつつつくったくったくったくった。。。。敵敵敵敵もたくさんもたくさんもたくさんもたくさんつつつつくったくったくったくった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、あのあのあのあの当当当当時時時時はははは eメメメメールールールールじゃじゃじゃじゃなかったからなかったからなかったからなかったからねねねね、、、、手手手手紙紙紙紙がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん来来来来るるるる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、知知知知床床床床からからからから西表西表西表西表までまでまでまで、、、、日日日日本本本本のののの森森森森のののの破破破破壊壊壊壊、、、、天然天然天然天然林林林林のののの破壊破壊破壊破壊、、、、いろんないろんないろんないろんな川川川川がががが三三三三面面面面張張張張りにされたとかりにされたとかりにされたとかりにされたとか、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話題題題題ばばばばっかりっかりっかりっかり僕僕僕僕にににに来来来来るんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。もうもうもうもう、、、、がっかりしたがっかりしたがっかりしたがっかりした。。。。もうもうもうもう、、、、日日日日本本本本ををををややややめようとめようとめようとめようと思思思思ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。あのあのあのあの当当当当時時時時はまはまはまはまだだだだ 40 代代代代だだだだったからったからったからったから、、、、時時時時々々々々――――――――時時時時々々々々とととと言言言言ったらったらったらったらちちちちょょょょっとっとっとっと大大大大げげげげささささだだだだけどけどけどけど――――――――数数数数回回回回、、、、深深深深酒酒酒酒飲飲飲飲んでんでんでんで、、、、散弾銃散弾銃散弾銃散弾銃をををを出出出出してしてしてして、、、、組組組組みみみみ立立立立てててててててて、、、、弾弾弾弾入入入入れてれてれてれて自自自自殺殺殺殺しようとしようとしようとしようと思思思思ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私はははは家家家家族族族族もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、自自自自殺殺殺殺ってってってって格格格格好好好好悪悪悪悪いよないよないよないよな。。。。だだだだからからからから、、、、ややややめましためましためましためました。。。。でもでもでもでも、、、、もうもうもうもう、、、、こんなこんなこんなこんな日日日日本本本本はははは嫌嫌嫌嫌いいいいだだだだよとよとよとよと思思思思ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。バブルのころバブルのころバブルのころバブルのころ、、、、金金金金ばばばばっかりっかりっかりっかり追追追追いかけていかけていかけていかけて、、、、ゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場ばばばばっかりっかりっかりっかり増増増増えてえてえてえて。。。。うわあうわあうわあうわあ、、、、もうもうもうもう嫌嫌嫌嫌だだだだとととと思思思思ったんでったんでったんでったんですすすす。。。。仲仲仲仲間間間間はいるはいるはいるはいるよよよよ、、、、自自自自然然然然がががが大大大大好好好好きなきなきなきな人人人人々々々々がたくさんまがたくさんまがたくさんまがたくさんまだだだだいたいたいたいた。。。。でもでもでもでも、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの声声声声はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか聞聞聞聞こえてこなかったんこえてこなかったんこえてこなかったんこえてこなかったんですですですです。。。。特特特特にににに、、、、我我我我がががが町町町町ではではではではねねねね。。。。 そのころそのころそのころそのころ、、、、南南南南ウウウウェールズからェールズからェールズからェールズから手手手手紙紙紙紙がががが来来来来ましたましたましたました。「。「。「。「アフアフアフアファァァァン・アル・ン・アル・ン・アル・ン・アル・ゴゴゴゴーエーエーエーエドドドド」。「」。「」。「」。「アフアフアフアファァァァンンンン」」」」はははは風風風風がががが通通通通るところるところるところるところ。。。。古古古古いいいいケケケケルトルトルトルト語語語語ですですですです。「。「。「。「ゴゴゴゴーエーエーエーエドドドド」」」」はははは森森森森。。。。アフアフアフアファァァァン・アル・ン・アル・ン・アル・ン・アル・ゴゴゴゴーエーエーエーエドドドドのののの森森森森にににに日日日日本本本本のののの森森森森ををををつつつつくりたいとくりたいとくりたいとくりたいと。。。。どんなどんなどんなどんな日日日日本本本本のののの木木木木ががががウウウウェールズにェールズにェールズにェールズに合合合合うかうかうかうか。。。。このこのこのこの動動動動機機機機がががが、、、、日日日日本本本本人人人人はははは、「、「、「、「ええええ、、、、何何何何でででで？」？」？」？」とととと。。。。こういうことこういうことこういうことこういうことだだだだったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。石石石石炭炭鉱炭炭鉱炭炭鉱炭炭鉱はどんどんはどんどんはどんどんはどんどんつつつつぶぶぶぶされたされたされたされた時時時時期期期期があったんですがあったんですがあったんですがあったんです。。。。南南南南ウウウウェールズのェールズのェールズのェールズの失失失失業業業業者者者者はははは、、、、ひひひひどいときはどいときはどいときはどいときは、、、、37％％％％までまでまでまで上上上上がったがったがったがった地域地域地域地域があったんですがあったんですがあったんですがあったんです。。。。そのころにそのころにそのころにそのころに、、、、日日日日本本本本のののの大大大大手手手手のののの会社会社会社会社がががが工場工場工場工場をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいいつつつつくってくれたんですくってくれたんですくってくれたんですくってくれたんです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ウウウウェールズェールズェールズェールズ人人人人にににに仕仕仕仕事事事事とととと、、、、望望望望みとみとみとみと、、、、未来未来未来未来をををを返返返返したんですしたんですしたんですしたんですねねねね。。。。日日日日本本本本のののの会社会社会社会社ですよですよですよですよ。。。。It wasn’t London. It was Japanese companies. そこでそこでそこでそこで、、、、おおおお返返返返ししたいとししたいとししたいとししたいと。。。。遠遠遠遠いいいい日日日日本本本本からからからから、、、、ウウウウェールズにェールズにェールズにェールズに住住住住みみみみつつつついていていていて、、、、我我我我々々々々をををを助助助助けているけているけているけている日日日日本本本本人人人人はははは、、、、国国国国をををを恋恋恋恋しくなっているしくなっているしくなっているしくなっているだだだだろうとろうとろうとろうと。。。。それそれそれそれだだだだったらったらったらったら、、、、我我我我々々々々はははは、、、、小小小小さくてもいいからさくてもいいからさくてもいいからさくてもいいから、、、、我我我我々々々々ががががつつつつくってくってくってくっているいるいるいる森森森森のののの中中中中でででで日日日日本本本本のののの森森森森ををををつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうといううといううといううという動動動動きがあったんですきがあったんですきがあったんですきがあったんですねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、僕僕僕僕はははは、、、、あのときはあのときはあのときはあのときはちちちちょょょょっとっとっとっと理理理理解解解解にににに苦苦苦苦しんでましたからしんでましたからしんでましたからしんでましたから、、、、ななななぜぜぜぜかとかとかとかと。。。。私私私私がががが子子子子供供供供のときにのときにのときにのときに、、、、あのあのあのあの地域地域地域地域はははは、、、、石石石石炭炭炭炭産業産業産業産業のおのおのおのおかかかかげげげげでででで、、、、もうもうもうもう裸裸裸裸山山山山だだだだったんですよったんですよったんですよったんですよ。。。。ボボボボタタタタだだだだらけらけらけらけ。。。。川川川川もももも死死死死んでましたんでましたんでましたんでました、、、、ひひひひどかったんですどかったんですどかったんですどかったんです。。。。しかししかししかししかし、、、、僕僕僕僕はははは、、、、日日日日本本本本、、、、カカカカナダナダナダナダ、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカにににに行行行行っているっているっているっている間間間間にににに、、、、地地地地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちがががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命森森森森をををを復復復復活活活活してたんでしてたんでしてたんでしてたんですすすす。。。。きれいなきれいなきれいなきれいな森森森森になったになったになったになった。。。。それでそれでそれでそれで、、、、僕僕僕僕はははは、、、、日日日日本本本本ではではではでは愚愚愚愚痴痴痴痴ばばばばっかりっかりっかりっかりじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、僕僕僕僕もももも、、、、もうけていもうけていもうけていもうけているおるおるおるお金金金金をををを、、、、荒荒荒荒れたれたれたれた土土土土地地地地にしてにしてにしてにして、、、、地地地地元元元元のののの人人人人とととと一一一一緒緒緒緒ににににねねねね、、、、僕僕僕僕はおはおはおはお金金金金をををを出出出出してしてしてして、、、、いいいいいいいい人人人人にににに給給給給料料料料をををを出出出出してしてしてして、、、、一一一一緒緒緒緒にににに森森森森づくりづくりづくりづくりややややろうろうろうろうじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思ったんですったんですったんですったんです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、私私私私のののの民民民民族族族族はははは、、、、文文文文化化化化はははは、、、、古古古古いんですいんですいんですいんですよよよよ。。。。アングロサクアングロサクアングロサクアングロサクソソソソンのンのンのンの文文文文化化化化よりよりよりより古古古古いんですいんですいんですいんです。。。。おおおお返返返返ししなけれししなけれししなけれししなければばばばならないんですよならないんですよならないんですよならないんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕がががが長長長長年年年年日日日日本本本本にににに住住住住んでんでんでんで、、、、日日日日本本本本にににに保保保保護護護護されてされてされてされて、、、、日日日日本本本本ででででほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに楽楽楽楽しいしいしいしい人生人生人生人生送送送送ってってってって、、、、何何何何ができるかとができるかとができるかとができるかと。。。。まあまあまあまあ、、、、小小小小さなさなさなさな森森森森 1つつつつ残残残残せせせせばばばば、、、、納納納納得得得得してくれるかなとしてくれるかなとしてくれるかなとしてくれるかなと。。。。それでそれでそれでそれで、、、、時時時時間間間間はははは短短短短いけどいけどいけどいけど、、、、少少少少しししし映像映像映像映像見見見見ませませませませんかんかんかんか？？？？ （（（（映像映像映像映像上上上上映映映映開始開始開始開始）））） 
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 これはこれはこれはこれは、、、、ママママツキツキツキツキさんのさんのさんのさんの茶茶茶茶室室室室。。。。きれいでしきれいでしきれいでしきれいでしょょょょうううう？？？？    でもでもでもでも、、、、あんまりおあんまりおあんまりおあんまりお金金金金はかけてないんですよはかけてないんですよはかけてないんですよはかけてないんですよ。。。。森森森森におにおにおにお金金金金かけてるけどかけてるけどかけてるけどかけてるけど、、、、箱箱箱箱にはそんなかけてないですよにはそんなかけてないですよにはそんなかけてないですよにはそんなかけてないですよ。。。。このこのこのこの音音音音ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、我我我我々々々々のののの森森森森のののの音音音音でででですすすす。。。。いいいいややややああああ、、、、最最最最初初初初はもうはもうはもうはもうひひひひどいどいどいどいややややぶぶぶぶ。。。。だだだだからからからから、、、、調調調調査査査査のののの上上上上でででで、、、、随随随随分分分分間間間間引引引引きましたきましたきましたきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその森森森森、、、、昔昔昔昔あったブナとかあったブナとかあったブナとかあったブナとか、、、、そういうそういうそういうそういう木木木木をまたをまたをまたをまた植植植植えたんですえたんですえたんですえたんですねねねね。。。。もうもうもうもう大大大大変変変変。「。「。「。「あのニあのニあのニあのニココココルはルはルはルはひひひひどいどいどいどい、、、、木木木木をををを切切切切っているんっているんっているんっているんだだだだ」」」」とととと。。。。でもでもでもでも、、、、これはどうしようもないこれはどうしようもないこれはどうしようもないこれはどうしようもないだだだだろうろうろうろう。。。。鳥鳥鳥鳥はははは飛飛飛飛べべべべないないないない。。。。病病病病気気気気のののの木木木木ばばばばっかしっかしっかしっかし。。。。タタタタカカカカはははは飛飛飛飛べべべべないよないよないよないよ、、、、これはこれはこれはこれは。。。。だだだだめですよめですよめですよめですよ。。。。 このこのこのこの景景景景色色色色、、、、覚覚覚覚えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。これこれこれこれ、、、、ママママツキツキツキツキさんさんさんさん。。。。これはこれはこれはこれは同同同同じじじじ場所場所場所場所、、、、8 年年年年後後後後でででで。。。。明明明明るいるいるいるい森森森森でででで木木木木がががが育育育育っているっているっているっている。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりまりまりまりまだだだだらにらにらにらに光光光光入入入入れないとれないとれないとれないとだだだだめですめですめですめです。。。。光光光光入入入入れますとれますとれますとれますと、、、、若若若若木木木木がががが真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐ立立立立ちちちちますますますます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会、、、、同同同同じじじじだだだだ。。。。我我我我々々々々はははは、、、、池池池池をををを掘掘掘掘ったったったった。。。。でもでもでもでも、、、、池池池池ををををつつつつくったくったくったくったのはのはのはのは自自自自然然然然ですですですですねねねね。。。。我我我我々々々々はははは、、、、森森森森づくりのためにづくりのためにづくりのためにづくりのために、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと軽軽軽軽トラがトラがトラがトラが通通通通れるようなれるようなれるようなれるような道道道道ももももつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。場所場所場所場所によってによってによってによって、、、、さわさわさわさわらないらないらないらない。。。。さっきはさっきはさっきはさっきは、、、、リュリュリュリュウウウウキキキキンンンンカカカカ。。。。光光光光入入入入れますとれますとれますとれますと、、、、いろんなものがいろんなものがいろんなものがいろんなものが咲咲咲咲きききき始始始始めるんですめるんですめるんですめるんですねねねね。。。。ほほほほんとんとんとんとうにうにうにうに花花花花がががが増増増増えましたえましたえましたえました。。。。花花花花がががが増増増増えたらえたらえたらえたら、、、、昆昆昆昆虫虫虫虫がががが来来来来ましたましたましたました、、、、増増増増えましたえましたえましたえました。。。。昆昆昆昆虫虫虫虫がががが来来来来たらたらたらたら、、、、今今今今度度度度小小小小鳥鳥鳥鳥がががが来来来来るんでするんでするんでするんです。。。。小小小小鳥鳥鳥鳥がががが来来来来たらたらたらたら、、、、種種種種をををを落落落落としてくれるんですとしてくれるんですとしてくれるんですとしてくれるんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、だだだだんんんんだだだだんんんん、、、、光光光光とともにとともにとともにとともに、、、、自自自自然然然然のののの歌歌歌歌がががが聞聞聞聞こえるようになるんですこえるようになるんですこえるようになるんですこえるようになるんです。。。。木木木木がががが元元元元気気気気になるとになるとになるとになると、、、、ドドドドングングングングリリリリいっいっいっいっぱぱぱぱいいいい落落落落としてくれるんでとしてくれるんでとしてくれるんでとしてくれるんですすすすねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、元元元元気気気気のののの木木木木ののののドドドドングングングングリリリリはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり元元元元気気気気ななななドドドドングングングングリリリリですですですです。。。。キキキキノノノノココココもももも増増増増えたえたえたえた。。。。これこれこれこれ、、、、みんなみんなみんなみんな知知知知ってるかなってるかなってるかなってるかな、、、、タマタマタマタマゴゴゴゴダダダダケケケケ。。。。これはうまいこれはうまいこれはうまいこれはうまいぞぞぞぞーーーー。。。。でもでもでもでも、、、、間違間違間違間違ったらったらったらったら大大大大変変変変。。。。ほほほほんとにおいしんとにおいしんとにおいしんとにおいしいけどいけどいけどいけど、、、、間違間違間違間違ったらったらったらったら大大大大変変変変だだだだ。。。。 自自自自然然然然保保保保護護護護はははは、、、、放置放置放置放置じゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんです。。。。僕僕僕僕はははは買買買買ってってってって手入手入手入手入れしているところはれしているところはれしているところはれしているところは、、、、もともともともともともともともと畑畑畑畑ををををつつつつくろくろくろくろうとしたうとしたうとしたうとした場所場所場所場所がががが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。かわいいかわいいかわいいかわいいだだだだろうろうろうろう、、、、さっきのもさっきのもさっきのもさっきのも。。。。これこれこれこれ、、、、フクロフクロフクロフクロウウウウのののの子子子子供供供供、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん。。。。どうしていられるかとどうしていられるかとどうしていられるかとどうしていられるかと。。。。大大大大木木木木がないんですよがないんですよがないんですよがないんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、大大大大木木木木のうろはないんですのうろはないんですのうろはないんですのうろはないんです。。。。だだだだからからからから、、、、大大大大木木木木ができるまではができるまではができるまではができるまでは、、、、僕僕僕僕たたたたちちちちはははは巣巣巣巣箱箱箱箱をををを置置置置いていますいていますいていますいています。。。。 ちちちちょょょょっとっとっとっと手入手入手入手入れしれしれしれし始始始始めるとめるとめるとめると、、、、見見見見通通通通しがよくなるしがよくなるしがよくなるしがよくなるだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、いろんないろんないろんないろんな色色色色がががが出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、いろいろいろいろんなんなんなんな小小小小さなさなさなさな風風風風とととと香香香香がががが出出出出てくるてくるてくるてくる、、、、音音音音がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。クマもクマもクマもクマも来来来来ましたましたましたました。。。。ヤヤヤヤマネもマネもマネもマネも。。。。 今今今今年年年年はははは、、、、とってもとってもとってもとっても雪雪雪雪はははは少少少少ないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、まあまあまあまあ、、、、雪雪雪雪はははは今今今今までまでまでまで多多多多いところいところいところいところだだだだったからったからったからったから、、、、雪雪雪雪のののの後後後後のののの仕仕仕仕事事事事はかなりありますはかなりありますはかなりありますはかなりあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ウウウウササササギギギギ、、、、キツキツキツキツネネネネ、、、、リリリリスススス。。。。キツキツキツキツネネネネ、、、、大大大大好好好好きですきですきですきです。。。。テンテンテンテン。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、タタタタヌヌヌヌキキキキ、、、、イタイタイタイタチチチチ、、、、ヒヒヒヒミズミズミズミズ、、、、モグラモグラモグラモグラ、、、、ネズミなどなどいますネズミなどなどいますネズミなどなどいますネズミなどなどいます。。。。場所場所場所場所によってによってによってによって昔昔昔昔のののの地主地主地主地主がががが、、、、鉄鉄鉄鉄分分分分をとをとをとをとろうとしたところがあったんですよろうとしたところがあったんですよろうとしたところがあったんですよろうとしたところがあったんですよ。。。。最最最最初初初初はははは穴穴穴穴だだだだらけでしたらけでしたらけでしたらけでした。。。。それでそれでそれでそれで、、、、いろいろとでこいろいろとでこいろいろとでこいろいろとでこぼぼぼぼこのとこのとこのとこのところでころでころでころで水水水水はけがはけがはけがはけが悪悪悪悪いいいい、、、、だだだだからからからから我我我我々々々々はははは川川川川ををををつつつつくったんですくったんですくったんですくったんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、川川川川ををををつつつつくったくったくったくった 6ヶヶヶヶ月月月月後後後後のののの映映映映像像像像ですですですです。。。。 これこれこれこれ、、、、つつつつくりましたくりましたくりましたくりました、、、、全部全部全部全部でででで 600m くらいくらいくらいくらい。。。。水水水水のののの流流流流れがあるところれがあるところれがあるところれがあるところ、、、、水水水水のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえるところこえるところこえるところこえるところ。。。。水水水水のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえるっていうことはこえるっていうことはこえるっていうことはこえるっていうことは、、、、酸酸酸酸素素素素がまがまがまがまざざざざっているんですっているんですっているんですっているんです。。。。酸酸酸酸素素素素がまがまがまがまざざざざっているっているっているっている水水水水にはいろにはいろにはいろにはいろんなんなんなんな生生生生きききき物物物物がすめるんですよがすめるんですよがすめるんですよがすめるんですよねねねね。。。。トントントントンボボボボとかとかとかとか、、、、カカカカエルとかエルとかエルとかエルとか、、、、サンショサンショサンショサンショウウウウウウウウオとかオとかオとかオとか。。。。そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの土土土土手手手手にはにはにはには、、、、もうすもうすもうすもうすごごごごくよくくよくくよくくよく木木木木がががが育育育育っていますっていますっていますっています。。。。まあまあまあまあ、、、、森森森森づくりをづくりをづくりをづくりをややややりますとりますとりますとりますとねねねね、、、、退退退退屈屈屈屈はしないしはしないしはしないしはしないし、、、、ああああああああ、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり僕僕僕僕はははは知知知知らないなあとらないなあとらないなあとらないなあと。。。。特特特特にににに、、、、小小小小さいさいさいさい子子子子がががが来来来来てててて、「、「、「、「ねねねねええええ、、、、おおおおじじじじさんさんさんさん、、、、これこれこれこれ何何何何？」？」？」？」とととと。。。。「「「「うんうんうんうん。。。。うんうんうんうん。。。。虫虫虫虫だだだだよよよよ」」」」とととと。。。。こういうことこういうことこういうことこういうこと、、、、結結結結構構構構多多多多いですよいですよいですよいですよ。。。。いいいいややややほほほほんとにんとにんとにんとに。。。。40 をををを超超超超えてえてえてえて、、、、自自自自分分分分はははは幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園以以以以下下下下だだだだとよくわかるんですとよくわかるんですとよくわかるんですとよくわかるんです。。。。 あれはあれはあれはあれは人人人人間間間間のののの指指指指。。。。このこのこのこの小小小小さなさなさなさなカカカカエルがエルがエルがエルが、、、、ものすものすものすものすごごごごいたくさんいたんですいたくさんいたんですいたくさんいたんですいたくさんいたんですねねねね。。。。 まあまあまあまあ、、、、単単単単順順順順にににに、、、、ななななぜぜぜぜ森森森森づくりをづくりをづくりをづくりをややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの恵恵恵恵みがとれるみがとれるみがとれるみがとれる、、、、どのくらどのくらどのくらどのくら
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いのいろんないのいろんないのいろんないのいろんな生物生物生物生物がががが一一一一緒緒緒緒にににに暮暮暮暮らせるとからせるとからせるとからせるとか、、、、そういうそういうそういうそういう研究研究研究研究ををををややややったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕はははは、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ自分自分自分自分でででで買買買買ってってってって、、、、寄寄寄寄付付付付したんですしたんですしたんですしたんです。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、財財財財団団団団でででで少少少少しずしずしずしずつつつつ増増増増ややややしているんですしているんですしているんですしているんです。。。。今今今今 20 ヘヘヘヘククククタールくらいタールくらいタールくらいタールくらい。。。。もうもうもうもう、、、、木木木木をををを切切切切れれれればばばば、、、、木木木木をををを移移移移植植植植したりしたりしたりしたり、、、、植植植植えたりえたりえたりえたり、、、、そしてそしてそしてそして、、、、いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことを試試試試してしてしてしてみてるんですみてるんですみてるんですみてるんですねねねね。。。。ワンパターンはないワンパターンはないワンパターンはないワンパターンはない。。。。これもこれもこれもこれも、、、、古古古古いいいい窯窯窯窯をまたをまたをまたをまた復復復復活活活活したしたしたした。。。。炭炭炭炭もももも焼焼焼焼きますきますきますきます。。。。木木木木酢酢酢酢液液液液もとってもとってもとってもとって、、、、それをそれをそれをそれを畑畑畑畑にににに使使使使うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いろんないろんないろんないろんな大学大学大学大学のののの人人人人とととと調調調調査査査査――――――――さっきのクマはさっきのクマはさっきのクマはさっきのクマは死死死死んでるんんでるんんでるんんでるんじじじじゃゃゃゃないですからないですからないですからないですからねねねね――――――――調調調調査査査査してしてしてして、、、、巣巣巣巣箱箱箱箱にににに入入入入っているっているっているっている鳥鳥鳥鳥のののの調調調調査査査査もしてもしてもしてもして、、、、いろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことをややややっているっているっているっているんですんですんですんです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ウウウウェールズのェールズのェールズのェールズの例例例例のののの森森森森とととと姉妹姉妹姉妹姉妹森森森森になりましたになりましたになりましたになりました。。。。これはこれはこれはこれはウウウウェールズのェールズのェールズのェールズの森森森森ですですですです。。。。 このこのこのこの川川川川はははは、、、、僕僕僕僕がががが子子子子供供供供のときにはのときにはのときにはのときには死死死死んでましたけどんでましたけどんでましたけどんでましたけど、、、、今今今今はははは鮭鮭鮭鮭がががが上上上上がってがってがってがって産産産産卵卵卵卵してるんですしてるんですしてるんですしてるんです。。。。さっさっさっさっきききき話話話話したしたしたした日日日日本本本本のののの森森森森ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは全部日全部日全部日全部日本本本本のののの木木木木々々々々ですですですです。。。。 これこれこれこれ、、、、小林小林小林小林一一一一茶茶茶茶のののの俳俳俳俳句句句句、、、、ウウウウェールズェールズェールズェールズ語語語語とととと日日日日本本本本語語語語とととと英英英英語語語語でででで書書書書いてあるいてあるいてあるいてある。。。。このこのこのこの場所場所場所場所、、、、これこれこれこれウウウウェーェーェーェールルルルズですよズですよズですよズですよ。。。。これでこれでこれでこれで、、、、ウウウウェールズのェールズのェールズのェールズの子子子子供供供供とととと、、、、ウウウウェールズにェールズにェールズにェールズに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる日日日日本本本本人人人人のののの子子子子供供供供でででで、、、、そこでそこでそこでそこで交交交交流流流流があるんですがあるんですがあるんですがあるんです。。。。 （（（（映像映像映像映像上上上上映映映映終了終了終了終了）））） 

 ここでここでここでここで僕僕僕僕ははははほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに言言言言いたいことがあるんですよいたいことがあるんですよいたいことがあるんですよいたいことがあるんですよ。。。。さっきさっきさっきさっき私私私私がががが言言言言ったのはったのはったのはったのは、、、、森森森森づくりもづくりもづくりもづくりも、、、、自自自自然然然然保保保保護護護護もももも、、、、放置放置放置放置じゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんです。。。。日日日日本本本本にはにはにはには原生林原生林原生林原生林、、、、大大大大昔昔昔昔のののの森森森森はあるけどはあるけどはあるけどはあるけど、、、、少少少少ないですないですないですないですねねねね。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、森森森森のののの面面面面積積積積のののの 2％％％％以以以以下下下下。。。。でもでもでもでも、、、、それをそれをそれをそれを保保保保護護護護するならするならするならするなら、、、、だだだだれかがれかがれかがれかがちちちちゃゃゃゃんとパトロールしてんとパトロールしてんとパトロールしてんとパトロールして、、、、案案案案内内内内してしてしてして、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと見見見見てないとてないとてないとてないとだだだだめめめめ。。。。だだだだからからからから、、、、原生林原生林原生林原生林もももも、、、、放置放置放置放置するとするとするとすると、、、、泥泥泥泥棒棒棒棒がががが入入入入ってとんでもないことになってとんでもないことになってとんでもないことになってとんでもないことになるんでするんでするんでするんですねねねね。。。。珍珍珍珍しいエしいエしいエしいエビビビビネランとかネランとかネランとかネランとか、、、、そういうそういうそういうそういうものをものをものをものを全部全部全部全部盗盗盗盗まれるんですまれるんですまれるんですまれるんです。。。。里里里里山山山山もももも、、、、植植植植えたスえたスえたスえたスギギギギややややヒヒヒヒノノノノキキキキもももも、、、、そのままでそのままでそのままでそのままで放置放置放置放置したらろくなことないですよしたらろくなことないですよしたらろくなことないですよしたらろくなことないですよねねねね。。。。We know that.じゃじゃじゃじゃああああ、、、、豊豊豊豊かになかになかになかになったったったった日日日日本本本本はははは、、、、ほほほほんとにんとにんとにんとにねねねね、、、、日日日日本本本本中中中中にににに放置放置放置放置したしたしたした里里里里山山山山やややや、、、、ススススギギギギ、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキ、、、、カカカカラマラマラマラマツツツツのののの森森森森、、、、多多多多いでしいでしいでしいでしょょょょ？？？？    それはそれはそれはそれは、、、、It’s one symptom。。。。 子子子子供供供供はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか？？？？ ニニニニュュュュースをースをースをースを見見見見るとるとるとると、、、、子子子子供供供供をををを産産産産んでんでんでんで、、、、ダンダンダンダンボボボボールールールール箱箱箱箱にににに入入入入れてれてれてれて知知知知りりりり合合合合いのといのといのといのところにころにころにころに置置置置いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。いろんないろんないろんないろんな嫌嫌嫌嫌なニなニなニなニュュュュースをースをースをースを見見見見ますますますますねねねね。。。。でもでもでもでも、、、、それもこのそれもこのそれもこのそれもこの一一一一部部部部ですよですよですよですよ。。。。私私私私のののの友友友友人人人人のののの中中中中でででで、、、、子子子子供供供供をををを施設施設施設施設でででで面面面面倒倒倒倒見見見見てるてるてるてる人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。彼彼彼彼がががが言言言言ったんですったんですったんですったんです。「。「。「。「ニニニニココココルルルル、、、、今今今今のののの施設施設施設施設にににに預預預預けらけらけらけられているれているれているれている子子子子供供供供のののの 7割割割割はははは、、、、親親親親とととと一一一一緒緒緒緒にいられないですよにいられないですよにいられないですよにいられないですよ。。。。親親親親からからからから虐虐虐虐待待待待をををを受受受受けたりけたりけたりけたり、、、、恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい虐虐虐虐待待待待をををを受受受受けたりけたりけたりけたり、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない虐虐虐虐待待待待をををを受受受受けたりけたりけたりけたり、、、、いろんなことあるよいろんなことあるよいろんなことあるよいろんなことあるよ。。。。日日日日本本本本がががが豊豊豊豊かになるかになるかになるかになるほほほほどどどど、、、、子子子子供供供供をををを大事大事大事大事にしてないですにしてないですにしてないですにしてないです」。」。」。」。朝朝朝朝のテのテのテのテレレレレビビビビ回回回回したらしたらしたらしたら、、、、日日日日本本本本のののの人口人口人口人口がががが減減減減ってるとかってるとかってるとかってるとか、、、、もっともっともっともっと子子子子供供供供産産産産めないめないめないめないととととだだだだめめめめだだだだとかとかとかとか、、、、どうどうどうどうややややってってってって産産産産ませるとかませるとかませるとかませるとか。。。。僕僕僕僕のののの言言言言葉葉葉葉、、、、単純単純単純単純ですけどですけどですけどですけど、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話題題題題あったでしあったでしあったでしあったでしょょょょうううう？？？？    今今今今現現現現在在在在いていていていて、、、、親親親親とととと一一一一緒緒緒緒にいられないにいられないにいられないにいられない子子子子供供供供はははは、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか、、、、放置放置放置放置にににに近近近近いですよいですよいですよいですよ。。。。 だだだだからからからから、、、、僕僕僕僕はははは、、、、それそれそれそれ聞聞聞聞いていていていて、、、、昔昔昔昔のののの日日日日本本本本、、、、私私私私がががが知知知知っているっているっているっている 45 年年年年前前前前のののの日日日日本本本本をををを思思思思いいいい出出出出したんですしたんですしたんですしたんですねねねね。。。。どこどこどこどこ行行行行ってもってもってもってもねねねね、、、、田田田田舎舎舎舎こそこそこそこそ、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちはははは楽楽楽楽しそうしそうしそうしそうだだだだったよったよったよったよ。。。。川川川川でででで遊遊遊遊んんんんだだだだりりりり、、、、手手手手づかみでづかみでづかみでづかみで魚魚魚魚とったとったとったとったりりりり、、、、海海海海岸岸岸岸があったらがあったらがあったらがあったら泳泳泳泳いいいいだだだだりりりり、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに里里里里山山山山のののの森森森森でいろんなでいろんなでいろんなでいろんな遊遊遊遊びびびび、、、、外外外外ででででややややってたんですってたんですってたんですってたんです。。。。僕僕僕僕はははは、、、、日記日記日記日記でででで、、、、日日日日本本本本はははは子子子子供供供供のののの天天天天国国国国だだだだとととと。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本はははは、、、、子子子子供天供天供天供天国国国国かどうかかどうかかどうかかどうか。。。。幸幸幸幸せなせなせなせな子子子子供供供供もいますもいますもいますもいます。。。。私私私私のののの友友友友達達達達のののの子子子子供供供供、、、、みんなみんなみんなみんな幸幸幸幸せせせせ。。。。私私私私のののの孫孫孫孫もももも幸幸幸幸せよせよせよせよ、、、、カカカカナダにいるんですけどナダにいるんですけどナダにいるんですけどナダにいるんですけどねねねね。。。。じゃじゃじゃじゃああああ、、、、このこのこのこの子子子子供供供供たたたたちちちちねねねね、、、、捨捨捨捨てられたてられたてられたてられた子子子子供供供供たたたたちちちち、、、、心心心心のののの傷傷傷傷受受受受けたけたけたけた子子子子供供供供たたたたちちちちはははは、、、、もしもしもしもし、、、、生生生生きききき生生生生きしてるきしてるきしてるきしてる森森森森にににに返返返返したらしたらしたらしたら、、、、彼彼彼彼らのらのらのらの心心心心のののの窓窓窓窓、、、、少少少少しあくんしあくんしあくんしあくんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いろんないろんないろんないろんな人人人人にアにアにアにアドドドドバイスバイスバイスバイスをををを聞聞聞聞いていていていて、、、、いろんなこといろんなこといろんなこといろんなこと言言言言われたわれたわれたわれた。「。「。「。「あんたのあんたのあんたのあんたの森森森森にクマいるにクマいるにクマいるにクマいるだだだだろろろろ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、スズスズスズスズメメメメババババチチチチいるいるいるいるだだだだろろろろ。。。。ヘヘヘヘビビビビいるいるいるいるだだだだろろろろ。。。。ブブブブヨヨヨヨいるいるいるいるだだだだろろろろ。。。。なんかなんかなんかなんか起起起起こったらこったらこったらこったら、、、、だだだだれかれかれかれか責任責任責任責任取取取取らないとらないとらないとらないとだだだだめめめめだだだだよよよよ」」」」とととと。。。。それでそれでそれでそれで僕僕僕僕はははは、「、「、「、「分分分分かりましたかりましたかりましたかりました、、、、
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私私私私がががが責任責任責任責任をををを取取取取りますりますりますります。。。。どのくらいどのくらいどのくらいどのくらい責任責任責任責任取取取取れるかわからないけどれるかわからないけどれるかわからないけどれるかわからないけど、、、、僕僕僕僕はははは取取取取りますりますりますります」」」」とととと言言言言ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、みんなとみんなとみんなとみんなと一一一一緒緒緒緒にににに、、、、プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを 3 年年年年前前前前ににににつつつつくりくりくりくり出出出出したんですしたんですしたんですしたんです。。。。 これからこれからこれからこれから、、、、残残残残りりりり、、、、4 分分分分のののの映像映像映像映像がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、このこのこのこの子子子子供供供供たたたたちちちちのののの歴歴歴歴史史史史はははは知知知知ってるのってるのってるのってるの。。。。中中中中ではではではでは、、、、
7 歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに実実実実のののの父父父父親親親親にににに何何何何回回回回もももも強強強強姦姦姦姦されたされたされたされた女女女女のののの子子子子がいるがいるがいるがいる。。。。男男男男のののの子子子子でででで、、、、親親親親がががが自自自自殺殺殺殺ししししてててて、、、、兄弟兄弟兄弟兄弟もももも死死死死んんんんでででで、、、、彼彼彼彼はははは死死死死ねねねねなかったんですなかったんですなかったんですなかったんです。。。。助助助助けがけがけがけが来来来来るまでるまでるまでるまで遺遺遺遺体体体体とととと一一一一緒緒緒緒にいたにいたにいたにいた。。。。そういうそういうそういうそういう歴歴歴歴史史史史はははは知知知知っているかっているかっているかっているからららら、、、、このこのこのこの子子子子供供供供たたたたちちちちのののの森森森森のののの中中中中のののの顔顔顔顔をををを皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお見見見見せしますせしますせしますせします。。。。僕僕僕僕はしはしはしはしゃゃゃゃべべべべれないかられないかられないかられないから、、、、僕僕僕僕はははは、、、、歌歌歌歌でででで録録録録音音音音したしたしたした。。。。たったたったたったたった 4 分分分分ですからですからですからですから、、、、我我我我慢慢慢慢してしてしてしてねねねね。（。（。（。（じゃじゃじゃじゃ、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。） 

 （（（（映像映像映像映像上上上上映映映映）））） 

     ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、最後最後最後最後にににに一言一言一言一言足足足足したいんですけどもしたいんですけどもしたいんですけどもしたいんですけども、、、、地地地地元元元元でたくましいでたくましいでたくましいでたくましい元元元元気気気気なななな産業産業産業産業ををををつつつつくってくってくってくって、、、、地地地地元元元元のののの自自自自然然然然をををを正正正正しくしくしくしく利用利用利用利用しながらしながらしながらしながら、、、、回回回回りはりはりはりはだだだだんんんんだだだだんとんとんとんと美美美美しくなるしくなるしくなるしくなる。。。。子子子子供供供供もももも幸幸幸幸せせせせ、、、、年年年年寄寄寄寄りもりもりもりも安心安心安心安心していられるしていられるしていられるしていられる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、結結結結果果果果はははは――――――――結結結結果果果果よよよよ――――――――はははは、、、、観観観観光光光光ににににつつつつながりますながりますながりますながります。。。。良良良良いいいい町町町町はははは人人人人がががが自自自自然然然然にににに集集集集まってきますまってきますまってきますまってきます。。。。。。。。観観観観光光光光をををを大事大事大事大事にしてにしてにしてにして、、、、観観観観光光光光をなをなをなをなぜぜぜぜ大事大事大事大事にするかとにするかとにするかとにするかと。。。。これはこれはこれはこれは地地地地元元元元もももも生生生生活活活活のためですよのためですよのためですよのためですよ。。。。人人人人をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶためためためためじゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんです。。。。美美美美しいしいしいしい日日日日本本本本ををををつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうようようようよ。。。。For usねねねね。。。。我我我我々々々々のためにのためにのためにのために美美美美しいしいしいしい日日日日本本本本ををををつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうううう。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、いろんなおいろんなおいろんなおいろんなお客客客客さんがさんがさんがさんが来来来来てててて、、、、日日日日本本本本をををを見見見見てててて、、、、ああああああああ、、、、日日日日本本本本はいいところはいいところはいいところはいいところだだだだなななな、、、、日日日日本本本本人人人人大大大大好好好好ききききだだだだなななな。。。。そうなるのそうなるのそうなるのそうなるの。。。。私私私私はははは 45 年年年年前前前前にににに日日日日本本本本にににに来来来来てててて、、、、そうでしたからそうでしたからそうでしたからそうでしたから。。。。自自自自信信信信をををを持持持持ってってってって、、、、いろんなことをしていろんなことをしていろんなことをしていろんなことをして、、、、いろんないろんないろんないろんな議議議議論論論論をしてをしてをしてをして、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、たくたくたくたくましいましいましいましい、、、、美美美美しいしいしいしい日日日日本本本本ををををつつつつくりましくりましくりましくりましょょょょうううう。。。。 

 ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、私私私私はははは日日日日本本本本国国国国籍籍籍籍をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

Thank you very much. ありがとありがとありがとありがとごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展とバイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマス利用利用利用利用」」」」 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、NPO 法人法人法人法人バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク理理理理事事事事長長長長でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます泊泊泊泊みゆきみゆきみゆきみゆき様様様様よりよりよりより、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展とバイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマス利用利用利用利用」」」」とととと題題題題してしてしてしてごごごご講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。     講演講演講演講演にににに先立先立先立先立ちちちちましてましてましてまして講講講講師師師師ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。     泊泊泊泊様様様様はははは、、、、NPO 法人法人法人法人バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク理理理理事事事事長長長長でありでありでありであり、、、、日日日日本大学大学本大学大学本大学大学本大学大学院院院院国際関係国際関係国際関係国際関係のののの研究科研究科研究科研究科をををを修修修修了了了了されておりますされておりますされておりますされております。。。。株式株式株式株式会社会社会社会社富士総富士総富士総富士総合研究合研究合研究合研究所所所所でででで 10 年以年以年以年以上上上上環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、社会社会社会社会問問問問題題題題ののののリリリリサーサーサーサーチチチチにににに携携携携われわれわれわれ、、、、1999 年年年年、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源のののの社会的社会的社会的社会的・・・・生態生態生態生態的的的的にににに適適適適正正正正なななな利用促進利用促進利用促進利用促進をををを目目目目的的的的とするとするとするとする「「「「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」をををを設立設立設立設立、、、、共共共共同代表同代表同代表同代表にににに就就就就任任任任されておりますされておりますされておりますされております。。。。2004 年年年年、、、、NPO法人法人法人法人格格格格取得取得取得取得にともないにともないにともないにともない、、、、理理理理事事事事長長長長にににに就就就就任任任任されましたされましたされましたされました。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス情情情情報報報報ヘヘヘヘッッッッドドドドクォータークォータークォータークォーター推進推進推進推進検討検討検討検討委委委委員員員員会会会会委員委員委員委員、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス推進事業推進事業推進事業推進事業検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会委員委員委員委員などなどなどなど、、、、多多多多方方方方面面面面においてにおいてにおいてにおいてごごごご活活活活躍躍躍躍をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、泊泊泊泊様様様様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 泊泊泊泊理理理理事事事事長長長長     皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの泊泊泊泊とととと申申申申しましましましますすすす。。。。これからこれからこれからこれから 1時時時時間間間間ぐぐぐぐらいおらいおらいおらいおつつつつきききき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 おおおお昼昼昼昼御御御御飯飯飯飯もももも済済済済んでんでんでんで、、、、1 時時時時間間間間おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいた後後後後でででで、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんちちちちょょょょっとっとっとっと眠眠眠眠くなっているくなっているくなっているくなっている方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、1 回回回回伸伸伸伸びをしましびをしましびをしましびをしましょょょょうううう。。。。せーのせーのせーのせーの、、、、いよっいよっいよっいよっ。。。。1 回回回回でなくてもでなくてもでなくてもでなくても、、、、ももももっとたくさんしてもっとたくさんしてもっとたくさんしてもっとたくさんしても結結結結構構構構ですのでですのでですのでですので。。。。ずっとずっとずっとずっと座座座座っているとっているとっているとっていると、、、、エエエエココココノミーノミーノミーノミー症症症症候候候候群群群群とかになってもとかになってもとかになってもとかになっても困困困困るるるるのでのでのでので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとぐぐぐぐらいらいらいらい動動動動いていたいていたいていたいていただだだだいてもいてもいてもいても結結結結構構構構ですですですです。。。。 今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、ききききょょょょうううう、、、、私私私私がいたがいたがいたがいただだだだいたテーマがいたテーマがいたテーマがいたテーマが、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発地域発地域発地域発展展展展ととととバイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用」」」」ということでということでということでということで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展というのはというのはというのはというのは最最最最近近近近ほほほほんとうによくんとうによくんとうによくんとうによく聞聞聞聞くんですけどくんですけどくんですけどくんですけど、、、、私私私私もそうなんですがもそうなんですがもそうなんですがもそうなんですが、、、、何何何何かわかったようなかわかったようなかわかったようなかわかったような、、、、わからないようなわからないようなわからないようなわからないような言言言言葉葉葉葉なのでなのでなのでなので、、、、ちちちちょょょょっとそれをもうっとそれをもうっとそれをもうっとそれをもう少少少少しししし具具具具体的体的体的体的なイなイなイなイメメメメージというかージというかージというかージというか、、、、どんなものなのかということもどんなものなのかということもどんなものなのかということもどんなものなのかということもごごごご紹介紹介紹介紹介できれできれできれできればばばばいいなといいなといいなといいなと思思思思ってってってっておおおお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    いきなりバーンといきなりバーンといきなりバーンといきなりバーンと出出出出したんですけれどもしたんですけれどもしたんですけれどもしたんですけれども、、、、これからはこれからはこれからはこれからはややややはりはりはりはり持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会でなくでなくでなくでなくちちちちゃゃゃゃいけないけないけないけないといういといういといういという話話話話はありますはありますはありますはあります。。。。このバイオマスこのバイオマスこのバイオマスこのバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会というのはというのはというのはというのは、、、、我我我我々々々々のののの団体団体団体団体ががががつつつつくったくったくったくった概概概概念念念念みたいみたいみたいみたいなものなんですけれどもなものなんですけれどもなものなんですけれどもなものなんですけれども、、、、これはどういうものかこれはどういうものかこれはどういうものかこれはどういうものかというとというとというとというと、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとかーとかーとかーとか工工工工業業業業原原原原料料料料をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ枯渇枯渇枯渇枯渇するするするする、、、、まあまあまあまあ、、、、化化化化石石石石資源資源資源資源ですですですですねねねね、、、、石石石石油油油油とかとかとかとか、、、、石石石石炭炭炭炭とかとかとかとか、、、、これはこれはこれはこれは掘掘掘掘ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、いいいいつつつつかなくかなくかなくかなくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源もそうですもそうですもそうですもそうですねねねね。。。。今今今今、、、、石石石石油油油油よりもよりもよりもよりもむむむむしろしろしろしろ鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源ののののほほほほうがうがうがうが実実実実はははは可可可可掘掘掘掘年年年年数数数数というというというという、、、、掘掘掘掘ってこれるってこれるってこれるってこれる年年年年数数数数はもうはもうはもうはもう少少少少ないということでないということでないということでないということで、、、、ああああちちちちここここちちちちでででで鉄鉄鉄鉄板板板板がががが盗盗盗盗まれたとかまれたとかまれたとかまれたとか、、、、銅銅銅銅線線線線がががが盗盗盗盗まれたとかまれたとかまれたとかまれたとか、、、、これこれこれこれ、、、、日日日日本本本本だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国でもでもでもでも起起起起こっているそうなんですけどこっているそうなんですけどこっているそうなんですけどこっているそうなんですけど、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうになってしまうとうになってしまうとうになってしまうとうになってしまうと、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち使使使使うのがなくなってしまううのがなくなってしまううのがなくなってしまううのがなくなってしまう。。。。でもでもでもでも、、、、バイオマスというバイオマスというバイオマスというバイオマスというのはのはのはのは、、、、木木木木とかとかとかとか、、、、作作作作物物物物とかとかとかとか、、、、こういったものこういったものこういったものこういったものはははは上手上手上手上手にににに生生生生産産産産というかというかというかというか、、、、つつつつくっていけくっていけくっていけくっていけばばばば、、、、1,000 年年年年ででででもももも、、、、2,000 年年年年でもでもでもでも、、、、1 万万万万年年年年でもでもでもでも、、、、ずっとずっとずっとずっと使使使使いいいい続続続続けることができますけることができますけることができますけることができます。。。。ここでここでここでここで大事大事大事大事なのがなのがなのがなのが、「、「、「、「持続持続持続持続可能可能可能可能なななな」」」」とここにとここにとここにとここに書書書書いてあるんですけれどもいてあるんですけれどもいてあるんですけれどもいてあるんですけれども、、、、このこのこのこの「「「「持続的持続的持続的持続的なバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス等等等等でまかなうでまかなうでまかなうでまかなう産業社産業社産業社産業社会会会会」、」、」、」、これこれこれこれ、、、、後後後後でまたでまたでまたでまた詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話ししますけれどもししますけれどもししますけれどもししますけれども、、、、今今今今バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用とととと言言言言われていますけどわれていますけどわれていますけどわれていますけど、、、、バイオマスってバイオマスってバイオマスってバイオマスって、、、、生物生物生物生物資源資源資源資源なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオマスとなバイオマスとなバイオマスとなバイオマスと持続可能持続可能持続可能持続可能でないバイオマスがでないバイオマスがでないバイオマスがでないバイオマスがごごごご
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ざざざざいますいますいますいます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能でないバイオマスというのはでないバイオマスというのはでないバイオマスというのはでないバイオマスというのは、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん使使使使うとうとうとうと使使使使えなくなってしまうんですえなくなってしまうんですえなくなってしまうんですえなくなってしまうんです。。。。これこれこれこれ、、、、またまたまたまた後後後後でででで詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話しししししますけどしますけどしますけどしますけど、、、、ちちちちょょょょっとこれをっとこれをっとこれをっとこれを今日今日今日今日はははは覚覚覚覚えていっていたえていっていたえていっていたえていっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会であるとであるとであるとであると。。。。 

    もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言葉葉葉葉をををを、、、、もうもうもうもう少少少少しわかりしわかりしわかりしわかりややややすいすいすいすい言言言言葉葉葉葉にににに開開開開いてみますといてみますといてみますといてみますと、、、、私私私私たたたたちちちちとかとかとかとか、、、、子子子子孫孫孫孫、、、、子子子子供供供供とかとかとかとか孫孫孫孫とかとかとかとか、、、、これからもこれからもこれからもこれからも自自自自然然然然環境環境環境環境やややや生生生生活環境活環境活環境活環境をををを破壊破壊破壊破壊せずにせずにせずにせずに暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに必要必要必要必要なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーーーーやややや原原原原料料料料、、、、ももももちちちちろんろんろんろん、、、、例例例例ええええばばばば食食食食べべべべるものとかるものとかるものとかるものとか、、、、水水水水だだだだとかとかとかとか、、、、そういったあらゆるそういったあらゆるそういったあらゆるそういったあらゆる暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを得得得得ることることることることができるができるができるができる産業社会産業社会産業社会産業社会。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはきっとそれはきっとそれはきっとそれはきっと住住住住民民民民参加参加参加参加とかとかとかとか、、、、地域地域地域地域のののの発展発展発展発展とととと結結結結びびびびつつつつくくくく産業社会産業社会産業社会産業社会であろであろであろであろうとうとうとうと。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを我我我我々々々々はこれからはこれからはこれからはこれから目指目指目指目指していこうというしていこうというしていこうというしていこうということでことでことでことで今今今今私私私私どものどものどものどもの団体団体団体団体ではではではでは活動活動活動活動をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。 

    じゃじゃじゃじゃ、、、、どんなものかというのがどんなものかというのがどんなものかというのがどんなものかというのが、、、、抽象抽象抽象抽象的的的的なというかなというかなというかなというか、、、、言言言言葉葉葉葉でででで言言言言ってもいまいってもいまいってもいまいってもいまいちちちちよくわからないよくわからないよくわからないよくわからないとととと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、具具具具体的体的体的体的なななな例例例例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに持続可能持続可能持続可能持続可能かというとかというとかというとかというと、、、、ままままだだだだままままだだだだ課課課課題題題題もももも多多多多いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、私私私私があがあがあがあちちちちここここちちちち歩歩歩歩いたりいたりいたりいたり、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ人人人人にににに話話話話をををを聞聞聞聞いたりしていたりしていたりしていたりして、、、、ここがそここがそここがそここがそういったのにういったのにういったのにういったのに一一一一番番番番近近近近いんいんいんいんじゃじゃじゃじゃないかというところをないかというところをないかというところをないかというところをごごごご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。 

    1 つつつつがががが、、、、南米南米南米南米のエクアのエクアのエクアのエクアドドドドルというルというルというルという小小小小さなさなさなさな国国国国がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、そこにあるそこにあるそこにあるそこにあるココココタタタタカチカチカチカチ郡郡郡郡というというというというところのところのところのところの話話話話ですですですです。。。。エクアエクアエクアエクアドドドドルのルのルのルの首都首都首都首都ははははキキキキトというトというトというトという町町町町ななななんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、ここからここからここからここから車車車車でででで数数数数時時時時間間間間ぐぐぐぐららららいのところにいのところにいのところにいのところにごごごござざざざいますいますいますいます。。。。人口人口人口人口はははは 3万万万万 3,000人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。面面面面積積積積はははは、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと数数数数字字字字はわからないではわからないではわからないではわからないですがすがすがすが、、、、結結結結構構構構広広広広いのでいのでいのでいので、、、、中中中中心心心心的的的的なななな町町町町はははは 1万万万万何何何何千千千千人人人人というようなというようなというようなというような感感感感じじじじなんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、あとはあとはあとはあとは点点点点在在在在してしてしてして、、、、村村村村々々々々にににに人人人人がいるというようなところですがいるというようなところですがいるというようなところですがいるというようなところです。。。。ここにはここにはここにはここには、、、、実実実実はははは 1996 年年年年ごごごごろにろにろにろに、、、、エクアエクアエクアエクアドドドドルルルル政政政政府府府府のののの依頼依頼依頼依頼によってによってによってによって JICA、、、、日日日日本本本本のののの国際開発事業団国際開発事業団国際開発事業団国際開発事業団がががが銅銅銅銅山開発調山開発調山開発調山開発調査査査査というものをというものをというものをというものを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。実実実実際際際際はははは、、、、三三三三菱菱菱菱マテマテマテマテリリリリアルというアルというアルというアルという企業企業企業企業がががが受受受受託託託託してしてしてして行行行行ったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、試試試試掘掘掘掘というかというかというかというか、、、、試試試試しでまずしでまずしでまずしでまず掘掘掘掘ってみたんですけれどもってみたんですけれどもってみたんですけれどもってみたんですけれども、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、掘掘掘掘ったものによってったものによってったものによってったものによって川川川川がががが汚染汚染汚染汚染されたりしまされたりしまされたりしまされたりしましてしてしてして、、、、住住住住民民民民のののの反反反反対対対対がががが起起起起こりましてこりましてこりましてこりまして、、、、ここのここのここのここの郡郡郡郡のののの知知知知事事事事がアがアがアがアウウウウキキキキさんというさんというさんというさんという方方方方だだだだったんですけどったんですけどったんですけどったんですけど、、、、アアアアウウウウキキキキさんがさんがさんがさんが日日日日本本本本にににに来来来来てててて、、、、JICA にににに事業事業事業事業のののの停停停停止止止止をしてくれとをしてくれとをしてくれとをしてくれと要要要要請請請請しましたしましたしましたしました。。。。ここがここがここがここが、、、、よくよくよくよく発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国のののの問問問問題題題題ではではではでは、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国にににに限限限限らずあるんですがらずあるんですがらずあるんですがらずあるんですが、、、、国国国国がががが、、、、そこにそこにそこにそこに銅銅銅銅のののの鉱鉱鉱鉱山山山山があるようがあるようがあるようがあるようだだだだからからからから開発開発開発開発したいということしたいということしたいということしたいということだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、地地地地元元元元にしてみるとにしてみるとにしてみるとにしてみると全全全全然話然話然話然話がががが通通通通っていなかったんですっていなかったんですっていなかったんですっていなかったんです。。。。JICAはははは、、、、そこのそこのそこのそこの県県県県にまではにまではにまではにまでは話話話話をををを通通通通してしてしてして、、、、県県県県のののの県議会県議会県議会県議会とかにはとかにはとかにはとかにはちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと「「「「今今今今度度度度掘掘掘掘りますよりますよりますよりますよ」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな話話話話をしていたんですけどをしていたんですけどをしていたんですけどをしていたんですけど、、、、県県県県のののの下下下下にあるにあるにあるにある郡郡郡郡にはそのにはそのにはそのにはその話話話話がががが伝伝伝伝わっていなかったんですわっていなかったんですわっていなかったんですわっていなかったんです。。。。だだだだからからからから、、、、そこそこそこそこのののの郡郡郡郡のののの首首首首長長長長さんさんさんさん、、、、あるいはそこのあるいはそこのあるいはそこのあるいはそこの現現現現場場場場のののの村村村村のののの人人人人はははは、、、、何何何何もももも知知知知らないままにらないままにらないままにらないままに、、、、何何何何かかかか日日日日本本本本のののの企業企業企業企業とかがとかがとかがとかが来来来来てててて、、、、掘掘掘掘りりりり出出出出してしてしてして、、、、川川川川のののの水水水水がががが汚染汚染汚染汚染されてされてされてされて、、、、ちちちちょょょょっとそれはっとそれはっとそれはっとそれは困困困困るとるとるとると。。。。ここにここにここにここに至至至至るまでいろんなるまでいろんなるまでいろんなるまでいろんな経経経経過過過過があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ日日日日本本本本にまでにまでにまでにまで来来来来てててて、、、、JICA のののの事業事業事業事業ををををややややめてくれというめてくれというめてくれというめてくれというふふふふうなことになりうなことになりうなことになりうなことになりましてましてましてまして、、、、あれこれあるんですけれどもあれこれあるんですけれどもあれこれあるんですけれどもあれこれあるんですけれども、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず JICA はははは事業事業事業事業をををを停停停停止止止止しましたしましたしましたしました。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに現現現現場場場場のののの人人人人たたたたちちちちはははは望望望望んでいないということもわかりましてんでいないということもわかりましてんでいないということもわかりましてんでいないということもわかりまして、、、、要要要要するにするにするにするに政府政府政府政府とととと地地地地元元元元とのとのとのとの意意意意思思思思疎疎疎疎通通通通がうまがうまがうまがうまくくくくつつつついていないといいていないといいていないといいていないということなんですがうことなんですがうことなんですがうことなんですが、、、、日日日日本本本本はとりあえずはとりあえずはとりあえずはとりあえず手手手手をををを引引引引いたんですがいたんですがいたんですがいたんですが、、、、現現現現在在在在、、、、またまたまたまたカカカカナナナナダのダのダのダの鉱鉱鉱鉱山会社山会社山会社山会社がががが来来来来ていろいろていろいろていろいろていろいろややややっていてっていてっていてっていて、、、、これがもめているんですけれどもこれがもめているんですけれどもこれがもめているんですけれどもこれがもめているんですけれども。。。。 

    エクアエクアエクアエクアドドドドルというのはルというのはルというのはルというのは、、、、これこれこれこれ、、、、南米南米南米南米大大大大陸陸陸陸なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、このこのこのこの辺辺辺辺にあるにあるにあるにある小小小小さいさいさいさい国国国国ですですですです。。。。ここここここここあたりにあたりにあたりにあたりに赤道赤道赤道赤道がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、エクアエクアエクアエクアドドドドルというルというルというルという言言言言葉葉葉葉自体自体自体自体がもともとエクエーターというかがもともとエクエーターというかがもともとエクエーターというかがもともとエクエーターというか、、、、赤道赤道赤道赤道というようなというようなというようなというような意意意意味味味味でででで、、、、赤道直下赤道直下赤道直下赤道直下なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、でもでもでもでも、、、、ここのここのここのここの国国国国というかというかというかというか土土土土地地地地はははは非非非非常常常常にににに高高高高いといといといところにありましてころにありましてころにありましてころにありまして、、、、首都首都首都首都ののののキキキキトもトもトもトも 2,700 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。ここのここのここのここのココココタタタタカチカチカチカチのののの場場場場合合合合もももも、、、、低低低低いといといといところでころでころでころで 1,900 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、高高高高いところはいところはいところはいところは 4,000 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと、、、、非非非非常常常常にににに高高高高いところにありいところにありいところにありいところにあり
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ますますますます。。。。富士富士富士富士山山山山よりよりよりより高高高高いいいい場所場所場所場所もありますもありますもありますもあります。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうなところでうなところでうなところでうなところで、、、、赤道直下赤道直下赤道直下赤道直下なんなんなんなんだだだだけどけどけどけど涼涼涼涼しいとしいとしいとしいというかいうかいうかいうか、、、、まあまあまあまあ、、、、永永永永遠遠遠遠のののの春春春春、、、、ずっとずっとずっとずっと 1 年年年年中中中中春春春春みたいなみたいなみたいなみたいな気候気候気候気候だだだだというというというというふふふふうなうなうなうな場所場所場所場所ですですですです。。。。このこのこのこの中中中中のののの一一一一角角角角にににに、、、、ココココタタタタカチカチカチカチ郡郡郡郡がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、インタグというインタグというインタグというインタグという地方地方地方地方もあるということですもあるということですもあるということですもあるということです。。。。ここにここにここにここにウウウウィィィィンンンンドドドドフフフファァァァームというームというームというームという、、、、後後後後でででで出出出出てまいりますけれどもてまいりますけれどもてまいりますけれどもてまいりますけれども、、、、有有有有機機機機ココココーーーーヒヒヒヒーのーのーのーの会社会社会社会社がかかわっていてがかかわっていてがかかわっていてがかかわっていて、、、、そこのそこのそこのそこのホホホホーーーームムムムペペペページからージからージからージから取取取取ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。     このこのこのこの人人人人がががが、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言いましたアいましたアいましたアいましたアウウウウキキキキさんというさんというさんというさんという方方方方ですですですです。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこのアアアアウウウウキキキキさんというさんというさんというさんという方方方方はははは、、、、ここここのののの地域地域地域地域でででで初初初初めてのめてのめてのめての先先先先住住住住民民民民出出出出身身身身でででで知知知知事事事事になったになったになったになった方方方方ですですですです。。。。エクアエクアエクアエクアドドドドルというルというルというルという国国国国はははは、、、、もともとそこにもともとそこにもともとそこにもともとそこに住住住住んでいたインんでいたインんでいたインんでいたインディディディディオのオのオのオの方方方方がいたんですけれどもがいたんですけれどもがいたんですけれどもがいたんですけれども、、、、そこにスそこにスそこにスそこにスペペペペインインインイン人人人人がががが植植植植民地民地民地民地支支支支配配配配というかというかというかというか、、、、入入入入っっっっていきましてていきましてていきましてていきまして、、、、そのそのそのその後後後後、、、、ススススペペペペインインインイン人人人人とととと現地現地現地現地のののの女女女女性性性性とのとのとのとの間間間間にににに生生生生まれたのがクまれたのがクまれたのがクまれたのがクリリリリオーオーオーオーリリリリョというョというョというョという人人人人たたたたちちちち、、、、今今今今ではそのクではそのクではそのクではそのクリリリリオーオーオーオーリリリリョがョがョがョがほほほほとんどとんどとんどとんど政政政政治治治治とかとかとかとか経済経済経済経済のののの支支支支配配配配的的的的なななな部部部部分分分分をををを担担担担っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、先先先先住住住住民民民民のののの人人人人たたたたちちちちというのはというのはというのはというのは、、、、例例例例ええええばばばば教教教教育育育育とかをとかをとかをとかを受受受受けることもなかなかできないしけることもなかなかできないしけることもなかなかできないしけることもなかなかできないし、、、、社会的社会的社会的社会的なななな、、、、基本的基本的基本的基本的ななななインフラもないインフラもないインフラもないインフラもない、、、、例例例例ええええばばばば電気電気電気電気がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか来来来来ないとかないとかないとかないとか、、、、病病病病気気気気になっになっになっになってもなかなかおてもなかなかおてもなかなかおてもなかなかお医医医医者者者者さんにかかさんにかかさんにかかさんにかかれないとかれないとかれないとかれないとか、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな状況状況状況状況にあったのをにあったのをにあったのをにあったのを、、、、このこのこのこの方方方方はははは、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命勉勉勉勉強強強強しながらしながらしながらしながら、、、、そういったそういったそういったそういった状況状況状況状況をををを変変変変えていきたいということでえていきたいということでえていきたいということでえていきたいということで、、、、ククククリリリリオーオーオーオーリリリリョのョのョのョの人人人人たたたたちちちちのののの支支支支持持持持もももも得得得得てててて、、、、選選選選挙挙挙挙でででで当当当当選選選選してしてしてして、、、、知知知知事事事事になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 

    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展をををを目指目指目指目指してということでしてということでしてということでしてということで、、、、最最最最初初初初のあるのあるのあるのある程程程程度度度度のきっかけというのはのきっかけというのはのきっかけというのはのきっかけというのは、、、、今今今今のアのアのアのアウウウウキキキキさんがさんがさんがさんが知知知知事事事事にににに就就就就任任任任してしてしてして、、、、彼彼彼彼はははは、、、、それまでエクアそれまでエクアそれまでエクアそれまでエクアドドドドルというルというルというルという国国国国はかなりはかなりはかなりはかなり世世世世界界界界でででで 2番番番番目目目目にににに汚汚汚汚職職職職がががが多多多多いいいい国国国国だだだだというというというというふふふふうなうなうなうな――――――――１１１１番番番番目目目目はどこといったらはどこといったらはどこといったらはどこといったら、、、、それはわからないんそれはわからないんそれはわからないんそれはわからないんだだだだけどというけどというけどというけどという話話話話もあったんもあったんもあったんもあったんですがですがですがですが――――――――というというというという国国国国ですですですです。。。。ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに汚汚汚汚職職職職がががが多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、日日日日本本本本でもよくでもよくでもよくでもよく聞聞聞聞くくくく話話話話なんですなんですなんですなんですけどけどけどけど、、、、知知知知事事事事というかというかというかというか首首首首長長長長になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、自分自分自分自分のののの知知知知りりりり合合合合いにおいにおいにおいにお金金金金をををを配配配配ったりったりったりったり、、、、自分自分自分自分のののの身内身内身内身内をををを偉偉偉偉いいいい地地地地位位位位ににににつつつつけたりしてけたりしてけたりしてけたりして、、、、全部全部全部全部のののの住住住住民民民民のためののためののためののための福福福福祉祉祉祉向上向上向上向上とかとかとかとかじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ばばばばらまきらまきらまきらまき的的的的なことをしておなことをしておなことをしておなことをしてお茶茶茶茶をををを濁濁濁濁しているというかしているというかしているというかしているというか、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが多多多多かったんですけれどもかったんですけれどもかったんですけれどもかったんですけれども、、、、このアこのアこのアこのアウウウウキキキキさんはさんはさんはさんは、、、、それをそれをそれをそれをほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、一一一一番番番番貧貧貧貧しいしいしいしい人人人人たたたたちちちちもももも含含含含めてめてめてめて、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと地域地域地域地域のののの発展発展発展発展をしようということでをしようということでをしようということでをしようということで、、、、就就就就任任任任しまししまししまししましたたたた。。。。 

                先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、銅銅銅銅山開発山開発山開発山開発というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、住住住住民民民民にもにもにもにも持続可能持続可能持続可能持続可能のののの発展発展発展発展へへへへのののの機機機機運運運運がががが出出出出てきたわけでてきたわけでてきたわけでてきたわけですすすす。。。。それでそれでそれでそれで、、、、またまたまたまた追追追追々々々々おおおお話話話話ししますけれどもししますけれどもししますけれどもししますけれども、、、、生態系生態系生態系生態系保保保保全全全全自治体宣言自治体宣言自治体宣言自治体宣言というというというという、、、、ここここれはれはれはれは世世世世界的界的界的界的にもまれなんですけれどもにもまれなんですけれどもにもまれなんですけれどもにもまれなんですけれども、、、、生態系生態系生態系生態系をををを保保保保全全全全しようというしようというしようというしようという条条条条例例例例ををををつつつつくってくってくってくって、、、、生態系生態系生態系生態系のののの、、、、例例例例ええええばばばば原生林原生林原生林原生林ににににつつつついてはいてはいてはいては切切切切らないとからないとからないとからないとか、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを破壊破壊破壊破壊しないしないしないしない、、、、そういったものをきそういったものをきそういったものをきそういったものをきちちちちんんんんとととと利用利用利用利用していくんしていくんしていくんしていくんだだだだというというというというふふふふうなうなうなうな条条条条例例例例ををををつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、有有有有機機機機ココココーーーーヒヒヒヒーのーのーのーの栽培栽培栽培栽培やややや販販販販路路路路のののの開開開開拓拓拓拓。。。。それからそれからそれからそれから、、、、女女女女性性性性グループによるグループによるグループによるグループによる手工手工手工手工芸芸芸芸品品品品のののの製製製製作作作作やややや販販販販売売売売、、、、それからエそれからエそれからエそれからエココココツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム、、、、識識識識字字字字教教教教室室室室などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。 よくよくよくよく、、、、バイオマスもそうなんですけれどもバイオマスもそうなんですけれどもバイオマスもそうなんですけれどもバイオマスもそうなんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった地域発展地域発展地域発展地域発展ををををややややろうとするとろうとするとろうとするとろうとすると、、、、ややややはりはりはりはり行行行行政政政政だだだだけけけけ頑頑頑頑張張張張ってもってもってもってもだだだだめめめめだだだだしししし、、、、だだだだれかそこでれかそこでれかそこでれかそこで旗旗旗旗振振振振りりりり役役役役のののの人人人人たたたたちだちだちだちだけがけがけがけが頑頑頑頑張張張張ってもってもってもってもだだだだめなんですめなんですめなんですめなんですねねねね。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうどうどうどうややややってそこのってそこのってそこのってそこの人人人人たたたたちちちち、、、、できるできるできるできるだだだだけたくさんのけたくさんのけたくさんのけたくさんの人人人人たたたたちちちちをそのをそのをそのをその気気気気にさせるかというかにさせるかというかにさせるかというかにさせるかというか、、、、巻巻巻巻きききき込込込込んでいくかというのがんでいくかというのがんでいくかというのがんでいくかというのが大事大事大事大事になってくるんですがになってくるんですがになってくるんですがになってくるんですが、、、、ここでここでここでここでややややっているのがっているのがっているのがっているのが、、、、世世世世界界界界でもまれなでもまれなでもまれなでもまれな、、、、自治体自治体自治体自治体のののの直直直直接民主主接民主主接民主主接民主主義義義義制制制制度度度度ですですですです。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本もももも含含含含めてめてめてめて世世世世界界界界でででで行行行行われているのはみんなわれているのはみんなわれているのはみんなわれているのはみんな間間間間接民主主接民主主接民主主接民主主義義義義でででで代代代代議議議議制制制制というんですがというんですがというんですがというんですが、、、、いったんいったんいったんいったん、、、、地方地方地方地方でもでもでもでも、、、、国国国国でもそうですがでもそうですがでもそうですがでもそうですが、、、、我我我我々々々々選選選選挙挙挙挙民民民民がががが代表代表代表代表というかというかというかというか、、、、議議議議員員員員をををを選選選選挙挙挙挙でででで選選選選んでんでんでんで、、、、そのそのそのその議議議議員員員員のののの人人人人たたたたちちちちがががが議会議会議会議会でいろいろなこでいろいろなこでいろいろなこでいろいろなことをとをとをとを話話話話しししし合合合合ってってってって、、、、例例例例ええええばばばば法法法法律律律律ををををつつつつくるというくるというくるというくるという仕仕仕仕組組組組みになっているわけですがみになっているわけですがみになっているわけですがみになっているわけですが、、、、ここはここはここはここは、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、議会議会議会議会というかというかというかというか、、、、会合会合会合会合
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をををを開開開開いていていていて、、、、そこでそこでそこでそこで重要重要重要重要なことをなことをなことをなことを決決決決めるめるめるめる。。。。例例例例ええええばばばば、、、、予予予予算算算算もももも、、、、今今今今年年年年のののの予予予予算算算算をををを何何何何にににに使使使使うかということをうかということをうかということをうかということを、、、、例例例例ええええばばばば、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場でででで決決決決めるわけですめるわけですめるわけですめるわけです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、総総総総会会会会、、、、アアアアセセセセンブラーとンブラーとンブラーとンブラーと呼呼呼呼んでいるんですけれどんでいるんですけれどんでいるんですけれどんでいるんですけれどもももも、、、、年年年年 1回回回回、、、、子子子子供供供供もももも含含含含めてめてめてめて、、、、全全全全住住住住民民民民にににに参加参加参加参加資資資資格格格格があってがあってがあってがあって、、、、2日日日日間間間間にわたってとかにわたってとかにわたってとかにわたってとか開開開開くんですけれくんですけれくんですけれくんですけれどもどもどもども、、、、遠遠遠遠いところからバスをいところからバスをいところからバスをいところからバスを調調調調達達達達したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ参加参加参加参加できるようにするんですができるようにするんですができるようにするんですができるようにするんですが、、、、こうこうこうこうややややってってってって住住住住民民民民のののの主体的主体的主体的主体的なななな参加参加参加参加なしになしになしになしに地域地域地域地域のののの発展発展発展発展はできないはできないはできないはできないということからということからということからということから、、、、公公公公約約約約をしてをしてをしてをして、、、、毎毎毎毎年開催年開催年開催年開催しているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれどもしているんですけれども、、、、まずまずまずまず、、、、知知知知事事事事によるによるによるによる昨昨昨昨年度年度年度年度のののの決算決算決算決算のののの説説説説明明明明がありがありがありがあり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、今今今今年度年度年度年度予予予予算算算算案案案案のののの説説説説明明明明があってがあってがあってがあって、、、、それからそれからそれからそれから分科会分科会分科会分科会にににに分分分分かれてかれてかれてかれて討討討討論論論論をするをするをするをする。。。。分科会分科会分科会分科会はははは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ググググリリリリーンーンーンーンツツツツーーーーリリリリズムもあれズムもあれズムもあれズムもあればばばば、、、、子子子子供供供供のののの部部部部会会会会みたいなものもあれみたいなものもあれみたいなものもあれみたいなものもあればばばば、、、、女女女女性性性性たたたたちちちちでででで何何何何かかかかややややろうかというようなろうかというようなろうかというようなろうかというような部部部部会会会会ももももあれあれあれあればばばば、、、、産業化産業化産業化産業化のののの部部部部会会会会もあれもあれもあれもあればばばば、、、、まあまあまあまあ、、、、それはいろいろあるんですけれどもそれはいろいろあるんですけれどもそれはいろいろあるんですけれどもそれはいろいろあるんですけれども、、、、そのそのそのその分科会分科会分科会分科会のののの中中中中でででで、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、これこれこれこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの予予予予算算算算があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、これはこういうこれはこういうこれはこういうこれはこういう事業事業事業事業にににに使使使使おうということをおうということをおうということをおうということを決決決決めてめてめてめて、、、、そしてそしてそしてそしてまたまたまたまた総総総総会会会会みたいなみたいなみたいなみたいな全全全全体会議体会議体会議体会議ををををややややりましてりましてりましてりまして、、、、それをそれをそれをそれを承承承承認認認認するということでするということでするということでするということで、、、、固固固固定定定定費費費費以以以以外外外外のののの郡郡郡郡のののの事業事業事業事業というのはこのというのはこのというのはこのというのはこの民民民民衆衆衆衆議会議会議会議会でででで決決決決定定定定されるんですされるんですされるんですされるんです。。。。民民民民衆衆衆衆議会議会議会議会はははは郡郡郡郡のののの最高最高最高最高決決決決定定定定機機機機関関関関とととと条条条条例例例例でもでもでもでも規規規規定定定定されされされされているんですているんですているんですているんです。。。。 私私私私はははは、、、、千千千千葉葉葉葉県県県県のののの柏柏柏柏市市市市というところのというところのというところのというところの住住住住民民民民でしてでしてでしてでして、、、、柏柏柏柏市市市市でもでもでもでも、、、、議会議会議会議会があってがあってがあってがあって、、、、選選選選挙挙挙挙があってがあってがあってがあって、、、、時時時時々々々々住住住住民民民民ヒヒヒヒアアアアリリリリングみたいなものがングみたいなものがングみたいなものがングみたいなものが開開開開かれたりとかするんですけれどもかれたりとかするんですけれどもかれたりとかするんですけれどもかれたりとかするんですけれども、、、、私私私私もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ忙忙忙忙しいししいししいししいし、、、、休休休休日日日日をわをわをわをわざざざざわわわわざざざざつつつつぶぶぶぶしてしてしてして、、、、市市市市のののの職職職職員員員員のののの人人人人がががが、、、、聞聞聞聞くんくんくんくんだだだだかかかか聞聞聞聞かないんかないんかないんかないんだだだだかわからないようなもののかわからないようなもののかわからないようなもののかわからないようなもののためにためにためにために 1日費日費日費日費ややややすかというとすかというとすかというとすかというと、、、、まあまあまあまあ、、、、行行行行ったこともないというかったこともないというかったこともないというかったこともないというか、、、、行行行行かないんですけれどもかないんですけれどもかないんですけれどもかないんですけれども、、、、ももももしこういうしこういうしこういうしこういう仕仕仕仕組組組組みであれみであれみであれみであればばばば、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり行行行行ってみようかなとってみようかなとってみようかなとってみようかなと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、自分自分自分自分がががが参加参加参加参加したこしたこしたこしたことであれとであれとであれとであればばばば、、、、例例例例ええええばばばば、、、、意見意見意見意見をををを言言言言うううう。。。。意見意見意見意見をををを言言言言ったらったらったらったら、、、、例例例例ええええばばばば予予予予算算算算ををををつつつつけてもらったらけてもらったらけてもらったらけてもらったら、、、、言言言言ったんったんったんったんだだだだからからからからややややれよというれよというれよというれよという話話話話になっていくわけですになっていくわけですになっていくわけですになっていくわけですねねねね。。。。ということでということでということでということで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそのプロりそのプロりそのプロりそのプロセセセセスというかスというかスというかスというか、、、、過程過程過程過程にににに参加参加参加参加しないでしないでしないでしないで、、、、例例例例ええええばばばば役役役役場場場場とかがとかがとかがとかが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはだだだだれかがれかがれかがれかが決決決決めたのをめたのをめたのをめたのを、、、、これをこれをこれをこれをややややろうとろうとろうとろうと言言言言ってってってって、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんややややってくってくってくってくだだだださいとさいとさいとさいと言言言言ったってったってったってったって、、、、それはそれはそれはそれはややややりたくないですよりたくないですよりたくないですよりたくないですよ。。。。皆皆皆皆さんそれさんそれさんそれさんそれぞぞぞぞれれれれ自分自分自分自分のことのことのことのことががががあるしあるしあるしあるし、、、、忙忙忙忙しいししいししいししいし。。。。そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでででで何何何何ががががややややりたいかということをりたいかということをりたいかということをりたいかということを出出出出してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして決決決決まったしまったしまったしまったし、、、、ややややろうとろうとろうとろうといういういういうふふふふうなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを使使使使わないとわないとわないとわないと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりできないということでりできないということでりできないということでりできないということで、、、、こういっこういっこういっこういったシステムをたシステムをたシステムをたシステムを入入入入れていますれていますれていますれています。。。。 

            ここなんですけどここなんですけどここなんですけどここなんですけど、、、、ちちちちょょょょっとさっきニっとさっきニっとさっきニっとさっきニココココルさんのおルさんのおルさんのおルさんのお話話話話でもでもでもでも出出出出たんですがたんですがたんですがたんですが、、、、すすすすごごごごいいいい山山山山のののの中中中中なんでなんでなんでなんですすすす。。。。ちちちちょょょょっとこういうっとこういうっとこういうっとこういうふふふふうなうなうなうな耕作耕作耕作耕作のののの仕仕仕仕方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、何何何何かすかすかすかすごごごごいいいい角角角角度度度度なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、多多多多分分分分、、、、山山山山崩崩崩崩れというかれというかれというかれというか、、、、流流流流出出出出がががが起起起起こっこっこっこっちちちちゃゃゃゃうんうんうんうんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、こういうこういうこういうこういう山山山山のののの中中中中ですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとっとっとっと出出出出ていたていたていたていた、、、、有有有有機機機機ココココーーーーヒヒヒヒーをーをーをーを、、、、これはこれはこれはこれはココココーーーーヒヒヒヒーーーー組組組組合合合合のののの建物建物建物建物なんですけなんですけなんですけなんですけれどもれどもれどもれども、、、、持持持持ってきているってきているってきているってきている人人人人たたたたちちちちですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話にににに出出出出てきたてきたてきたてきた、、、、女女女女性性性性たたたたちちちちがががが、、、、サイサイサイサイザザザザルルルル麻麻麻麻というというというという、、、、そこでとれるそこでとれるそこでとれるそこでとれる、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの斜斜斜斜面面面面などでもなどでもなどでもなどでも植植植植えているんですけれどもえているんですけれどもえているんですけれどもえているんですけれども、、、、草草草草というかというかというかというか、、、、丈丈丈丈夫夫夫夫なななな麻麻麻麻がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、そのそのそのその麻麻麻麻でこういったいろんなグッズでこういったいろんなグッズでこういったいろんなグッズでこういったいろんなグッズ、、、、バッグとかをバッグとかをバッグとかをバッグとかをつつつつくってくってくってくって、、、、それをそれをそれをそれを売売売売ってってってって現現現現金金金金収収収収入入入入にしているというにしているというにしているというにしているというものですものですものですものです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私もももも泊泊泊泊まったんですけれどもまったんですけれどもまったんですけれどもまったんですけれども、、、、このこのこのこの方方方方がががが、、、、カカカカルロスさんというルロスさんというルロスさんというルロスさんという方方方方なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ググググリリリリーーーーンンンンツツツツーーーーリリリリズムでズムでズムでズムで、、、、おおおお客客客客をををを泊泊泊泊めてめてめてめて、、、、自分自分自分自分のののの家家家家庭庭庭庭菜菜菜菜園園園園というかというかというかというか、、、、森森森森のののの中中中中にににに畑畑畑畑があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、それでそれでそれでそれで今今今今、、、、夕夕夕夕食食食食のサラダにするからというのでのサラダにするからというのでのサラダにするからというのでのサラダにするからというので、、、、レレレレタスをとっているところですタスをとっているところですタスをとっているところですタスをとっているところです。。。。 これもこれもこれもこれも私私私私なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった森森森森のののの中中中中ににににあるあるあるある――――――――これこれこれこれ、、、、畑畑畑畑なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。山山山山なんですけなんですけなんですけなんですけどどどど、、、、畑畑畑畑でしてでしてでしてでして、、、、これこれこれこれ、、、、バナナですバナナですバナナですバナナですねねねね。。。。このこのこのこの間間間間にににに、、、、いろんないろんないろんないろんな木木木木があるがあるがあるがある中中中中ににににココココーーーーヒヒヒヒーもーもーもーも植植植植えていましえていましえていましえていまし
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てててて、、、、それはそれはそれはそれは有有有有機機機機でででで、、、、農農農農薬薬薬薬なんかなんかなんかなんか全全全全然然然然使使使使わずにわずにわずにわずにつつつつくっているんですけどくっているんですけどくっているんですけどくっているんですけど、、、、これがそのこれがそのこれがそのこれがその農農農農家家家家のおのおのおのおばちばちばちばちゃゃゃゃんなんですけれどもんなんですけれどもんなんですけれどもんなんですけれども、、、、そういったそういったそういったそういった有有有有機機機機ココココーーーーヒヒヒヒーをーをーをーをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。 これでこれでこれでこれで、、、、ちちちちょょょょっとわかりにくいんですけどっとわかりにくいんですけどっとわかりにくいんですけどっとわかりにくいんですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり山山山山のののの中中中中ににににココココーーーーヒヒヒヒーのーのーのーの木木木木があってがあってがあってがあって、、、、それをそれをそれをそれを、、、、まあまあまあまあ、、、、アグロフォアグロフォアグロフォアグロフォレレレレストストストストリリリリーってーってーってーって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと難難難難しいしいしいしい言言言言葉葉葉葉でででで言言言言うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、使使使使っているっているっているっている。。。。だだだだからからからから、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形ですとですとですとですと、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの斜斜斜斜面面面面にににに無無無無理理理理ややややりりりり全部同全部同全部同全部同じじじじものをものをものをものを植植植植ええええてしまうのとはてしまうのとはてしまうのとはてしまうのとは違違違違ってってってって、、、、山山山山崩崩崩崩れというかれというかれというかれというか、、、、流流流流出出出出なんかもなんかもなんかもなんかも起起起起こらないこらないこらないこらない、、、、生態系生態系生態系生態系保保保保全全全全型型型型のののの農農農農業業業業なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、村人村人村人村人たたたたちちちちががががつつつつくったくったくったくったココココテージというかテージというかテージというかテージというか、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設ですですですです。。。。電気電気電気電気がないところでしてがないところでしてがないところでしてがないところでして、、、、電電電電気気気気がないとがないとがないとがないと、、、、暗暗暗暗くなるとくなるとくなるとくなるとほほほほんとうにすることがないんですんとうにすることがないんですんとうにすることがないんですんとうにすることがないんですねねねね。。。。ちちちちょょょょっとあれなっとあれなっとあれなっとあれな話話話話なんですけれどなんですけれどなんですけれどなんですけれどもももも、、、、このこのこのこの村村村村でもでもでもでも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり子子子子供供供供がすがすがすがすごごごごくくくく多多多多くてくてくてくて、、、、このこのこのこの村村村村はははは数数数数年年年年前前前前にににに電気電気電気電気がようがようがようがようややややくくくく入入入入ったんですったんですったんですったんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、電気電気電気電気がないとがないとがないとがないと、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに夜夜夜夜ややややることというのはものすることというのはものすることというのはものすることというのはものすごごごごくくくく限限限限られられられられちちちちゃゃゃゃうなといううなといううなといううなというふふふふうにはうにはうにはうには思思思思いましたいましたいましたいました。。。。 こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな、、、、雲霧雲霧雲霧雲霧林林林林とととと呼呼呼呼ばばばばれるんですけれどもれるんですけれどもれるんですけれどもれるんですけれども、、、、非非非非常常常常にににに貴貴貴貴重重重重なななな生態系生態系生態系生態系がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、このこのこのこの山山山山のののの中中中中ででででココココーーーーヒヒヒヒーというのはーというのはーというのはーというのは実実実実はははは非非非非常常常常にににに向向向向いているというかいているというかいているというかいているというか、、、、質質質質のののの高高高高いいいいココココーーーーヒヒヒヒーがとれるというーがとれるというーがとれるというーがとれるということでことでことでことで、、、、さっきさっきさっきさっき言言言言ったようなったようなったようなったような形形形形ででででややややっていますっていますっていますっています。。。。実実実実はははは、、、、ここのインタグというかここのインタグというかここのインタグというかここのインタグというか、、、、ココココタタタタカチカチカチカチにはにはにはには、、、、日日日日本本本本のののの女女女女性性性性、、、、日日日日本本本本人人人人もももも何何何何人人人人かかかか行行行行ってこういったってこういったってこういったってこういった活動活動活動活動をををを続続続続けているんですけれどもけているんですけれどもけているんですけれどもけているんですけれども、、、、彼女彼女彼女彼女たたたたちちちちとととと話話話話していたときにしていたときにしていたときにしていたときに、、、、ここのインタグのここのインタグのここのインタグのここのインタグの森森森森というのはというのはというのはというのは非非非非常常常常にににに貴重貴重貴重貴重なななな生態系生態系生態系生態系でででで、、、、ピピピピュュュューマとかーマとかーマとかーマとか、、、、アナグアナグアナグアナグママママだだだだとかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな希少希少希少希少なななな動動動動物物物物もいるんですがもいるんですがもいるんですがもいるんですが、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ホホホホットスットスットスットスポポポポットとットとットとットと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、非非非非常常常常にににに固固固固有有有有でででで貴重貴重貴重貴重なななな生態系生態系生態系生態系のののの場所場所場所場所だだだだということでということでということでということで、、、、それをそれをそれをそれを守守守守るんるんるんるんだだだだということでということでということでということで、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ日日日日本本本本人人人人のののの女女女女性性性性なんかがここでいろいろななんかがここでいろいろななんかがここでいろいろななんかがここでいろいろな活動活動活動活動ををををややややっているんですよっているんですよっているんですよっているんですよ。。。。ところがところがところがところが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじかどうかわからかどうかわからかどうかわからかどうかわからないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、日日日日本本本本列列列列島島島島というのはというのはというのはというのは丸丸丸丸ごごごごとそのとそのとそのとそのホホホホットスットスットスットスポポポポットなんですットなんですットなんですットなんですねねねね。。。。日日日日本本本本というのはというのはというのはというのは、、、、それそれそれそれだだだだけけけけ貴重貴重貴重貴重なななな自自自自然然然然がががが息息息息づいているづいているづいているづいている場所場所場所場所なんですなんですなんですなんです。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその話話話話をしたらをしたらをしたらをしたら、「、「、「、「そうかそうかそうかそうか。。。。インタインタインタインタグまでグまでグまでグまで来来来来るんるんるんるんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、まずまずまずまず日日日日本本本本のののの森森森森をををを守守守守らなくらなくらなくらなくちちちちゃゃゃゃ」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな話話話話もあったりしてもあったりしてもあったりしてもあったりして、、、、まあまあまあまあ、、、、どどどどっっっっちちちちもももも大事大事大事大事だだだだからからからから、、、、どっどっどっどっちちちちもももも守守守守るということではあるんですけれどもるということではあるんですけれどもるということではあるんですけれどもるということではあるんですけれども、、、、日日日日本本本本のののの生態系生態系生態系生態系というのもというのもというのもというのも大事大事大事大事なんですなんですなんですなんです。。。。 

            これこれこれこれ、、、、川川川川なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、銅銅銅銅山開発山開発山開発山開発というのはというのはというのはというのは、、、、従来従来従来従来型型型型のののの開発開発開発開発というもののというもののというもののというものの典典典典型型型型だだだだったとったとったとったと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。鉱鉱鉱鉱山開発会社山開発会社山開発会社山開発会社なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、今今今今カカカカナダのがナダのがナダのがナダのが来来来来ていろいろていろいろていろいろていろいろ言言言言っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、「「「「銅銅銅銅山開発山開発山開発山開発ををををややややれれれればばばば、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん雇雇雇雇用用用用もできますよもできますよもできますよもできますよ。。。。おおおお金金金金もももも入入入入りますよりますよりますよりますよ。。。。だだだだからからからから同意同意同意同意書書書書にサインしてにサインしてにサインしてにサインしてくくくくだだだださいさいさいさい」」」」みたいなことをみたいなことをみたいなことをみたいなことを、、、、買収買収買収買収絡絡絡絡みみたいなみみたいなみみたいなみみたいな、、、、もういろんなことをもういろんなことをもういろんなことをもういろんなことを含含含含めてめてめてめて、、、、暴暴暴暴力力力力があったりがあったりがあったりがあったり、、、、脅脅脅脅迫迫迫迫電話電話電話電話があったとかがあったとかがあったとかがあったとか、、、、いろんなことがあるんですけれどもいろんなことがあるんですけれどもいろんなことがあるんですけれどもいろんなことがあるんですけれども、、、、行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。そういうのにそういうのにそういうのにそういうのにややややっっっっぱぱぱぱりりりり負負負負けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう自治体自治体自治体自治体、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本もももも含含含含めてなんですけれどもめてなんですけれどもめてなんですけれどもめてなんですけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそういうのがりそういうのがりそういうのがりそういうのが出出出出ててててくるくるくるくる。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり現現現現金金金金収収収収入入入入欲欲欲欲しいなというのがあるわけなんですがしいなというのがあるわけなんですがしいなというのがあるわけなんですがしいなというのがあるわけなんですが、、、、ここのここのここのここのココココタタタタカチカチカチカチのののの人人人人たたたたちちちちはそはそはそはそれをれをれをれを拒拒拒拒絶絶絶絶したというかしたというかしたというかしたというか、、、、断断断断ったんですったんですったんですったんですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、住住住住民民民民のののの中中中中でもあるでもあるでもあるでもある程程程程度度度度ままままだだだだ割割割割れてれてれてれているところはあるんですがいるところはあるんですがいるところはあるんですがいるところはあるんですが、、、、今多今多今多今多数派数派数派数派のののの人人人人たたたたちちちちはははは、、、、そうではないそうではないそうではないそうではない道道道道をををを模模模模索索索索しているしているしているしている。。。。 ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、例例例例ええええばばばばこれこれこれこれ、、、、川川川川なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、このこのこのこの川川川川でみんなでみんなでみんなでみんな洗濯洗濯洗濯洗濯をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、子子子子供供供供がががが遊遊遊遊んんんんだだだだりりりり、、、、家畜家畜家畜家畜がががが水水水水をををを飲飲飲飲んんんんだだだだりとかしているんですけれどもりとかしているんですけれどもりとかしているんですけれどもりとかしているんですけれども、、、、川川川川がががが汚汚汚汚れるとれるとれるとれると言言言言ってもってもってもっても、、、、日日日日本本本本とととと意意意意味味味味がががが違違違違うんですようんですようんですようんですよ。。。。日日日日本本本本だだだだとととと、、、、川川川川がががが汚汚汚汚れてもれてもれてもれても、、、、まあまあまあまあ、、、、見見見見てててて汚汚汚汚いなとかいなとかいなとかいなとか、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、こここここのこのこのこの人人人人たたたたちちちちというのはというのはというのはというのは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに川川川川のののの水水水水をををを飲飲飲飲んでいるんですんでいるんですんでいるんですんでいるんです。。。。このこのこのこの水水水水をををを飲飲飲飲んでんでんでんで、、、、あるいはすあるいはすあるいはすあるいはすべべべべててててのののの生生生生活活活活にににに使使使使っているからっているからっているからっているから、、、、ここのここのここのここの水水水水がががが汚汚汚汚れてしまったられてしまったられてしまったられてしまったら、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに生生生生活活活活ができないんですができないんですができないんですができないんですねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めてめてめてめて、、、、こんなところこんなところこんなところこんなところ、、、、何何何何かかかか銅銅銅銅山開発山開発山開発山開発とかとかとかとか言言言言ったってったってったってったって、、、、数数数数年年年年もすれもすれもすれもすればばばばきききき
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っとっとっとっと堀堀堀堀りりりり終終終終わってわってわってわって出出出出ていっていっていっていっちちちちゃゃゃゃうんうんうんうんだだだだろうろうろうろう、、、、あるいはそこにいっあるいはそこにいっあるいはそこにいっあるいはそこにいっぱぱぱぱいいろんないいろんないいろんないいろんな水水水水がががが出出出出たりしてたりしてたりしてたりして汚汚汚汚れれれれちちちちゃゃゃゃったらったらったらったら、、、、もうもうもうもう住住住住めないめないめないめないじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、おおおお金金金金をををを出出出出すからすからすからすから移移移移転転転転しろとかしろとかしろとかしろとか、、、、そういそういそういそういうううう話話話話になるわけですがになるわけですがになるわけですがになるわけですが、、、、それはそれはそれはそれはちちちちょょょょっとっとっとっと我我我我々々々々のののの望望望望むむむむものではないとものではないとものではないとものではないと。。。。今今今今までもまでもまでもまでも、、、、後後後後でででで出出出出てきますてきますてきますてきますがががが、、、、大大大大きなきなきなきな会社会社会社会社とかとかとかとか、、、、おいおいおいおいしいしいしいしい話話話話をををを並並並並べべべべていろいろていろいろていろいろていろいろ言言言言ってきたけどってきたけどってきたけどってきたけど、、、、結結結結局約局約局約局約束束束束はあまりはあまりはあまりはあまり守守守守られなられなられなられなかったからかったからかったからかったから、、、、そんなそんなそんなそんな空空空空手手手手形形形形よりもよりもよりもよりも、、、、我我我我々々々々はははは今今今今あるあるあるある自自自自然然然然をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、そしてそしてそしてそして食食食食べべべべていくていくていくていく方方方方法法法法をををを見見見見つつつつけるというけるというけるというけるというほほほほうをうをうをうを選選選選ぼぼぼぼうということなんですうということなんですうということなんですうということなんですねねねね。。。。 

   これはこれはこれはこれは、、、、村村村村のののの中中中中心心心心地地地地なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、のどかなところですのどかなところですのどかなところですのどかなところです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言ったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、セセセセメメメメントのントのントのントの原原原原料料料料をとるをとるをとるをとる現現現現場場場場なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、ここもここもここもここも、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、かなりかなりかなりかなり山山山山をををを崩崩崩崩したりとかしてしたりとかしてしたりとかしてしたりとかして、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり川川川川のののの水水水水がががが汚汚汚汚れたりしているんですがれたりしているんですがれたりしているんですがれたりしているんですが、、、、ここのここのここのここの採掘採掘採掘採掘をするときにもいろいろとをするときにもいろいろとをするときにもいろいろとをするときにもいろいろと会社会社会社会社はおいしいことをはおいしいことをはおいしいことをはおいしいことを言言言言ったけれどもったけれどもったけれどもったけれども、、、、ほほほほととととんどんどんどんど約約約約束束束束はははは守守守守られなかったというられなかったというられなかったというられなかったというふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで、、、、そこのそこのそこのそこの人人人人々々々々もももも賢賢賢賢くなってくなってくなってくなって、、、、そういったそういったそういったそういった道道道道をををを選選選選ぶぶぶぶようになったようになったようになったようになったということですということですということですということです。。。。 こういったこういったこういったこういった、、、、ややややはりはりはりはり日日日日本本本本でもあでもあでもあでもあちちちちここここちちちち、、、、例例例例ええええばばばば原原原原発発発発ををををつつつつくるとかくるとかくるとかくるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは何何何何かそういったかそういったかそういったかそういった環環環環境境境境破壊破壊破壊破壊型型型型というかというかというかというか、、、、開発開発開発開発をしたらおをしたらおをしたらおをしたらお金金金金をををを出出出出すよというすよというすよというすよという話話話話はいろいろあるわけなんですけれどもはいろいろあるわけなんですけれどもはいろいろあるわけなんですけれどもはいろいろあるわけなんですけれども、、、、そういうのをしてそういうのをしてそういうのをしてそういうのをして、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、ずっとそこでずっとそこでずっとそこでずっとそこで子子子子供供供供たたたたちちちちがががが健健健健全全全全にににに育育育育っていけるのかということもっていけるのかということもっていけるのかということもっていけるのかということも考考考考えるえるえるえるとととと、、、、まあまあまあまあ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか大大大大変変変変ではあるけれどもではあるけれどもではあるけれどもではあるけれども、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない、、、、自自自自然然然然とかをとかをとかをとかを傷傷傷傷めないでめないでめないでめないで、、、、生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら食食食食べべべべていくていくていくていく方方方方法法法法をををを見見見見つつつつけていくというのもけていくというのもけていくというのもけていくというのも大事大事大事大事じゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そのためにそのためにそのためにそのために彼彼彼彼らはらはらはらは、、、、例例例例ええええばばばば有有有有機機機機ココココーーーーヒヒヒヒーをーをーをーをつつつつくってくってくってくって、、、、日日日日本本本本にもにもにもにも輸輸輸輸出出出出していますしていますしていますしています、、、、フェアトフェアトフェアトフェアトレレレレーーーードドドドというんですけれどもというんですけれどもというんですけれどもというんですけれども、、、、ををををややややったりったりったりったり、、、、ググググリリリリーンーンーンーンツツツツーーーーリリリリズムということでズムということでズムということでズムということで、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然をををを、、、、レレレレンジンジンジンジャャャャーのーのーのーの人人人人がががが観観観観光光光光客客客客をををを案案案案内内内内してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどどあったあったあったあった宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設にににに泊泊泊泊まってもらってまってもらってまってもらってまってもらって、、、、そしてそこでおそしてそこでおそしてそこでおそしてそこでお金金金金をををを落落落落としてもらうというかとしてもらうというかとしてもらうというかとしてもらうというか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは見見見見てもらうというてもらうというてもらうというてもらうというふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで雇雇雇雇用用用用ををををつつつつくったりくったりくったりくったり、、、、現現現現金金金金をををを得得得得たりしながらたりしながらたりしながらたりしながら暮暮暮暮らしていこうというらしていこうというらしていこうというらしていこうという道道道道をををを模模模模索索索索していますしていますしていますしています。。。。     これはこれはこれはこれは識識識識字字字字教室教室教室教室でしてでしてでしてでして、、、、田田田田舎舎舎舎なのでなのでなのでなので、、、、大大大大人人人人もももも子子子子供供供供もももも含含含含めてなんですけどめてなんですけどめてなんですけどめてなんですけど、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと学学学学校校校校でででで勉勉勉勉強強強強できないできないできないできない人人人人もももも結結結結構構構構いるんですいるんですいるんですいるんですねねねね。。。。それをアそれをアそれをアそれをアウウウウキキキキさんたさんたさんたさんたちちちちはははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分たたたたちちちちももももちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと字字字字をををを覚覚覚覚えようということでえようということでえようということでえようということで、、、、そういったそういったそういったそういった活動活動活動活動もしていますもしていますもしていますもしています。。。。     こういったこういったこういったこういった、、、、何何何何かかかか懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい村村村村というというというという感感感感じじじじのののの、、、、ココココタタタタカチカチカチカチのののの街街街街中中中中からからからから 1キキキキロロロロほほほほどのところなんですどのところなんですどのところなんですどのところなんですがががが、、、、こういうこういうこういうこういう場所場所場所場所ですですですです。。。。 

    腐敗腐敗腐敗腐敗のののの多多多多いエクアいエクアいエクアいエクアドドドドルでルでルでルで、、、、限限限限られたられたられたられた資資資資金金金金、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここのここのここのここの自治体自治体自治体自治体のののの予予予予算算算算がががが 3億億億億円円円円ぐぐぐぐらいでしたらいでしたらいでしたらいでしたかかかか、、、、限限限限られたられたられたられた資資資資金金金金をををを適適適適切切切切なななな配配配配分分分分でででで、、、、同同同同じじじじプロジェクトでもプロジェクトでもプロジェクトでもプロジェクトでも、、、、今今今今ややややっているっているっているっている方方方方はわかるとはわかるとはわかるとはわかると思思思思うんでうんでうんでうんですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、500 万万万万円円円円のおのおのおのお金金金金でもでもでもでも、、、、有効有効有効有効にににに使使使使ええええばばばば結結結結構構構構いろんなことができますいろんなことができますいろんなことができますいろんなことができます。。。。5 億億億億あってもあってもあってもあっても、、、、ドドドドブにブにブにブにつつつつぎぎぎぎ込込込込むむむむようなようなようなような、、、、何何何何のののの役役役役にもにもにもにも立立立立たないというかたないというかたないというかたないというか、、、、むむむむしろしろしろしろややややらないらないらないらないほほほほうがずっとましみたいうがずっとましみたいうがずっとましみたいうがずっとましみたいなプロジェクトもなプロジェクトもなプロジェクトもなプロジェクトも山山山山ほほほほどありますどありますどありますどあります。。。。5億億億億じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、500億億億億でもでもでもでも、、、、5,000億億億億でもあるんですけれどでもあるんですけれどでもあるんですけれどでもあるんですけれどもももも、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを、、、、住住住住民民民民のののの人人人人たたたたちちちちのののの工夫工夫工夫工夫とかによってそのおとかによってそのおとかによってそのおとかによってそのお金金金金のののの価値価値価値価値をををを何何何何倍倍倍倍にもにもにもにも上上上上げげげげるといるといるといるということをうことをうことをうことをややややっているっているっているっている。。。。アアアアウウウウキキキキ知知知知事事事事はははは大大大大差差差差でででで三三三三選選選選されてされてされてされて、、、、住住住住民民民民のののの支支支支持持持持をををを得得得得ていますていますていますています。。。。たたたただだだだ、、、、問問問問題題題題ももももありましてありましてありましてありまして、、、、例例例例ええええばばばば予予予予算算算算のののの半半半半分分分分というのはというのはというのはというのは海海海海外外外外とかとかとかとか企業企業企業企業などからのなどからのなどからのなどからの助助助助成成成成やややや寄附寄附寄附寄附なのでなのでなのでなので、、、、これがいこれがいこれがいこれがいつつつつまでまでまでまで続続続続くかというようなことはありますくかというようなことはありますくかというようなことはありますくかというようなことはあります。。。。教教教教育育育育水水水水準準準準のののの向上向上向上向上とかとかとかとか、、、、産業産業産業産業創出創出創出創出などなどなどなど、、、、課課課課題題題題はははは多多多多いけいけいけいけれどもれどもれどもれども、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの手手手手でででで今今今今邁邁邁邁進進進進中中中中ということですということですということですということです。。。。 

    次次次次のののの例例例例なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県のののの上上上上勝勝勝勝町町町町。。。。このこのこのこの町町町町のことのことのことのこと聞聞聞聞いたことあるいたことあるいたことあるいたことある方方方方、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけますかけますかけますかけますか。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。もうもうもうもう大分大分大分大分知知知知っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいますねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、有有有有名名名名
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なななな葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、後後後後でででで写写写写真真真真もももも出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、このこのこのこの資料資料資料資料「「「「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス白白白白書書書書」」」」というのをというのをというのをというのを、、、、ここここちちちちららららのののの資料資料資料資料をををを置置置置くところにくところにくところにくところに置置置置いていたいていたいていたいていただだだだいているのでいているのでいているのでいているので、、、、ここでもここでもここでもここでも紹介紹介紹介紹介していますけれどもしていますけれどもしていますけれどもしていますけれども、、、、こういっこういっこういっこういったモミジとかのたモミジとかのたモミジとかのたモミジとかの葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱ、、、、こういうのをとってきてこういうのをとってきてこういうのをとってきてこういうのをとってきて、、、、パックパックパックパック詰詰詰詰めしてめしてめしてめして売売売売ってってってって、、、、1,000 万万万万円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい稼稼稼稼ぐぐぐぐおおおおばばばばああああちちちちゃゃゃゃんもんもんもんも出出出出ているというところですているというところですているというところですているというところです。。。。これこれこれこれ、、、、我我我我々々々々はははは、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも最最最最もももも成成成成功功功功しているバイオしているバイオしているバイオしているバイオマスマスマスマス事業事業事業事業のののの 1つつつつとととと呼呼呼呼んでいるんですけれどもんでいるんですけれどもんでいるんですけれどもんでいるんですけれども、、、、普通普通普通普通、、、、ここここちちちちらららら、、、、真庭真庭真庭真庭さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、非非非非常常常常にににに頑頑頑頑張張張張っていっていっていっていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるんですがるんですがるんですがるんですが、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用としてバイオマスをとしてバイオマスをとしてバイオマスをとしてバイオマスを使使使使ってもってもってもっても、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりキキキキロロロロ当当当当たりたりたりたり数十円数十円数十円数十円にしかならないんですにしかならないんですにしかならないんですにしかならないんです。。。。でもでもでもでも、、、、このこのこのこの葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱ事業事業事業事業でででで、、、、料料料料亭亭亭亭なんかでなんかでなんかでなんかで出出出出されるされるされるされる葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱにするとにするとにするとにすると、、、、キキキキロロロロ当当当当たりたりたりたり数数数数万万万万円円円円になるんですになるんですになるんですになるんですねねねね。。。。いかにいかにいかにいかに付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化するかということもするかということもするかということもするかということも非非非非常常常常にににに大事大事大事大事だだだだというかというかというかというか、、、、地地地地域域域域のののの資源資源資源資源をいかにをいかにをいかにをいかに付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化しながらしながらしながらしながら利用利用利用利用していくかというしていくかというしていくかというしていくかという例例例例としてとしてとしてとして、「、「、「、「彩彩彩彩（（（（いろどりいろどりいろどりいろどり）」）」）」）」といといといというううう上上上上勝勝勝勝町町町町のののの例例例例はははは非非非非常常常常にににに成成成成功功功功しているしているしているしている話話話話でででではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますいますいますいます。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、町温泉町温泉町温泉町温泉施設施設施設施設にもにもにもにも木木木木質質質質バイバイバイバイオマスオマスオマスオマスボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、町町町町民民民民からからからから温泉温泉温泉温泉施設利用施設利用施設利用施設利用券券券券とととと引引引引きききき換換換換えにえにえにえに――――――――これはこれはこれはこれはちちちちょょょょっとっとっとっと地域通地域通地域通地域通貨貨貨貨的的的的なものなんですがなものなんですがなものなんですがなものなんですが――――――――間間間間伐伐伐伐材材材材をををを収収収収集集集集してしてしてして、、、、破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、使使使使っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは全全全全国国国国ああああちちちちここここちちちちででででややややっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、棚棚棚棚田田田田オーナーオーナーオーナーオーナー制制制制度度度度ををををややややってってってって、、、、5 万万万万円円円円とかもらってとかもらってとかもらってとかもらって、、、、地域地域地域地域のののの人人人人ががががふふふふだだだだんのんのんのんの手入手入手入手入れはしれはしれはしれはしてててて、、、、田田田田植植植植えとかえとかえとかえとか稲稲稲稲刈刈刈刈りのときにはりのときにはりのときにはりのときには来来来来てててて、、、、できたおできたおできたおできたお米米米米もそのオーナーのもそのオーナーのもそのオーナーのもそのオーナーの方方方方にににに差差差差しししし上上上上げげげげるというのがるというのがるというのがるというのが棚棚棚棚田田田田オーナーオーナーオーナーオーナー制制制制度度度度。。。。それからそれからそれからそれから、、、、森森森森林林林林管管管管理費理費理費理費をををを負担負担負担負担してしてしてして、、、、今木今木今木今木材材材材のののの値段値段値段値段がががが非非非非常常常常にににに安安安安くなっていてくなっていてくなっていてくなっていて、、、、それそれそれそれだだだだけではなかなかけではなかなかけではなかなかけではなかなか市市市市場場場場経済経済経済経済にににに乗乗乗乗らないということでらないということでらないということでらないということで、、、、人人人人件件件件費費費費とかをとかをとかをとかを町町町町のののの予予予予算算算算からからからから出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、そういったこともそういったこともそういったこともそういったこともややややっているっているっているっている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、全全全全国国国国最多最多最多最多ののののごごごごみみみみ 34 分分分分別別別別なんかもなんかもなんかもなんかもややややっていますっていますっていますっています。。。。 

   これはバイオマスこれはバイオマスこれはバイオマスこれはバイオマスボボボボイラーですイラーですイラーですイラーです。。。。 

   これはこれはこれはこれは破破破破砕砕砕砕機機機機ですですですです。。。。 

   これがそのこれがそのこれがそのこれがその「「「「彩彩彩彩」」」」のののの商商商商品品品品ですですですです。。。。 

   こうこうこうこうややややってってってって、、、、女女女女性性性性がががが多多多多いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった庭庭庭庭だだだだとかとかとかとか、、、、山山山山にににに行行行行ってってってって、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものをとってくるとってくるとってくるとってくる。。。。そういうのをそういうのをそういうのをそういうのをややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大切切切切にににに育育育育てていかなけれてていかなけれてていかなけれてていかなければばばばいけないということでいけないということでいけないということでいけないということで、、、、山山山山のののの管管管管理理理理というかというかというかというか、、、、ききききちちちちんとんとんとんと切切切切ってってってって、、、、育育育育ててということもててということもててということもててということも進進進進められるようになってきますめられるようになってきますめられるようになってきますめられるようになってきます。。。。 

  次次次次のののの例例例例、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつごごごご紹介紹介紹介紹介したいんですけれどもしたいんですけれどもしたいんですけれどもしたいんですけれども、、、、私私私私どものどものどものどもの団体団体団体団体ができたきっかけというのはができたきっかけというのはができたきっかけというのはができたきっかけというのは、、、、実実実実はははは『『『『アマアマアマアマゾゾゾゾンのンのンのンの畑畑畑畑でででで採採採採れるれるれるれるメメメメルルルルセデセデセデセデス・ス・ス・ス・ベベベベンンンンツツツツ』』』』というというというという本本本本がきっかけでしたがきっかけでしたがきっかけでしたがきっかけでした。。。。このプロジェクこのプロジェクこのプロジェクこのプロジェクトはトはトはトは、、、、ココココココココナナナナツツツツ繊繊繊繊維維維維、、、、ココココココココナナナナツツツツのナタのナタのナタのナタデココデココデココデココののののココココココココヤヤヤヤシなんですけどシなんですけどシなんですけどシなんですけど、、、、そのそのそのその繊繊繊繊維維維維をををを、、、、使使使使われていわれていわれていわれていなかったなかったなかったなかったやつやつやつやつからからからから自動自動自動自動車部品車部品車部品車部品をををを製製製製造造造造してしてしてして、、、、ベレベレベレベレンンンン市市市市というのがアマというのがアマというのがアマというのがアマゾゾゾゾンのンのンのンの河河河河口口口口にあるんですけどにあるんですけどにあるんですけどにあるんですけど、、、、そこにそこにそこにそこに工場工場工場工場をををを建建建建てましたてましたてましたてました。。。。実実実実質質質質的的的的にはダイムラー・クライスラーにはダイムラー・クライスラーにはダイムラー・クライスラーにはダイムラー・クライスラー、、、、ベベベベンンンンツツツツのののの会社会社会社会社ががががややややっていましっていましっていましっていましてててて、、、、雇雇雇雇用用用用をあるをあるをあるをある程程程程度度度度しながらしながらしながらしながら、、、、自動自動自動自動車部品車部品車部品車部品をこういったをこういったをこういったをこういった天然天然天然天然繊繊繊繊維維維維ででででつつつつくるということをしていまくるということをしていまくるということをしていまくるということをしていますすすす。。。。 

    こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、これはアマこれはアマこれはアマこれはアマゾゾゾゾンのンのンのンのほほほほうのうのうのうの農村農村農村農村ででででややややっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、こういうこういうこういうこういうココココココココナナナナツツツツのののの殻殻殻殻をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい集集集集めてきてもらってめてきてもらってめてきてもらってめてきてもらって、、、、ここからここからここからここから繊繊繊繊維維維維をををを取取取取りりりり出出出出すすすす。。。。あるあるあるある程程程程度度度度加工加工加工加工したしたしたした段段段段階階階階でででで工場工場工場工場にににに運運運運ぶぶぶぶというというというというふふふふうにしていますうにしていますうにしていますうにしています。。。。 

    こういったこういったこういったこういった形形形形でででで、、、、これこれこれこれ、、、、部品部品部品部品のののの途途途途中中中中のののの状状状状態態態態なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、結結結結構構構構手手手手作作作作業業業業ででででややややっていましてっていましてっていましてっていまして、、、、これでこれでこれでこれで 48名雇名雇名雇名雇用用用用されているんですされているんですされているんですされているんです。。。。 

   こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな形形形形でででで、、、、これはシートのこれはシートのこれはシートのこれはシートの部部部部分分分分、、、、これにこれにこれにこれにカカカカバーをかけてバーをかけてバーをかけてバーをかけて座座座座席席席席にするわけなんですけにするわけなんですけにするわけなんですけにするわけなんですけれどもれどもれどもれども、、、、こういったこういったこういったこういった用用用用途途途途でででで使使使使うううう。。。。 

    ここのここのここのここの常務取常務取常務取常務取締役締役締役締役ををををややややっているっているっているっている方方方方におにおにおにお話話話話をををを聞聞聞聞いたんですいたんですいたんですいたんですけどけどけどけど、、、、もともとダイムラー・クライスもともとダイムラー・クライスもともとダイムラー・クライスもともとダイムラー・クライスラーのラーのラーのラーの大大大大きなきなきなきな自動自動自動自動車車車車会社会社会社会社にににに勤勤勤勤めていたんですがめていたんですがめていたんですがめていたんですが、、、、給給給給料料料料はははは以以以以前前前前ののののほほほほうがよかったけどうがよかったけどうがよかったけどうがよかったけど、、、、今今今今までまでまでまで働働働働いいいい
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てきたてきたてきたてきた中中中中でここがでここがでここがでここが一一一一番楽番楽番楽番楽しいとしいとしいとしいと。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、貧貧貧貧しいしいしいしい農村農村農村農村からからからから、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても食食食食べべべべていけないからていけないからていけないからていけないから都都都都会会会会にににに人人人人がががが流流流流れてくるれてくるれてくるれてくる。。。。でもでもでもでも、、、、都会都会都会都会でもあまりでもあまりでもあまりでもあまりちちちちゃゃゃゃんとしたんとしたんとしたんとした暮暮暮暮らしができないらしができないらしができないらしができない。。。。だだだだからからからから、、、、まずまずまずまず農村農村農村農村ででででちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと食食食食べべべべていけるていけるていけるていけるだだだだけのけのけのけの産業産業産業産業づくりがづくりがづくりがづくりが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということで、、、、総総総総合的合的合的合的なななな地域開発地域開発地域開発地域開発、、、、生態系生態系生態系生態系をををを破壊破壊破壊破壊しないしないしないしない形形形形でのでのでのでの地域発展地域発展地域発展地域発展のモのモのモのモデデデデルをルをルをルをややややっているのがっているのがっているのがっているのがポポポポエマというプロジェクトなんですけれどエマというプロジェクトなんですけれどエマというプロジェクトなんですけれどエマというプロジェクトなんですけれどもももも、、、、このこのこのこの考考考考えにえにえにえに共共共共鳴鳴鳴鳴しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、ばばばばりりりりばばばばりりりりのののの企業企業企業企業なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形でででで仕仕仕仕事事事事をしていてをしていてをしていてをしていて、、、、彼彼彼彼本本本本人人人人もももも非非非非常常常常ににににややややりがいがあってりがいがあってりがいがあってりがいがあって、、、、大大大大変変変変なことはいっなことはいっなことはいっなことはいっぱぱぱぱいあるんいあるんいあるんいあるんだだだだけどけどけどけど、、、、大大大大変変変変楽楽楽楽しいというようなことをおっししいというようなことをおっししいというようなことをおっししいというようなことをおっしゃゃゃゃっていましたっていましたっていましたっていました。。。。 

    これはこれはこれはこれは、、、、メメメメルルルルセデセデセデセデス・ス・ス・ス・ベベベベンンンンツツツツ E クラスにクラスにクラスにクラスに使使使使われているバイオマスわれているバイオマスわれているバイオマスわれているバイオマス部品部品部品部品でででで、、、、こういうのはこういうのはこういうのはこういうのは何何何何かかかかああああちちちちここここちちちちでででで見見見見られたられたられたられた覚覚覚覚えがあるかもしれませんけれどもえがあるかもしれませんけれどもえがあるかもしれませんけれどもえがあるかもしれませんけれども、、、、ややややっていますっていますっていますっています。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、今今今今のののの話話話話はははは、、、、『『『『アマアマアマアマゾゾゾゾンのンのンのンの畑畑畑畑でででで採採採採れるれるれるれるメメメメルルルルセデセデセデセデス・ス・ス・ス・ベベベベンンンンツツツツ』』』』というというというという本本本本がががが築地書築地書築地書築地書館館館館というところからというところからというところからというところから出出出出ているのているのているのているのでででで、、、、詳詳詳詳しくしくしくしく知知知知りたいりたいりたいりたい方方方方はそれをはそれをはそれをはそれを読読読読んでいたんでいたんでいたんでいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

   これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは日日日日本本本本にもにもにもにもちちちちょょょょっとっとっとっと広広広広がっておりましてがっておりましてがっておりましてがっておりまして、、、、というかというかというかというか、、、、それをそれをそれをそれを何何何何とかとかとかとか日日日日本本本本でもでもでもでも広広広広げげげげたたたたいといういといういといういというふふふふうにうにうにうに我我我我々々々々もももも頑頑頑頑張張張張っているところもっているところもっているところもっているところもちちちちょょょょっとっとっとっと影響影響影響影響しているんではないかとしているんではないかとしているんではないかとしているんではないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のラのラのラのラウウウウムというムというムというムという車車車車があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、これにこれにこれにこれにケケケケナフナフナフナフ製製製製のののの、、、、ケケケケナフというナフというナフというナフという草草草草のののの繊繊繊繊維維維維をををを使使使使ったったったった部品部品部品部品ががががつつつつくられていますくられていますくられていますくられています。。。。 

    私私私私どももどももどももどもも、、、、実実実実ははははケケケケナフのナフのナフのナフの部品部品部品部品ををををつつつつくっているトくっているトくっているトくっているトヨヨヨヨタタタタ車車車車体体体体というというというという会社会社会社会社がががが、、、、我我我我々々々々のネットワークののネットワークののネットワークののネットワークの会会会会員員員員さんなんですけれどもさんなんですけれどもさんなんですけれどもさんなんですけれども、、、、ケケケケナフをインナフをインナフをインナフをインドドドドネシアとかネシアとかネシアとかネシアとかベベベベトナムでトナムでトナムでトナムでつつつつくっているんですくっているんですくっているんですくっているんです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり国産国産国産国産でなくでなくでなくでなくちちちちゃゃゃゃ、、、、とかとかとかとか言言言言っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、ダイムラー・クダイムラー・クダイムラー・クダイムラー・クライスラーはライスラーはライスラーはライスラーはドドドドイイイイツツツツ製製製製のののの亜亜亜亜麻麻麻麻とかとかとかとか麻麻麻麻ととととかをかをかをかを部品部品部品部品にににに使使使使っているんっているんっているんっているんだだだだしししし、、、、ぜひぜひぜひぜひ日日日日本本本本製製製製のののの、、、、国産国産国産国産のののの草草草草をををを使使使使いましいましいましいましょょょょうよというようなことをうよというようなことをうよというようなことをうよというようなことを言言言言っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、今今今今、、、、麻苧麻苧麻苧麻苧（（（（マオマオマオマオ））））というかというかというかというか、、、、苧麻苧麻苧麻苧麻（（（（チチチチョマョマョマョマ））））とかラミーとかとかラミーとかとかラミーとかとかラミーとか言言言言われるわれるわれるわれる雑雑雑雑草草草草なんですなんですなんですなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、これからこれからこれからこれから部品部品部品部品ができるというができるというができるというができるという技術開発技術開発技術開発技術開発をををを終終終終えられてえられてえられてえられて、、、、今今今今実際実際実際実際にににに試試試試験験験験的的的的なななな栽培栽培栽培栽培をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、着着着着々々々々とととと進進進進めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。バイオマスもバイオマスもバイオマスもバイオマスも、、、、我我我我々々々々、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用とマテとマテとマテとマテリリリリアルアルアルアル利用利用利用利用とととと言言言言っっっっているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用だだだだとととと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料とととと対対対対抗抗抗抗しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませんなりませんなりませんなりませんのでのでのでので、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに高高高高いいいい値段値段値段値段でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか売売売売れませんれませんれませんれません。。。。ででででもももも、、、、こういったこういったこういったこういった工工工工業業業業部品部品部品部品のようなものであれのようなものであれのようなものであれのようなものであればばばば、、、、もうもうもうもう少少少少しししし高高高高くくくく、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけてけてけてけて、、、、例例例例ええええばばばば農農農農家家家家なりなりなりなり、、、、地地地地元元元元におにおにおにお金金金金がががが落落落落ちちちちるるるる仕仕仕仕組組組組みにすることみにすることみにすることみにすることができるんですができるんですができるんですができるんです。。。。そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも含含含含めてめてめてめて、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーでももーでももーでももーでももちちちちろんいいんですけろんいいんですけろんいいんですけろんいいんですけれどもれどもれどもれども、、、、それそれそれそれだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、もっともっともっともっと付付付付加加加加価値価値価値価値のののの高高高高いいいい利用利用利用利用もももも一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていけれえていけれえていけれえていければばばばとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

    ななななぜぜぜぜかいきなりかいきなりかいきなりかいきなり徳岡徳岡徳岡徳岡さんがさんがさんがさんが出出出出てくるんですがてくるんですがてくるんですがてくるんですが、、、、徳岡真徳岡真徳岡真徳岡真紀紀紀紀さんというのはさんというのはさんというのはさんというのは、、、、おおおお隣隣隣隣のののの広広広広島島島島のののの「「「「森森森森ののののバイオマスバイオマスバイオマスバイオマス研究会研究会研究会研究会」」」」というところのというところのというところのというところの理理理理事事事事やややや専従専従専従専従職職職職員員員員をしているをしているをしているをしている方方方方ですですですです。。。。このこのこのこの方方方方にこのにこのにこのにこの間間間間インタインタインタインタビビビビュュュューするーするーするーする機機機機会会会会があってがあってがあってがあって、、、、非非非非常常常常におもにおもにおもにおもしろかったのでしろかったのでしろかったのでしろかったので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと皆皆皆皆さんにさんにさんにさんにごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  彼女彼女彼女彼女はははは、、、、三三三三次市次市次市次市のののの農農農農家家家家のののの長長長長女女女女ですですですです。。。。今今今今 30歳歳歳歳ぐぐぐぐらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれどもらいなんですけれども、、、、実実実実家家家家はすはすはすはすごごごごいいいい山山山山のののの中中中中でででで、、、、
3 ヘヘヘヘクタールクタールクタールクタールぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの山山山山林林林林があってがあってがあってがあって、、、、あとあとあとあと畑畑畑畑とととと田田田田んんんんぼぼぼぼがあってがあってがあってがあって、、、、でもそれでもそれでもそれでもそれだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃ食食食食べべべべられないられないられないられないのでのでのでので、、、、おおおお父父父父さんはさんはさんはさんは、、、、サラサラサラサラリリリリーマンというかーマンというかーマンというかーマンというか、、、、会社会社会社会社勤勤勤勤めをしていてめをしていてめをしていてめをしていて、、、、おおおおじじじじいいいいちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとおばばばばああああちちちちゃゃゃゃんんんんとおとおとおとお母母母母さんとさんとさんとさんと、、、、休休休休みのみのみのみの日日日日のおのおのおのお父父父父さんとでさんとでさんとでさんとで、、、、農農農農家家家家ももももややややっていますっていますっていますっています。。。。おおおおじじじじいいいいちちちちゃゃゃゃんがんがんがんが、、、、孫孫孫孫娘娘娘娘がががが結結結結婚婚婚婚すすすするときのためにということでるときのためにということでるときのためにということでるときのためにということで、、、、ススススギギギギとかとかとかとかヒヒヒヒノノノノキキキキとかとかとかとか植植植植えてくれたんえてくれたんえてくれたんえてくれたんだだだだけどけどけどけど、、、、間間間間伐伐伐伐もできなくてもできなくてもできなくてもできなくて、、、、放放放放ってあるってあるってあるってある。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな状況状況状況状況であったとであったとであったとであったと。。。。彼女彼女彼女彼女はははは、、、、あるあるあるある程程程程度大度大度大度大きくなるときくなるときくなるときくなると、、、、こんなこんなこんなこんな山山山山のののの中中中中はははは嫌嫌嫌嫌だだだだとかとかとかとか言言言言ってってってって、、、、町町町町にににに出出出出てきたりてきたりてきたりてきたり、、、、大大大大阪阪阪阪のののの大学大学大学大学にににに通通通通ったりったりったりったり、、、、あとあとあとあと、、、、南南南南アジアとかアジアとかアジアとかアジアとか南南南南北北北北アアアアメメメメリカリカリカリカととととかかかか、、、、放放放放浪浪浪浪してしてしてして歩歩歩歩くんですくんですくんですくんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、大企業大企業大企業大企業にににに就就就就職職職職するけどするけどするけどするけど、、、、まあまあまあまあ、、、、ヤヤヤヤオオオオハハハハンンンンだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、1年年年年もしないでもしないでもしないでもしないで倒倒倒倒産産産産ししししちちちちゃゃゃゃったりったりったりったり、、、、というようなことがあったんですがというようなことがあったんですがというようなことがあったんですがというようなことがあったんですが、、、、結結結結局局局局、、、、彼女彼女彼女彼女がいろいろとがいろいろとがいろいろとがいろいろと、、、、
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例例例例ええええばばばば環境環境環境環境問問問問題題題題ををををややややりたいということでりたいということでりたいということでりたいということで、、、、熱熱熱熱帯帯帯帯雨雨雨雨林林林林破壊破壊破壊破壊のののの現現現現場場場場であるエクアであるエクアであるエクアであるエクアドドドドルにルにルにルに行行行行ったりったりったりったり、、、、ババババングラングラングラングラデデデデシシシシュュュュにずっとにずっとにずっとにずっと通通通通ったりったりったりったり、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのネイテのネイテのネイテのネイティィィィブアブアブアブアメメメメリカリカリカリカンのンのンのンの人人人人たたたたちちちちがががが強強強強制制制制移移移移住住住住をさせらをさせらをさせらをさせられそうになってれそうになってれそうになってれそうになっていたんですけれどもいたんですけれどもいたんですけれどもいたんですけれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、実実実実はははは全部全部全部全部、、、、裏裏裏裏山山山山とかとかとかとか里里里里山山山山のののの活用活用活用活用がががが解解解解決決決決策策策策になるとになるとになるとになるということにいうことにいうことにいうことに気気気気ががががつつつついていていていて、、、、今今今今広広広広島島島島でででで、、、、そういったそういったそういったそういった地域地域地域地域材材材材ややややバイオマスバイオマスバイオマスバイオマス活用活用活用活用のののの活動活動活動活動をしていらっしをしていらっしをしていらっしをしていらっしゃゃゃゃるんでするんでするんでするんです。。。。 

   何何何何でかというとでかというとでかというとでかというと、、、、日日日日本本本本はははは今今今今、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど日日日日本本本本のののの山山山山でででで木木木木材材材材需需需需要要要要をををを賄賄賄賄えるえるえるえるだだだだけのけのけのけの資源資源資源資源量量量量があるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらず、、、、木木木木材材材材のののの 8割割割割をををを輸輸輸輸入入入入していますしていますしていますしています。。。。熱熱熱熱帯帯帯帯雨雨雨雨林林林林のののの破壊破壊破壊破壊というのがというのがというのがというのが、、、、一一一一部部部部ははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり日日日日本本本本がががが、、、、日日日日本本本本のののの山山山山をををを使使使使わずにわずにわずにわずに外外外外からからからから大大大大量量量量にににに輸輸輸輸入入入入してきているしてきているしてきているしてきている、、、、そのせいでもあるそのせいでもあるそのせいでもあるそのせいでもあるわけですわけですわけですわけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、バングラバングラバングラバングラデデデデシシシシュュュュのののの水水水水没没没没、、、、これはこれはこれはこれはややややっっっっぱぱぱぱりりりり温暖温暖温暖温暖化化化化のせいでのせいでのせいでのせいで、、、、海面海面海面海面上上上上昇昇昇昇していしていしていしているからなんでするからなんでするからなんでするからなんです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先進国先進国先進国先進国がせっせとがせっせとがせっせとがせっせと今今今今までまでまでまで化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん使使使使ってきたのがってきたのがってきたのがってきたのが原原原原因因因因であであであであるわけでるわけでるわけでるわけで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、裏裏裏裏のののの山山山山にににに薪薪薪薪になるようなものはいっになるようなものはいっになるようなものはいっになるようなものはいっぱぱぱぱいあるのにいあるのにいあるのにいあるのに、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ中中中中東東東東からからからから運運運運んでんでんでんできたきたきたきた重油重油重油重油とかとかとかとか灯灯灯灯油油油油とかでとかでとかでとかで暖房暖房暖房暖房したりしたりしたりしたり、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを動動動動かしたりしているわけですかしたりしているわけですかしたりしているわけですかしたりしているわけです。。。。そういったものそういったものそういったものそういったものをををを、、、、昔昔昔昔はははは全部全部全部全部里里里里山山山山にあるものでにあるものでにあるものでにあるもので暮暮暮暮らしていたのにらしていたのにらしていたのにらしていたのに、、、、今今今今はそうでなくなっているはそうでなくなっているはそうでなくなっているはそうでなくなっている。。。。このインこのインこのインこのインディディディディアアアアンのンのンのンの人人人人たたたたちちちちというのはというのはというのはというのは、、、、石石石石炭炭炭炭のののの鉱鉱鉱鉱脈脈脈脈があるからそこからがあるからそこからがあるからそこからがあるからそこから移移移移住住住住させられそうになっているわけですさせられそうになっているわけですさせられそうになっているわけですさせられそうになっているわけです。。。。それもそれもそれもそれも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料というのをとってくるというのをとってくるというのをとってくるというのをとってくる現現現現場場場場というのはというのはというのはというのは、、、、ほほほほかのかのかのかの鉱鉱鉱鉱山山山山もそもそもそもそうなんですけうなんですけうなんですけうなんですけれどもれどもれどもれども、、、、かなりいろんなかなりいろんなかなりいろんなかなりいろんな社会社会社会社会問問問問題題題題やややや環境環境環境環境問問問問題題題題というのがというのがというのがというのが発発発発生生生生していますしていますしていますしています。。。。そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを、、、、結結結結局局局局、、、、裏裏裏裏のののの山山山山とかとかとかとか里里里里山山山山がががが全全全全然然然然利用利用利用利用されてこなかったされてこなかったされてこなかったされてこなかった、、、、それをそれをそれをそれを利用利用利用利用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、こういったもこういったもこういったもこういったものというのにのというのにのというのにのというのに、、、、何何何何もできないともできないともできないともできないと思思思思っていたけどっていたけどっていたけどっていたけど、、、、実実実実はできるんはできるんはできるんはできるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ということでということでということでということで、、、、彼女彼女彼女彼女ももももややややっていますしっていますしっていますしっていますし、、、、これはすこれはすこれはすこれはすべべべべてててて日日日日本本本本のののの山山山山にににに共共共共通通通通するするするする問問問問題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展のののの要素要素要素要素ということでということでということでということで、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、どんなものかどんなものかどんなものかどんなものか。。。。1 つつつつはははは、、、、地域地域地域地域生態系生態系生態系生態系のののの維維維維持持持持・・・・活用活用活用活用。。。。ここでここでここでここで非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは、、、、日日日日本本本本にはにはにはには里里里里山山山山というというというという伝統伝統伝統伝統ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。里里里里山山山山といといといというのはうのはうのはうのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりすりすりすりすごごごごくすくすくすくすぐぐぐぐれていてれていてれていてれていて、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと海海海海外外外外のののの例例例例なんかをなんかをなんかをなんかを見見見見てもてもてもても、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形でででで、、、、先先先先ほほほほどどどどほほほほんとんとんとんとうにニうにニうにニうにニココココルさんがルさんがルさんがルさんが詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話しになったんですけれどもしになったんですけれどもしになったんですけれどもしになったんですけれども、、、、日日日日本本本本人人人人というのはずっとそういったというのはずっとそういったというのはずっとそういったというのはずっとそういった山山山山ををををちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、森森森森をををを生生生生きききき生生生生きときときときと、、、、生態系生態系生態系生態系というかというかというかというか、、、、いろんないろんないろんないろんな動動動動物物物物がががが生生生生きていけるようきていけるようきていけるようきていけるようなななな形形形形でででで、、、、そしてそしてそしてそして人人人人もももも使使使使うということをうということをうということをうということをややややってきましたってきましたってきましたってきました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、ここここここここ数十数十数十数十年年年年でかなりすたれていでかなりすたれていでかなりすたれていでかなりすたれていますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、それをそれをそれをそれを活用活用活用活用していくということですしていくということですしていくということですしていくということです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、食食食食糧糧糧糧、、、、あとあとあとあと木木木木材材材材とととというのがここにいうのがここにいうのがここにいうのがここに抜抜抜抜けているんですがけているんですがけているんですがけているんですが、、、、それをそれをそれをそれを地域地域地域地域でできるでできるでできるでできるだだだだけけけけ自自自自給給給給していくしていくしていくしていく。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを自自自自給給給給するとするとするとすると、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でおでおでおでお金金金金がががが回回回回るわけでするわけでするわけでするわけですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ガガガガソソソソリリリリンというかンというかンというかンというか、、、、普通普通普通普通のののの灯灯灯灯油油油油・・・・石石石石油油油油をををを使使使使ったりするとったりするとったりするとったりすると、、、、中中中中東東東東のののの産産産産油油油油国国国国にににに払払払払ったったったった代金代金代金代金というのがあるというのがあるというのがあるというのがある程程程程度度度度行行行行きますしきますしきますしきますし、、、、あとはあとはあとはあとは東京東京東京東京都都都都とかとかとかとか、、、、大都会大都会大都会大都会のののの製製製製油油油油関係関係関係関係のののの会社会社会社会社とかにとかにとかにとかに行行行行ったりとかしましてったりとかしましてったりとかしましてったりとかしまして、、、、地域地域地域地域にはおにはおにはおにはお金金金金はははは回回回回りりりりませんませんませんません。。。。でもでもでもでも、、、、例例例例ええええばばばば、、、、真庭真庭真庭真庭ででででややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように、、、、地域地域地域地域のバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスを使使使使ええええばばばば、、、、払払払払ったったったったおおおお金金金金というのはというのはというのはというのは地域地域地域地域にににに回回回回っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。食食食食べべべべるものもそうでするものもそうでするものもそうでするものもそうです。。。。そういったそういったそういったそういった形形形形でででで、、、、地域地域地域地域でででで回回回回してしてしてしていくというのがいくというのがいくというのがいくというのがややややっっっっぱぱぱぱりりりり重要重要重要重要なななな課課課課題題題題になりますになりますになりますになります。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり食食食食べべべべていけるていけるていけるていける産業産業産業産業、、、、これをどこれをどこれをどこれをどううううつつつつくるかですくるかですくるかですくるかです。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものをややややりながらりながらりながらりながら食食食食べべべべていけるていけるていけるていける産業産業産業産業ををををつつつつくるということでくるということでくるということでくるということで、、、、地域資地域資地域資地域資源源源源のののの活用活用活用活用をするをするをするをする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化をいかにするかをいかにするかをいかにするかをいかにするか、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化をいかにをいかにをいかにをいかに図図図図るかるかるかるか。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なのがなのがなのがなのがツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム。。。。観観観観光光光光というかというかというかというか、、、、ググググリリリリーンーンーンーンツツツツーーーーリリリリズムといズムといズムといズムというかうかうかうか、、、、たたたただだだだ見見見見てててて歩歩歩歩くくくくだだだだけのけのけのけの観観観観光光光光ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、プラスプラスプラスプラス体体体体験験験験であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、食食食食であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、健康健康健康健康であるであるであるであるとかとかとかとか、、、、参加参加参加参加であるとかであるとかであるとかであるとか。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった、、、、例例例例ええええばばばば、、、、棚棚棚棚田田田田のオーナーのオーナーのオーナーのオーナー制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、菜菜菜菜のののの花花花花だだだだとかとかとかとか、、、、大大大大豆豆豆豆だだだだとかとかとかとか、、、、いろんなのがありますいろんなのがありますいろんなのがありますいろんなのがあります。。。。そういったものであるとかそういったものであるとかそういったものであるとかそういったものであるとか、、、、フフフファァァァンンンンドドドド。。。。備備備備前前前前バイオマスフバイオマスフバイオマスフバイオマスファァァァンンンン
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ドドドドというのがというのがというのがというのが最最最最近岡山近岡山近岡山近岡山でででで始始始始まっているんですけれどもまっているんですけれどもまっているんですけれどもまっているんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは市民市民市民市民とかからとかからとかからとかから出出出出資資資資をををを募募募募りりりり、、、、環境環境環境環境省省省省とかのとかのとかのとかの補補補補助助助助金金金金もあるんですがもあるんですがもあるんですがもあるんですが、、、、それでおそれでおそれでおそれでお金金金金をあるをあるをあるをある程程程程度度度度ストックしてストックしてストックしてストックして、、、、公共公共公共公共施設施設施設施設だだだだとかとかとかとか、、、、個個個個人人人人のののの家家家家だだだだとかとかとかとか、、、、企業企業企業企業とかでとかでとかでとかでペペペペレレレレットストーブとかをットストーブとかをットストーブとかをットストーブとかを入入入入れたいなとれたいなとれたいなとれたいなと思思思思ってもってもってもっても、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと割割割割高高高高だだだだというとこというとこというとこというところにろにろにろにリリリリースースースース事業事業事業事業をををを行行行行うんですうんですうんですうんです。。。。リリリリースをースをースをースを行行行行ってってってって、、、、そこのそこのそこのそこの利用利用利用利用者者者者はそのはそのはそのはそのリリリリースースースース代代代代をををを払払払払うううう。。。。そのそのそのそのリリリリーーーースススス代代代代でフでフでフでファァァァンンンンドドドドにににに出出出出資資資資したしたしたした人人人人へへへへのののの配配配配当当当当をををを出出出出すというすというすというすというふふふふうなうなうなうな仕仕仕仕組組組組みですみですみですみです。。。。そういったものとかそういったものとかそういったものとかそういったものとか、、、、リリリリピピピピーターづくりということでーターづくりということでーターづくりということでーターづくりということで、、、、こういったオーナーこういったオーナーこういったオーナーこういったオーナー制制制制度度度度とかとかとかとか、、、、かかわりをもかかわりをもかかわりをもかかわりをもつつつつ事業事業事業事業をするとをするとをするとをすると、、、、一一一一度度度度行行行行ったきりのったきりのったきりのったきりの観観観観光光光光客客客客じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、何何何何度度度度もももも何何何何度度度度もそこにもそこにもそこにもそこに通通通通うううう、、、、愛愛愛愛着着着着をををを持持持持ったったったった人人人人たたたたちちちちがががが出出出出るるるる。。。。それそれそれそれはまたはまたはまたはまた、、、、このオーナーこのオーナーこのオーナーこのオーナー制制制制度度度度だだだだとかとかとかとか、、、、フフフファァァァンンンンドだドだドだドだとかというのはとかというのはとかというのはとかというのは住住住住民民民民のののの人人人人たたたたちちちちでもいいわけですでもいいわけですでもいいわけですでもいいわけです。。。。住住住住民自身民自身民自身民自身のののの人人人人たたたたちちちちがここのがここのがここのがここの地域地域地域地域にいかにもっとかかわるかということをしていくにいかにもっとかかわるかということをしていくにいかにもっとかかわるかということをしていくにいかにもっとかかわるかということをしていく中中中中でででで、、、、こういっこういっこういっこういったたたた動動動動きというかきというかきというかきというか、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展というのはというのはというのはというのは回回回回っていくということですっていくということですっていくということですっていくということです。。。。住住住住民民民民参加参加参加参加、、、、最最最最大大大大のののの地域地域地域地域資源資源資源資源はははは「「「「人人人人」」」」であるとであるとであるとであると。。。。だだだだからからからから、、、、人人人人がどうがどうがどうがどう動動動動くかくかくかくか、、、、活用活用活用活用するかするかするかするか、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番ののののポポポポイントになってイントになってイントになってイントになってきますきますきますきます。。。。 ピピピピークオイルークオイルークオイルークオイル論論論論とかとかとかとか、、、、鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源のののの逼迫逼迫逼迫逼迫とかとかとかとか、、、、木木木木材材材材資源資源資源資源とかとかとかとか、、、、漁漁漁漁業資源業資源業資源業資源もももも今今今今とてもとてもとてもとても減減減減っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。マグロとかのマグロとかのマグロとかのマグロとかの問問問問題題題題がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども、、、、このこのこのこの 50 年年年年間間間間でででで人人人人間間間間はははは人人人人間間間間がよくがよくがよくがよく食食食食べべべべるるるる魚魚魚魚のののの 90％％％％ををををとってしまったそうですとってしまったそうですとってしまったそうですとってしまったそうです。。。。もうもうもうもう枯渇枯渇枯渇枯渇しかけているんですしかけているんですしかけているんですしかけているんですねねねね。。。。そういったそういったそういったそういった形形形形。。。。それからそれからそれからそれから、、、、気候変気候変気候変気候変動動動動、、、、人口人口人口人口増増増増加加加加、、、、バイオバイオバイオバイオ燃燃燃燃料料料料需需需需要要要要増増増増加加加加、、、、食食食食糧価糧価糧価糧価格格格格のののの上上上上昇昇昇昇、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうないろんなものがうないろんなものがうないろんなものがうないろんなものが今今今今吹吹吹吹きききき出出出出してしてしてしているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。ななななぜぜぜぜ持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展がががが必要必要必要必要かということにはかということにはかということにはかということには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこういったりこういったりこういったりこういった背背背背景景景景があがあがあがあるるるる。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄システムからシステムからシステムからシステムから距離距離距離距離をををを置置置置くということくということくということくということ、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう、、、、続続続続かないかないかないかないのはわかっているわけですのはわかっているわけですのはわかっているわけですのはわかっているわけです。。。。長長長長くはくはくはくは続続続続かずかずかずかず、、、、いずれいずれいずれいずれ転転転転換換換換せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。もうもうもうもう今今今今、、、、こういったこういったこういったこういった気気気気配配配配はははは出出出出始始始始めていますめていますめていますめています。。。。私私私私がががが恐恐恐恐れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、いきなりいきなりいきなりいきなりハハハハーーーードドドドランランランランディディディディングでングでングでングで、、、、例例例例ええええばばばば石石石石油油油油ショッショッショッショックというのがクというのがクというのがクというのが以以以以前前前前、、、、何何何何回回回回かありましたけれどもかありましたけれどもかありましたけれどもかありましたけれども、、、、ドドドドーンといきなりーンといきなりーンといきなりーンといきなり来来来来ちちちちゃゃゃゃうんうんうんうんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり少少少少しずしずしずしずつつつつ準準準準備備備備しておくしておくしておくしておくほほほほうがうがうがうが、、、、いろんないろんないろんないろんな意意意意味味味味でずっとでずっとでずっとでずっと楽楽楽楽だだだだしししし、、、、試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤もできるしもできるしもできるしもできるし、、、、被被被被害害害害もももも少少少少ないしないしないしないし、、、、ややややりりりりややややすいわけですすいわけですすいわけですすいわけです。。。。だだだだからからからから、、、、今今今今までずっとまでずっとまでずっとまでずっと見見見見ぬぬぬぬふふふふりをしてりをしてりをしてりをして、、、、いろんなことあるんいろんなことあるんいろんなことあるんいろんなことあるんだだだだけどけどけどけど、、、、知知知知らないらないらないらないふふふふりりりり、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじでででで、、、、今今今今のののの生生生生活活活活がががが便便便便利利利利だだだだからというのでからというのでからというのでからというので、、、、今今今今までのまでのまでのまでの延延延延長長長長ででででややややるるるるんんんんじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり今今今今のののの仕仕仕仕組組組組みはおかしいみはおかしいみはおかしいみはおかしい、、、、それをそれをそれをそれを変変変変えていこうということをえていこうということをえていこうということをえていこうということを少少少少しずしずしずしずつつつつでもでもでもでもややややっていくっていくっていくっていく、、、、それがそれがそれがそれが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。まあまあまあまあ、、、、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進、、、、それからそれからそれからそれからリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リユリユリユリユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル。。。。まずまずまずまず、、、、あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも大大大大量量量量にににに使使使使っているのでっているのでっているのでっているので、、、、これをまずこれをまずこれをまずこれをまず減減減減らしていくというこらしていくというこらしていくというこらしていくということもともともとも必要必要必要必要ですですですです。。。。ということでということでということでということで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会ということですということですということですということです。。。。 バイオスバイオスバイオスバイオス利用利用利用利用とととと持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、よいバイオマスとよいバイオマスとよいバイオマスとよいバイオマスと悪悪悪悪いバイオマスといういバイオマスといういバイオマスといういバイオマスというふふふふうにうにうにうに言言言言っていますっていますっていますっています。。。。よいバイオマスというのはよいバイオマスというのはよいバイオマスというのはよいバイオマスというのは、、、、持続的持続的持続的持続的でででで、、、、低低低低環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷でででで、、、、地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消でででで、、、、自自自自立型立型立型立型のののの地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展にににに役役役役立立立立つつつつバイオマスでバイオマスでバイオマスでバイオマスですすすす。。。。悪悪悪悪いバイオマスというのはいバイオマスというのはいバイオマスというのはいバイオマスというのは、、、、非非非非持続的持続的持続的持続的でででで、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷がががが高高高高くてくてくてくて、、、、そしてそしてそしてそして社会的社会的社会的社会的なななな問問問問題題題題をををを起起起起こしたりこしたりこしたりこしたり、、、、生態系生態系生態系生態系のののの破壊破壊破壊破壊をもたらすバイオマスですをもたらすバイオマスですをもたらすバイオマスですをもたらすバイオマスです。。。。ババババイオマスイオマスイオマスイオマス利用利用利用利用がががが増増増増えてもえてもえてもえても、、、、非非非非持続的持続的持続的持続的なものではなものではなものではなものでは意意意意味味味味がないわけですがないわけですがないわけですがないわけです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオなバイオなバイオなバイオマスをマスをマスをマスを 3つつつつのののの要素要素要素要素にににに分分分分けるとけるとけるとけると、、、、経済的経済的経済的経済的、、、、社会的社会的社会的社会的、、、、環境環境環境環境面面面面というというというというふふふふうにうにうにうに 3つつつつにににに分分分分かれますかれますかれますかれます。。。。 ちちちちょょょょっとバイオっとバイオっとバイオっとバイオ燃燃燃燃料料料料のののの話話話話をしてまたをしてまたをしてまたをしてまた戻戻戻戻ってきたいとってきたいとってきたいとってきたいと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、バイオバイオバイオバイオ燃燃燃燃料料料料はははは、、、、こうこうこうこういったいったいったいった形形形形でででで今今今今非非非非常常常常にににに広広広広がっているがっているがっているがっている。。。。たたたただだだだ、、、、日日日日本本本本政府政府政府政府はははは 50 万万万万キキキキロロロロリリリリットルというットルというットルというットルという目目目目標標標標をををを立立立立てたけてたけてたけてたけれどもれどもれどもれども、、、、9 割割割割以以以以上上上上はははは輸輸輸輸入入入入になってしまうになってしまうになってしまうになってしまうだだだだろうろうろうろう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今輸輸輸輸入入入入がががが可能可能可能可能なのはなのはなのはなのは、、、、ブラジルのエタブラジルのエタブラジルのエタブラジルのエタノールとノールとノールとノールと、、、、ママママレレレレーシアーシアーシアーシア、、、、インインインインドドドドネシアからのパームオイルにネシアからのパームオイルにネシアからのパームオイルにネシアからのパームオイルにほほほほぼぼぼぼ限限限限られてしまいますられてしまいますられてしまいますられてしまいます。。。。 パームオイルというのがパームオイルというのがパームオイルというのがパームオイルというのが大大大大問問問問題題題題なのでなのでなのでなので今今今今我我我我々々々々ははははややややっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、このバイオこのバイオこのバイオこのバイオ燃燃燃燃料料料料はははは、、、、



 217

ググググリリリリーンーンーンーンだだだだとかとかとかとか、、、、環境環境環境環境だだだだとかってとかってとかってとかって言言言言われていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれどもわれていますけれども、、、、実実実実はははは、、、、これがこれがこれがこれがボボボボルネオルネオルネオルネオ島島島島とかスマトとかスマトとかスマトとかスマトララララ島島島島のののの熱熱熱熱帯帯帯帯林林林林減少減少減少減少のののの主主主主要要要要因因因因のののの 1つつつつになっているんですになっているんですになっているんですになっているんです。。。。後後後後でででで写写写写真真真真もももも出出出出しますがしますがしますがしますが、、、、土土土土地地地地問問問問題題題題だだだだとかとかとかとか、、、、児童労児童労児童労児童労働働働働がががが行行行行われていたりとかわれていたりとかわれていたりとかわれていたりとか、、、、農農農農薬薬薬薬によるによるによるによる健康健康健康健康被被被被害害害害があったりとかがあったりとかがあったりとかがあったりとか、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの問問問問題題題題がががが多多多多発発発発ししししているているているている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、すすすすべべべべてのパームオイルがこうてのパームオイルがこうてのパームオイルがこうてのパームオイルがこうなっているわけではなくてなっているわけではなくてなっているわけではなくてなっているわけではなくて、、、、そういうものもあるそういうものもあるそういうものもあるそういうものもあるということですということですということですということです。。。。あとあとあとあと、、、、残残残残渣渣渣渣からからからからメメメメタンがタンがタンがタンが出出出出ていたりていたりていたりていたり、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ。。。。パームというのはパームというのはパームというのはパームというのは、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも食食食食用用用用としてとしてとしてとして使使使使われているんですけれどもわれているんですけれどもわれているんですけれどもわれているんですけれども、、、、価価価価格格格格がががが上上上上昇昇昇昇ししししちちちちゃゃゃゃっているというっているというっているというっているという問問問問題題題題もありますもありますもありますもあります。。。。ししししかしかしかしかし、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、プランテーションプランテーションプランテーションプランテーション開発開発開発開発のののの前前前前でででで、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな熱熱熱熱帯帯帯帯林林林林。。。。 これがこれがこれがこれが、、、、開発開発開発開発するためにするためにするためにするために全部全部全部全部切切切切っっっっちちちちゃゃゃゃったんですったんですったんですったんです。。。。さっきのようなさっきのようなさっきのようなさっきのような森森森森だだだだったわけなんですけれどったわけなんですけれどったわけなんですけれどったわけなんですけれどもももも。。。。ここにここにここにここに、、、、このこのこのこの後後後後、、、、パームオイルのパームオイルのパームオイルのパームオイルの木木木木だだだだけをけをけをけを植植植植えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。 非非非非常常常常にににに広広広広いいいい範範範範囲囲囲囲でででで開発開発開発開発をするんですをするんですをするんですをするんですねねねね。。。。 これこれこれこれははははボボボボルネオルネオルネオルネオ島島島島なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、1900 年年年年代代代代にはにはにはには、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、ほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが木木木木でででで覆覆覆覆われてわれてわれてわれていていていていて、、、、80 年年年年代代代代ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに減減減減っているのはっているのはっているのはっているのは木木木木材材材材のためのためのためのためだだだだったんですったんですったんですったんです。。。。そのそのそのその後後後後にににに減減減減っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、今今今今度度度度、、、、パームのパームのパームのパームの農園農園農園農園とかがとかがとかがとかが大大大大きいんですけれどもきいんですけれどもきいんですけれどもきいんですけれども、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん減減減減ってってってって、、、、2020 年年年年にはこれにはこれにはこれにはこれだだだだけしかけしかけしかけしか、、、、ほほほほとんどなくなってしまうというとんどなくなってしまうというとんどなくなってしまうというとんどなくなってしまうというふふふふうにうにうにうに恐恐恐恐れられていますれられていますれられていますれられています。。。。 こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、児童労児童労児童労児童労働働働働なんかもなんかもなんかもなんかも行行行行われていてわれていてわれていてわれていて、、、、非非非非常常常常にににに社会的社会的社会的社会的なななな問問問問題題題題でもあるとでもあるとでもあるとでもあると。。。。 ということでということでということでということで、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを使使使使うといってもうといってもうといってもうといっても、、、、今今今今言言言言ったようなったようなったようなったような非非非非常常常常にににに問問問問題題題題のあるものをどんどのあるものをどんどのあるものをどんどのあるものをどんどんんんん使使使使うのがいいかというのはうのがいいかというのはうのがいいかというのはうのがいいかというのはちちちちょょょょっとっとっとっと違違違違ううううとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 

            食食食食糧糧糧糧とのとのとのとの競競競競合合合合のののの問問問問題題題題ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりり非非非非常常常常にありますにありますにありますにあります。。。。そのそのそのその対対対対処処処処法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物バイオマスとかバイオマスとかバイオマスとかバイオマスとか、、、、余余余余剰剰剰剰作作作作物物物物のののの利用利用利用利用、、、、それからそれからそれからそれから休休休休耕耕耕耕地地地地、、、、耕作耕作耕作耕作放放放放棄棄棄棄地地地地でのでのでのでの生生生生産産産産、、、、食食食食糧糧糧糧とととと同時同時同時同時にににに生生生生産産産産、、、、それからそれからそれからそれから食食食食糧糧糧糧生生生生産産産産にににに向向向向かないかないかないかない土土土土地地地地でのでのでのでの生生生生産産産産なんかはなんかはなんかはなんかは一一一一応応応応あるんですけどあるんですけどあるんですけどあるんですけど、、、、実際実際実際実際にはにはにはには、、、、今今今今トトトトウウウウモロモロモロモロココココシとかシとかシとかシとか、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビとかとかとかとか、、、、食食食食糧糧糧糧とととと競競競競合合合合するするするする原原原原料料料料でででで生生生生産産産産されていますされていますされていますされています。。。。 あとあとあとあと、、、、木木木木材材材材もももも、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども出出出出てきたんですけれどもてきたんですけれどもてきたんですけれどもてきたんですけれども、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能でないでないでないでない悪悪悪悪いバイオマスのいバイオマスのいバイオマスのいバイオマスの例例例例なんでなんでなんでなんですがすがすがすが、、、、日日日日本本本本のののの輸輸輸輸入木入木入木入木材材材材のののの 2割割割割からからからから 8割割割割ってってってって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、よくわからないんですがよくわからないんですがよくわからないんですがよくわからないんですが、、、、かなりかなりかなりかなり多多多多いいいい量量量量というのはというのはというのはというのは違違違違法法法法伐伐伐伐採採採採のののの木木木木材材材材。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、法法法法律律律律にににに違違違違反反反反してしてしてして、、、、ほほほほんとうはんとうはんとうはんとうは切切切切っっっっちちちちゃゃゃゃいけないところのいけないところのいけないところのいけないところの木木木木をををを切切切切っているとかっているとかっているとかっているとか、、、、例例例例ええええばばばば、、、、植植植植林林林林をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないのにいけないのにいけないのにいけないのに、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが行行行行われていないわれていないわれていないわれていないとかとかとかとか、、、、そういったそういったそういったそういった木木木木がががが来来来来ているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。特特特特にインにインにインにインドドドドネシアからのネシアからのネシアからのネシアからの輸輸輸輸入入入入材材材材はははは 7割割割割がががが違違違違法法法法伐伐伐伐採採採採だだだだとととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。 こういったのはよくこういったのはよくこういったのはよくこういったのはよく見見見見るとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。 ロシアのロシアのロシアのロシアの北方北方北方北方材材材材というのもというのもというのもというのも相当来相当来相当来相当来ているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、ややややはりいろんなはりいろんなはりいろんなはりいろんな問問問問題題題題をををを生生生生んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 これもこれもこれもこれも、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと管管管管理理理理したところのしたところのしたところのしたところの木木木木をををを持持持持ってきているというかってきているというかってきているというかってきているというか、、、、使使使使っているっているっているっているケケケケースもあるのースもあるのースもあるのースもあるのでででで、、、、全部全部全部全部ではないんですがではないんですがではないんですがではないんですが、、、、かなりかなりかなりかなり多多多多いいいい。。。。ここここういったものにういったものにういったものにういったものに対対対対してしてしてして、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも改改改改正正正正ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入法法法法によりによりによりにより、、、、公公公公的的的的機機機機関関関関ににににつつつついてはいてはいてはいては合合合合法法法法性性性性のののの確確確確認認認認がががが義義義義務務務務づけられるようになりましたづけられるようになりましたづけられるようになりましたづけられるようになりました。。。。 またまたまたまた、、、、RPS 法法法法のののの改改改改正正正正、、、、電電電電力会社力会社力会社力会社にににに新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用をををを義義義義務務務務づけるづけるづけるづける法法法法律律律律でででで RPS 法法法法というのがあというのがあというのがあというのがあってってってって、、、、このこのこのこの義義義義務務務務量量量量引引引引きききき上上上上げげげげがががが今今今今度度度度 2 月月月月ににににほほほほぼぼぼぼ決決決決まったんですけれどもまったんですけれどもまったんですけれどもまったんですけれども、、、、これがこれがこれがこれが大体大体大体大体バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスのほほほほうにうにうにうに行行行行くくくくだだだだろうとろうとろうとろうと。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利用利用利用利用がががが相当相当相当相当、、、、建建建建設設設設廃廃廃廃材材材材というというというという逆逆逆逆有有有有償償償償のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを使使使使っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、これがもうあまりないのでこれがもうあまりないのでこれがもうあまりないのでこれがもうあまりないので、、、、輸輸輸輸入入入入してくるバイオマスがしてくるバイオマスがしてくるバイオマスがしてくるバイオマスが増増増増えてくるんえてくるんえてくるんえてくるんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという心心心心配配配配がされていますがされていますがされていますがされています。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、真庭真庭真庭真庭ででででややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように、、、、製材製材製材製材廃廃廃廃材材材材であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、林林林林地地地地残材残材残材残材をそのままをそのままをそのままをそのまま燃燃燃燃ややややすというのはすというのはすというのはすというのは経済的経済的経済的経済的になかなかになかなかになかなかになかなかペペペペイしないとイしないとイしないとイしないと思思思思いますのいますのいますのいますの
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でででで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりいかにりいかにりいかにりいかに建建建建材材材材としてとしてとしてとして製材製材製材製材してしてしてして売売売売るかるかるかるか、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに一一一一緒緒緒緒にににに樹樹樹樹皮皮皮皮だだだだとかとかとかとか端端端端材材材材だだだだとかがとかがとかがとかが出出出出るるるるからからからから、、、、それをエネルそれをエネルそれをエネルそれをエネルギギギギーーーー利用利用利用利用するというようなするというようなするというようなするというような形形形形でのでのでのでの供給供給供給供給をををを増増増増ややややしていかないとしていかないとしていかないとしていかないと、、、、せっかくこうせっかくこうせっかくこうせっかくこういういういういう法法法法律律律律ができてもができてもができてもができても、、、、結結結結局局局局そういったそういったそういったそういった日日日日本本本本のののの山山山山ののののほほほほうにはうにはうにはうには貢献貢献貢献貢献しないというしないというしないというしないという形形形形になってしまいかになってしまいかになってしまいかになってしまいかねねねねないんですないんですないんですないんです。。。。 日日日日本本本本のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス利用利用利用利用のののの問問問問題題題題点点点点。。。。普通普通普通普通はははは、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用ににににつつつついていていていて地域地域地域地域でおでおでおでお話話話話しするときはこしするときはこしするときはこしするときはこういったおういったおういったおういったお話話話話からするんですけからするんですけからするんですけからするんですけどどどど、、、、真庭真庭真庭真庭のののの場場場場合合合合はははは、、、、そのそのそのその辺辺辺辺皆皆皆皆さんよくわかっていらっしさんよくわかっていらっしさんよくわかっていらっしさんよくわかっていらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと短短短短めにめにめにめに話話話話しますしますしますします。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用施設利用施設利用施設利用施設のののの多多多多くというのはくというのはくというのはくというのは、、、、特特特特にににに日日日日本本本本ででででややややっているっているっているっている、、、、自治自治自治自治体体体体とかとかとかとか、、、、第第第第三三三三セセセセクターさんとかクターさんとかクターさんとかクターさんとか、、、、それからそれからそれからそれから森森森森林組林組林組林組合合合合さんがさんがさんがさんがややややっているっているっているっているケケケケースースースース。。。。民民民民間間間間ががががややややっているっているっているっているケケケケースはここまでースはここまでースはここまでースはここまでひひひひどくはないんですがどくはないんですがどくはないんですがどくはないんですが、、、、多多多多くでくでくでくで採採採採算算算算がとれていないがとれていないがとれていないがとれていない、、、、原原原原料料料料がががが計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり集集集集まらまらまらまらないないないない、、、、休休休休・・・・停停停停止止止止しているというしているというしているというしているという現現現現状状状状がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその原原原原因因因因としてはとしてはとしてはとしては、、、、地域地域地域地域のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス資源資源資源資源賦賦賦賦存存存存量量量量とととと実際実際実際実際にににに利用可能利用可能利用可能利用可能なななな量量量量とかとかとかとか大大大大きなきなきなきな差差差差があるがあるがあるがある。。。。現現現現時時時時点点点点ではではではでは、、、、状況状況状況状況がそろわなけれがそろわなけれがそろわなけれがそろわなければばばば事業事業事業事業をををを軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗せることはかなりせることはかなりせることはかなりせることはかなり難難難難ししししいいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーバランスがーバランスがーバランスがーバランスが悪悪悪悪いいいいケケケケースースースース。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーバランスーバランスーバランスーバランスってってってって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、投入投入投入投入したしたしたした、、、、そこまでにかかるエネルそこまでにかかるエネルそこまでにかかるエネルそこまでにかかるエネルギギギギーーーー、、、、運運運運んできたりんできたりんできたりんできたり、、、、プロプロプロプロセセセセスでスでスでスで、、、、工場工場工場工場でででで使使使使うエネルうエネルうエネルうエネルギギギギーとかなんですけれどもーとかなんですけれどもーとかなんですけれどもーとかなんですけれども、、、、それとそれとそれとそれと、、、、出出出出てきたてきたてきたてきた、、、、例例例例ええええばばばば発発発発電電電電をするとかをするとかをするとかをするとか、、、、生生生生産産産産物物物物にににに出出出出てくるエネルてくるエネルてくるエネルてくるエネルギギギギーとのバランスがーとのバランスがーとのバランスがーとのバランスが悪悪悪悪いというかいというかいというかいというか、、、、投入投入投入投入量量量量ののののほほほほうがうがうがうが多多多多いいいいケケケケースースースース、、、、そういったそういったそういったそういった場場場場合合合合とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも見見見見合合合合わないものになっていますわないものになっていますわないものになっていますわないものになっています。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、我我我我々々々々にににに何何何何ができるのかということなんですけれどもができるのかということなんですけれどもができるのかということなんですけれどもができるのかということなんですけれども、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオマスなバイオマスなバイオマスなバイオマス、、、、よいバイよいバイよいバイよいバイオマスをオマスをオマスをオマスをちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと区区区区別別別別してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどのようなどのようなどのようなどのような輸輸輸輸入物入物入物入物のパームのパームのパームのパームオイルとオイルとオイルとオイルと、、、、例例例例ええええばばばば地域地域地域地域でででで未未未未利用利用利用利用のののの廃廃廃廃食油食油食油食油をををを集集集集めたバイオめたバイオめたバイオめたバイオディディディディーゼルはーゼルはーゼルはーゼルは全全全全くくくく意意意意味味味味がががが違違違違うわけですようわけですようわけですようわけですよ。。。。そういったものはそういったものはそういったものはそういったものは、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと違違違違ううううんんんんだだだだということをということをということをということを区区区区別別別別してしてしてして使使使使うううう、、、、選選選選択択択択的的的的にににに利用利用利用利用やややや購購購購入入入入をするをするをするをする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入とかとかとかとか、、、、調調調調達達達達のののの中中中中にこのにこのにこのにこの持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオマスというものをなバイオマスというものをなバイオマスというものをなバイオマスというものをちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと入入入入れていくれていくれていくれていく。。。。まあまあまあまあ、、、、あとあとあとあと、、、、炭炭炭炭素素素素ククククレレレレジジジジットとかットとかットとかットとか、、、、ググググリリリリーンーンーンーン証証証証書書書書とかとかとかとか、、、、CSR とかとかとかとか、、、、LOHAS というというというという人人人人たたたたちちちちにににに、、、、こういったこういったこういったこういった形形形形でアでアでアでアピピピピールしールしールしールしていくこともていくこともていくこともていくことも重要重要重要重要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 よいよいよいよい循環循環循環循環をいかにをいかにをいかにをいかにつつつつくるかくるかくるかくるか。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか地域地域地域地域のそういったのそういったのそういったのそういった持続可能持続可能持続可能持続可能なバイオマスというのはなバイオマスというのはなバイオマスというのはなバイオマスというのは割割割割高高高高になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうとかかかか。。。。たたたただだだだ、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話はははは、、、、よそのよそのよそのよその地域地域地域地域ではするんですけどではするんですけどではするんですけどではするんですけど、、、、このこのこのこの真庭真庭真庭真庭ではではではではちちちちょょょょっとっとっとっと例外例外例外例外なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスをちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと安安安安くでくでくでくで回回回回しているというしているというしているというしているという、、、、全全全全国国国国でもまれなでもまれなでもまれなでもまれな地域地域地域地域なのなのなのなのでででで、、、、これはこれはこれはこれは、、、、よそのよそのよそのよその地域地域地域地域ではこういうではこういうではこういうではこういう話話話話をしていますというをしていますというをしていますというをしていますというぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思ううううんですがんですがんですがんですが、、、、市市市市場場場場をををを拡大拡大拡大拡大しながらしながらしながらしながら、、、、一方一方一方一方ではグではグではグではグリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入みたいなことをしたりみたいなことをしたりみたいなことをしたりみたいなことをしたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは法法法法律律律律的的的的なフォローのためのいろんななフォローのためのいろんななフォローのためのいろんななフォローのためのいろんな制制制制度度度度ををををつつつつくったりしながらよいくったりしながらよいくったりしながらよいくったりしながらよい循環循環循環循環ををををつつつつくっていこうというくっていこうというくっていこうというくっていこうという話話話話ですですですです。。。。 まとめなんですけれどもまとめなんですけれどもまとめなんですけれどもまとめなんですけれども、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用というのはというのはというのはというのは、、、、よくありがよくありがよくありがよくありがちちちちなんですがなんですがなんですがなんですが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域発展地域発展地域発展地域発展のののの 1つつつつのののの手手手手段段段段であってであってであってであって、、、、目目目目的的的的ではないではないではないではない。。。。地域地域地域地域のののの自治体自治体自治体自治体なんかのなんかのなんかのなんかの方方方方ではではではでは、、、、バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンとかあるんですけれどもンとかあるんですけれどもンとかあるんですけれどもンとかあるんですけれども、、、、まずまずまずまず、「、「、「、「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、ややややらなくっらなくっらなくっらなくっちちちちゃゃゃゃ」」」」というのがあまりにもというのがあまりにもというのがあまりにもというのがあまりにも頭頭頭頭にににに来来来来てしまいましててしまいましててしまいましててしまいまして、、、、もうもうもうもう「「「「バイオマスありきバイオマスありきバイオマスありきバイオマスありき！！！！」」」」というというというというふふふふうになっうになっうになっうになっちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、バイオマスをとにバイオマスをとにバイオマスをとにバイオマスをとにかくかくかくかく使使使使うんうんうんうんだだだだということにということにということにということに意識意識意識意識がががが集集集集中中中中してしまうあまりしてしまうあまりしてしまうあまりしてしまうあまり、、、、すすすすごごごごくくくくココココストがストがストがストが高高高高くなっくなっくなっくなっちちちちゃゃゃゃうとかうとかうとかうとか、、、、いろんなことにいろんなことにいろんなことにいろんなことに目目目目ををををつつつつぶぶぶぶってってってって、、、、実際施設実際施設実際施設実際施設ををををつつつつくるんくるんくるんくるんだだだだけどけどけどけど、、、、稼稼稼稼動動動動しないということがままあるしないということがままあるしないということがままあるしないということがままある。。。。いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことを勘案勘案勘案勘案したしたしたした上上上上でででで、、、、今今今今ははははちちちちょょょょっとこれはっとこれはっとこれはっとこれはややややめためためためたほほほほうがいいなとうがいいなとうがいいなとうがいいなと思思思思ったらとめるといったらとめるといったらとめるといったらとめるというのもうのもうのもうのも手手手手だだだだしししし、、、、もっともっともっともっと小小小小さいさいさいさい規規規規模模模模ででででややややってみるとかってみるとかってみるとかってみるとか、、、、一一一一番番番番ややややりりりりややややすいところがすいところがすいところがすいところがややややるというるというるというるというふふふふうなうなうなうなことがことがことがことが大事大事大事大事かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 ちちちちょょょょっとっとっとっと末松末松末松末松さんがいるさんがいるさんがいるさんがいる前前前前でででで言言言言いにくいんですけれどいにくいんですけれどいにくいんですけれどいにくいんですけれど、、、、バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想ってってってって、、、、このこのこのこの中中中中にににに



 219

もももも多多多多分関係分関係分関係分関係者者者者のののの方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの問問問問題題題題点点点点をあえてをあえてをあえてをあえて言言言言いますといますといますといますと、、、、廃棄物系廃棄物系廃棄物系廃棄物系バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス 90％％％％、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは未未未未利用利用利用利用バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス 40％％％％、、、、まあまあまあまあ、、、、2010 年年年年のののの目目目目標標標標ということでということでということでということで掲掲掲掲げげげげているんですけどているんですけどているんですけどているんですけど、、、、このこのこのこの目目目目標標標標はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり達達達達成成成成義義義義務務務務があるわけがあるわけがあるわけがあるわけじゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんですよよよよ。。。。実際実際実際実際にににに、、、、まあまあまあまあ、、、、目指目指目指目指せせせせばばばばいいんいいんいいんいいんだだだだけどけどけどけど、、、、あまりこれをあまりこれをあまりこれをあまりこれを杓杓杓杓子子子子定定定定規規規規にににに本本本本気気気気ででででややややるとるとるとると、、、、まずまずまずまず赤赤赤赤字字字字にににになるのでなるのでなるのでなるので、、、、ちちちちょょょょっとそれはっとそれはっとそれはっとそれはややややめためためためたほほほほうがいいかなとうがいいかなとうがいいかなとうがいいかなと。。。。本本本本音音音音をををを申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと。。。。何何何何というかというかというかというか、、、、もっもっもっもっとととと地域地域地域地域のののの中中中中のバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスを活用活用活用活用しようとしようとしようとしようと言言言言うのはいいんですけれどもうのはいいんですけれどもうのはいいんですけれどもうのはいいんですけれども、、、、今今今今のののの市市市市場場場場経済経済経済経済のいろんなのいろんなのいろんなのいろんなしがらみのしがらみのしがらみのしがらみの中中中中でなかなかでなかなかでなかなかでなかなか難難難難しいですしいですしいですしいです。。。。いろいろといろいろといろいろといろいろと思思思思ったとおりにいかないこともったとおりにいかないこともったとおりにいかないこともったとおりにいかないことも多多多多いですいですいですいです。。。。そうそうそうそういういういういう中中中中でででで、、、、そういったそういったそういったそういった数値数値数値数値目目目目標標標標だだだだけをけをけをけを掲掲掲掲げげげげてがんがんてがんがんてがんがんてがんがんややややるとるとるとると、、、、ちちちちょょょょっといろいろとっといろいろとっといろいろとっといろいろと差差差差しししし障障障障りがりがりがりが出出出出てくるというかてくるというかてくるというかてくるというか、、、、実際実際実際実際にににに赤赤赤赤字字字字だだだだけがたまってしまってけがたまってしまってけがたまってしまってけがたまってしまって、、、、困困困困ったったったった施設施設施設施設がががが全全全全国国国国でででで続続続続出出出出していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、ちちちちょょょょっとそういったところはっとそういったところはっとそういったところはっとそういったところは注注注注意意意意されるといいのではないされるといいのではないされるといいのではないされるといいのではないかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 先先先先ほほほほどからどからどからどから言言言言っているようにっているようにっているようにっているように、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー利用利用利用利用はははは、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利用利用利用利用のののの最最最最もももも価値価値価値価値のののの低低低低いいいい利用利用利用利用法法法法ななななんですんですんですんですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり価値価値価値価値がががが高高高高いのはいのはいのはいのは、、、、建建建建材材材材であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、まあまあまあまあ、、、、紙紙紙紙ののののチチチチップのップのップのップのほほほほうがうがうがうが――――――――それはそれはそれはそれは状状状状況況況況によるのかなによるのかなによるのかなによるのかな――――――――みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった「「「「彩彩彩彩」」」」のようなもののようなもののようなもののようなものだだだだとととと、、、、葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱとかとかとかとかがががが非非非非常常常常にににに高高高高くくくく売売売売れたりしますれたりしますれたりしますれたりします。。。。あとはあとはあとはあとは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり農農農農産産産産物物物物、、、、食食食食べべべべるものとかるものとかるものとかるものとか、、、、それのそれのそれのそれのほほほほうがうがうがうが高高高高くくくく売売売売れるれるれるれる。。。。例例例例ええええばばばば、、、、BDF ををををややややっているっているっているっている方方方方はははは皆皆皆皆ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、日日日日本本本本でででで菜菜菜菜のののの花花花花をををを育育育育ててもててもててもてても、、、、ナタネナタネナタネナタネ油油油油のののの生生生生産産産産ココココストがストがストがストが 1リリリリットルットルットルットル当当当当たりたりたりたり 300円円円円からからからから 800円円円円とかかかりますとかかかりますとかかかりますとかかかります。。。。ここここれをそのままエネルれをそのままエネルれをそのままエネルれをそのままエネルギギギギーーーー利用利用利用利用、、、、ディディディディーゼルでーゼルでーゼルでーゼルで使使使使うというのはうというのはうというのはうというのは現実的現実的現実的現実的じゃじゃじゃじゃないわけですないわけですないわけですないわけです。。。。だだだだからからからから 1回食回食回食回食べべべべるるるる。。。。でででで、、、、食食食食べべべべたたたた後後後後のののの廃食油廃食油廃食油廃食油をををを集集集集めてめてめてめて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃食油廃食油廃食油廃食油をもともとをもともとをもともとをもともと集集集集めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルとしてーゼルとしてーゼルとしてーゼルとして使使使使うううう。。。。これこれこれこれならならならなら、、、、わりとわりとわりとわりと回回回回りりりりややややすいわけですすいわけですすいわけですすいわけです。。。。 ということでということでということでということで、、、、こういったこういったこういったこういった食食食食べべべべることのることのることのることのほほほほうがうがうがうが付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化ががががつつつつききききややややすいですすいですすいですすいですねねねね。。。。とかとかとかとか、、、、木木木木材材材材ななななどのどのどのどの付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化、、、、それからそれからそれからそれからツツツツーーーーリリリリズムのズムのズムのズムの地域資源地域資源地域資源地域資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした事業事業事業事業のののの中中中中でででで適適適適切切切切なななな形形形形でででで導導導導入入入入すすすすべべべべきときときときと。。。。真庭真庭真庭真庭さんのすさんのすさんのすさんのすごごごごいなといなといなといなと思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、今回今回今回今回ののののツツツツーーーーリリリリズムですズムですズムですズムですねねねね。。。。エエエエココココツツツツアーというかアーというかアーというかアーというか、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスツツツツアーというのをアーというのをアーというのをアーというのをちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと形形形形にされていてにされていてにされていてにされていて、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう全全全全国国国国もももも見見見見習習習習ったらというかったらというかったらというかったらというか、、、、全部全部全部全部でできでできでできでできるかどうかはるかどうかはるかどうかはるかどうかはちちちちょょょょっとわからないんですけれどもっとわからないんですけれどもっとわからないんですけれどもっとわからないんですけれども、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで今今今今言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、バイオマスのエバイオマスのエバイオマスのエバイオマスのエネルネルネルネルギギギギーーーー利用利用利用利用ってなかなかもうからないってなかなかもうからないってなかなかもうからないってなかなかもうからない、、、、もうけにくいもうけにくいもうけにくいもうけにくい。。。。でもでもでもでも、、、、人人人人をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶきっかけにはなるしきっかけにはなるしきっかけにはなるしきっかけにはなるし、、、、何何何何かしようというかしようというかしようというかしようというチャチャチャチャンスにはなるとンスにはなるとンスにはなるとンスにはなると。。。。それでそれでそれでそれで、、、、もうけるのはもうけるのはもうけるのはもうけるのは、、、、こういったこういったこういったこういった農農農農産産産産物物物物とかとかとかとか、、、、あるいあるいあるいあるいはそういったはそういったはそういったはそういったツツツツーーーーリリリリズムなんかでもうけるのがズムなんかでもうけるのがズムなんかでもうけるのがズムなんかでもうけるのが正正正正しいもうけしいもうけしいもうけしいもうけ方方方方であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに今今今今考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。真庭真庭真庭真庭はははは日日日日本本本本でもでもでもでも数数数数少少少少ないないないない成成成成功功功功例例例例といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業さんなんかをさんなんかをさんなんかをさんなんかを核核核核にににに、、、、非非非非常常常常にににに市市市市場場場場経済経済経済経済というものというものというものというものをよくをよくをよくをよくごごごご存存存存じじじじのののの上上上上でででで計画計画計画計画をををを立立立立ててててててててややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。それそれそれそれだだだだけでけでけでけではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり地域発展地域発展地域発展地域発展というものをというものをというものをというものを見見見見据据据据えたえたえたえた取取取取りりりり組組組組みをされているとみをされているとみをされているとみをされていると思思思思いますいますいますいます。。。。 

   このこのこのこの間間間間ももももちちちちょょょょっとっとっとっと別件別件別件別件でででで会合会合会合会合があったんですけれどもがあったんですけれどもがあったんですけれどもがあったんですけれども、、、、真庭真庭真庭真庭でででで成成成成功功功功しなけれしなけれしなけれしなければばばば日日日日本本本本のののの木木木木質質質質バイバイバイバイオマスというのはどこでもオマスというのはどこでもオマスというのはどこでもオマスというのはどこでも成成成成功功功功しないしないしないしないだだだだろうというろうというろうというろうというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。ここここちちちちらではらではらではらでは、、、、1 つつつつはははは地域地域地域地域材材材材のののの利用利用利用利用をもうをもうをもうをもう少少少少しししし増増増増ややややすということとすということとすということとすということと、、、、ややややはりはりはりはり木木木木質質質質バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利用利用利用利用ををををぜひぜひぜひぜひ軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗せるせるせるせる。。。。このこのこのこのツツツツーーーーリリリリズムなんかとのタイアップもズムなんかとのタイアップもズムなんかとのタイアップもズムなんかとのタイアップも非非非非常常常常にににに重要重要重要重要だだだだとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、これをこれをこれをこれをぜひぜひぜひぜひ成成成成功功功功させていっさせていっさせていっさせていっていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばといといといといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

    最後最後最後最後にににに、、、、私私私私どものどものどものどもの団体団体団体団体のののの紹介紹介紹介紹介ということでということでということでということで、、、、こういったこういったこういったこういった白白白白書書書書をををを出出出出したりしたりしたりしたり、、、、研究会研究会研究会研究会というかというかというかというか、、、、セセセセミナーをミナーをミナーをミナーを開開開開いたりいたりいたりいたり、、、、メメメメーーーーリリリリングングングングリリリリストをストをストをストをややややったりったりったりったり、、、、いろんないろんないろんないろんなココココンサルとかンサルとかンサルとかンサルとか事業事業事業事業のののの実施実施実施実施なんかもなんかもなんかもなんかもややややっていますっていますっていますっています。。。。 

    参参参参考考考考文文文文献献献献としましてとしましてとしましてとしまして、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを毎毎毎毎年年年年出出出出しているのでしているのでしているのでしているので、、、、そういったものとかそういったものとかそういったものとかそういったものとか、、、、『『『『アマアマアマアマゾゾゾゾ
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ンのンのンのンの畑畑畑畑でででで採採採採れるれるれるれるメメメメルルルルセデセデセデセデス・ス・ス・ス・ベベベベンンンンツツツツ』』』』とかとかとかとか、、、、『『『『バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業社会産業社会産業社会産業社会』』』』というようなというようなというようなというような本本本本もももも出出出出していしていしていしていますのでますのでますのでますので、、、、もしよろしかったらもしよろしかったらもしよろしかったらもしよろしかったら、、、、ごごごご参参参参考考考考にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

    長長長長いいいい間間間間ごごごご清聴清聴清聴清聴、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましいましいましいましたたたた。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

    ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。泊泊泊泊様様様様ににににごごごご質問質問質問質問があるがあるがあるがある方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、挙挙挙挙手手手手をおをおをおをお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

    よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃらないようですのでらないようですのでらないようですのでらないようですので、、、、皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、泊泊泊泊様様様様にににに盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手ををををおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

    ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

    これよりこれよりこれよりこれより、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、準準準準備備備備のののの都合都合都合都合ががががごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、
10 分分分分間休憩間休憩間休憩間休憩をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。 

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

 司司司司会会会会     これよりこれよりこれよりこれより「「「「バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを活用活用活用活用したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション型産業型産業型産業型産業とととと地域地域地域地域振興振興振興振興」」」」をテーマとしましてをテーマとしましてをテーマとしましてをテーマとしまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 ココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム運営委員運営委員運営委員運営委員でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、竹竹竹竹林林林林征雄征雄征雄征雄様様様様ですですですです。。。。竹竹竹竹林様林様林様林様はははは、、、、新新新新潟潟潟潟県県県県出出出出身身身身でででで、、、、荏荏荏荏原原原原製製製製作作作作所所所所ででででポポポポンプンプンプンプ設設設設計計計計、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション事業事業事業事業理理理理事事事事をををを務務務務めめめめ、、、、現現現現在在在在、、、、地球環境戦地球環境戦地球環境戦地球環境戦略略略略研究研究研究研究機機機機構構構構上席上席上席上席客客客客員員員員研究研究研究研究員員員員、、、、大大大大阪阪阪阪大学特大学特大学特大学特任任任任教教教教授授授授などをなどをなどをなどを務務務務められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。     続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネパネパネパネリリリリストといたしましてストといたしましてストといたしましてストといたしまして、、、、NPO 法人樹木法人樹木法人樹木法人樹木・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク協会協会協会協会専専専専務理務理務理務理事事事事のののの渋渋渋渋澤澤澤澤寿寿寿寿一一一一様様様様ですですですです。。。。渋渋渋渋澤澤澤澤様様様様はははは、、、、1980 年年年年 1 月月月月、、、、国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団専専専専門門門門家家家家としてとしてとしてとして海海海海外外外外でででで活活活活躍躍躍躍されされされされ、、、、1983年年年年 9 月月月月、、、、長長長長崎崎崎崎オランダオランダオランダオランダ村株式村株式村株式村株式会社会社会社会社取取取取締役締役締役締役などをなどをなどをなどを経経経経てててて、、、、現現現現在在在在、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全およびおよびおよびおよび地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの活動活動活動活動をををを全全全全国各地国各地国各地国各地でででで展開展開展開展開しておりしておりしておりしており、、、、真庭真庭真庭真庭のののの森森森森林林林林バイオマスプロジェクトにおけるバイオマスプロジェクトにおけるバイオマスプロジェクトにおけるバイオマスプロジェクトにおける中中中中心心心心人物人物人物人物のののの一一一一人人人人でありまでありまでありまでありますすすす。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館湯原町旅館協協協協同組同組同組同組合合合合理理理理事事事事長長長長のののの古古古古林林林林伸伸伸伸美様美様美様美様ですですですです。。。。古古古古林様林様林様林様はははは、、、、1976 年年年年、、、、日日日日本大学本大学本大学本大学農農農農獣獣獣獣医医医医学学学学部部部部卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、家家家家業業業業ににににつつつつくくくく傍傍傍傍らららら、、、、町町町町づくりづくりづくりづくり先導先導先導先導者者者者としてとしてとしてとして活動活動活動活動されされされされ、、、、1988 年年年年、、、、難難難難病病病病のののの CIDP にかにかにかにかかるもかるもかるもかるも、、、、不不不不自自自自由由由由なななな手手手手足足足足をををを IT 技術技術技術技術でででで克克克克服服服服しししし、、、、1996 年年年年ににににはははは全旅全旅全旅全旅連連連連情情情情報戦報戦報戦報戦略委員略委員略委員略委員長長長長にににに就就就就任任任任しししし、、、、温泉温泉温泉温泉問問問問題題題題にもにもにもにも大大大大変変変変深深深深くかかわりくかかわりくかかわりくかかわり、、、、全全全全国国国国のののの温泉温泉温泉温泉地地地地のアのアのアのアドドドドバイバイバイバイザザザザーとしてーとしてーとしてーとして活活活活躍躍躍躍をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、真庭真庭真庭真庭バイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社取取取取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長、、、、長田正之様長田正之様長田正之様長田正之様ですですですです。。。。長田様長田様長田様長田様はははは、、、、2000 年年年年
5 月月月月、、、、中中中中国国国国銀行銀行銀行銀行をををを退退退退職職職職後後後後、、、、同同同同年年年年 6 月月月月、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業株式株式株式株式会社会社会社会社にににに入入入入社社社社をされをされをされをされ、、、、2003 年年年年 5 月月月月、、、、同同同同社社社社取取取取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長にににに就就就就任任任任、、、、またまたまたまた、、、、2004 年年年年 9 月月月月にはにはにはには、、、、真庭真庭真庭真庭バイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社取取取取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長にににに就就就就任任任任されされされされ、、、、真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域のののの木木木木質質質質資源資源資源資源をををを木木木木質質質質バイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルバイオマスエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして利活用利活用利活用利活用しししし、「、「、「、「森森森森にににに生生生生かされたかされたかされたかされた、、、、暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと、、、、新新新新産業産業産業産業のののの創造創造創造創造」」」」をテーマにをテーマにをテーマにをテーマに活活活活躍躍躍躍をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省大大大大臣官房臣官房臣官房臣官房環境環境環境環境政策課課長政策課課長政策課課長政策課課長のののの末松広末松広末松広末松広行様行様行様行様ですですですです。。。。末松末松末松末松様様様様はははは、、、、1959 年年年年、、、、群群群群馬馬馬馬県県県県生生生生まれまれまれまれ、、、、1983 年年年年、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学法法法法学学学学部部部部をををを卒卒卒卒業業業業しししし、、、、同同同同年年年年にににに農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省にににに入省入省入省入省。。。。内内内内閣閣閣閣総理総理総理総理大大大大臣官臣官臣官臣官邸邸邸邸内内内内閣閣閣閣参参参参事事事事官官官官などをなどをなどをなどを経経経経てててて、、、、2006 年年年年よりよりよりより現現現現職職職職にてにてにてにて活活活活躍躍躍躍をされておりますをされておりますをされておりますをされております。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、最後最後最後最後にににに、、、、地地地地元元元元真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長のののの井手井手井手井手紘紘紘紘一一一一郎郎郎郎様様様様ですですですです。。。。井手様井手様井手様井手様はははは、、、、1963 年年年年 3 月月月月、、、、早早早早稲田稲田稲田稲田大学大学大学大学卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、同同同同年年年年 4 月月月月からからからから、、、、県内県内県内県内のののの公公公公立立立立高校高校高校高校のののの教教教教諭諭諭諭としてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍されされされされ、、、、1983 年年年年 4 月月月月からからからから 6 期期期期連続連続連続連続でででで岡山県岡山県岡山県岡山県議会議議会議議会議議会議員員員員にににに当当当当選選選選しししし、、、、議議議議長長長長等等等等をををを経経経経てててて、、、、2005 年年年年 4 月月月月よりよりよりより真庭市真庭市真庭市真庭市初初初初代代代代市市市市長長長長ととととしてしてしてして就就就就任任任任されておりますされておりますされておりますされております。。。。現現現現在在在在真庭市真庭市真庭市真庭市がががが推進推進推進推進するするするする真庭市真庭市真庭市真庭市バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想をををを主導主導主導主導しししし、、、、地域資源地域資源地域資源地域資源のののの利用利用利用利用とあわせてたとあわせてたとあわせてたとあわせてた総総総総合合合合対策対策対策対策としてとしてとしてとして全全全全国国国国のののの注注注注目目目目をををを集集集集めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここからのここからのここからのここからの進進進進行行行行ににににつつつつきましてはきましてはきましてはきましては、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの竹竹竹竹林様林様林様林様、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速、、、、時時時時間間間間もありませんのでもありませんのでもありませんのでもありませんので、、、、討討討討議議議議をををを始始始始めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。午午午午前中前中前中前中のおのおのおのお三三三三方方方方のおのおのおのお話話話話、、、、それからそれからそれからそれから午午午午後後後後第第第第 1番番番番からのニからのニからのニからのニココココルさんルさんルさんルさん、、、、泊泊泊泊さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、今今今今度度度度はははは具具具具体的体的体的体的なおなおなおなお話話話話ににににつつつついてパネルいてパネルいてパネルいてパネル討討討討議議議議をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと、、、、考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ココココーーーーディディディディネーネーネーネーターをターをターをターを務務務務めますめますめますめます竹竹竹竹林林林林ででででごごごござざざざいまいまいまいま
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すすすす。。。。ひひひひととととつつつつ、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。予定予定予定予定といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、大体大体大体大体 5時時時時半半半半近近近近くまでというくまでというくまでというくまでというようなことでようなことでようなことでようなことで、、、、長長長長丁丁丁丁場場場場ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっとだだだだけけけけ、、、、異異異異例例例例ではではではではごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、見見見見ていたていたていたていただだだだきたいとパワーきたいとパワーきたいとパワーきたいとパワーポポポポイントがありますイントがありますイントがありますイントがあります。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、もうもうもうもう 4時時時時近近近近くになりくになりくになりくになり、、、、皆皆皆皆様様様様はははは疲疲疲疲れているとれているとれているとれていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい討討討討議議議議にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。進進進進めめめめ方方方方はははは、、、、私私私私がががが討討討討議議議議のののの目目目目的的的的をををを話話話話しましてしましてしましてしまして、、、、それからそれからそれからそれから、、、、1 番番番番目目目目はははは、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、町町町町づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行っておられるパネルのっておられるパネルのっておられるパネルのっておられるパネルの皆皆皆皆様様様様方方方方からからからから現現現現状状状状をおをおをおをお話話話話いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、2 巡巡巡巡目目目目でででではははは、、、、問問問問題題題題点点点点、、、、いいいいややややああああ、、、、困困困困ったことがあるなとったことがあるなとったことがあるなとったことがあるなと、、、、こういったようなこういったようなこういったようなこういったような事事事事柄柄柄柄ににににつつつついておいておいておいてお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。
3 番番番番目目目目にににに、、、、時時時時間間間間をををを少少少少しかけましてしかけましてしかけましてしかけまして、、、、よしよしよしよし、、、、これからこんなこれからこんなこれからこんなこれからこんな気気気気持持持持ちちちちでででで、、、、心心心心意意意意気気気気でででで取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう、、、、これこれこれこれからのからのからのからの新新新新しいしいしいしい展展展展望望望望とととと言言言言うかうかうかうか、、、、若干夢若干夢若干夢若干夢をををを交交交交えてえてえてえて、、、、市市市市長様長様長様長様をををを含含含含めてめてめてめて、、、、おおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだこうとこうとこうとこうと、、、、こんなこんなこんなこんな順順順順番番番番でででで、、、、大大大大きくきくきくきく 3つつつつにににに分分分分けてけてけてけて話話話話をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 このフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムとゼロエミッションフォーラムと真庭市真庭市真庭市真庭市さんがさんがさんがさんが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって、、、、一体一体一体一体となってとなってとなってとなって企企企企画画画画をしてをしてをしてをして、、、、ここにようここにようここにようここにようややややくくくく実現実現実現実現をしたということでをしたということでをしたということでをしたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。日日日日本一本一本一本一のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスタタタタウウウウンというものンというものンというものンというものをこのをこのをこのをこの真庭真庭真庭真庭ででででぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現していたしていたしていたしていただだだだきききき、、、、ニニニニココココルさんがルさんがルさんがルさんが言言言言われたわれたわれたわれた明明明明るくるくるくるく、、、、楽楽楽楽しいとしいとしいとしいといいいい、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、したたかとしたたかとしたたかとしたたかと言言言言ってはいけませんけれどもってはいけませんけれどもってはいけませんけれどもってはいけませんけれども、、、、たくましいバイオマスたくましいバイオマスたくましいバイオマスたくましいバイオマス真庭真庭真庭真庭というものをというものをというものをというものをおおおおつつつつくりいたくりいたくりいたくりいただだだだけるさらなるきっかけにしたいけるさらなるきっかけにしたいけるさらなるきっかけにしたいけるさらなるきっかけにしたい、、、、これがこれがこれがこれが目目目目的的的的というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えますえますえますえます。。。。 

  もうもうもうもう一一一一枚枚枚枚、、、、次次次次をををを見見見見ていたていたていたていただだだだきますきますきますきます。。。。いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、ここでこのフォーラムのここでこのフォーラムのここでこのフォーラムのここでこのフォーラムの意意意意義義義義というものはというものはというものはというものは、、、、大大大大もととしてはもととしてはもととしてはもととしては、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、ここにここにここにここに焦焦焦焦点点点点がががが当当当当たるのではないかたるのではないかたるのではないかたるのではないか。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化がががが進進進進めめめめばばばば進進進進むほむほむほむほどどどど大大大大変変変変なことになりなことになりなことになりなことになり、、、、馬馬馬馬庭庭庭庭でもでもでもでも大大大大変変変変なななな台台台台風風風風にににに見見見見舞舞舞舞われてわれてわれてわれて、、、、風倒風倒風倒風倒木木木木というというというという問問問問題題題題でででで大大大大変変変変なおなおなおなお金金金金がががが出出出出ていかていかていかていかれておりますれておりますれておりますれております。。。。このもとはこのもとはこのもとはこのもとは、、、、ややややはりはりはりはり我我我我々々々々のののの生生生生活活活活、、、、産業活動産業活動産業活動産業活動からからからから起起起起きているかきているかきているかきているかもしれないもしれないもしれないもしれない。。。。炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスによるスによるスによるスによる温暖温暖温暖温暖化化化化。。。。ここにここにここにここに見見見見えますようにえますようにえますようにえますように、、、、右右右右上上上上はははは、、、、北極北極北極北極がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん氷氷氷氷がなくがなくがなくがなくなってなってなってなって細細細細くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。2 番番番番目目目目のののの下下下下のところののところののところののところの動動動動画画画画はははは、、、、ハハハハリリリリケケケケーンがアーンがアーンがアーンがアメメメメリカリカリカリカにににに来来来来ましたましたましたました。。。。カカカカトトトトリリリリーーーーヌヌヌヌというというというというやつやつやつやつですですですですねねねね。。。。風風風風速速速速がががが 90 メメメメートルートルートルートル、、、、信信信信じじじじられないられないられないられないぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの風風風風がががが来来来来てててて大大大大変変変変なななな被被被被害害害害がががが出出出出たのはたのはたのはたのは、、、、テテテテレレレレビビビビ報報報報道道道道等等等等々々々々でででで皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。左左左左ののののほほほほうのうのうのうの下下下下はははは、、、、南南南南極極極極にににに近近近近いいいいチリチリチリチリでのでのでのでの氷氷氷氷河河河河がががが、、、、下段下段下段下段のようにのようにのようにのように海海海海がもうがもうがもうがもうほほほほとんどとんどとんどとんど見見見見えるようなえるようなえるようなえるような状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そのそのそのその隣隣隣隣はははは、、、、アラルアラルアラルアラル海海海海というところはというところはというところはというところは、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県とととと同同同同じぐじぐじぐじぐらいのらいのらいのらいの湖湖湖湖のののの部部部部分分分分がなくなってがなくなってがなくなってがなくなって、、、、干干干干上上上上がってがってがってがって、、、、船船船船がががが丘丘丘丘にににに上上上上がってがってがってがってしまったしまったしまったしまった。。。。チチチチョョョョウウウウザザザザメメメメでででで潤潤潤潤っていたものがっていたものがっていたものがっていたものが、、、、もうとれなくなってきたもうとれなくなってきたもうとれなくなってきたもうとれなくなってきた。。。。これはこれはこれはこれは地球地球地球地球変変変変動動動動問問問問題以題以題以題以外外外外のののの要要要要因因因因もももも多多多多くあるのですがくあるのですがくあるのですがくあるのですが、、、、、、、、子子子子孫孫孫孫がこれからがこれからがこれからがこれから 100 年年年年、、、、200 年年年年、、、、ずっとずっとずっとずっと生生生生きききき続続続続けるためにはこのけるためにはこのけるためにはこのけるためにはこのようなようなようなような事事事事にならないようににならないようににならないようににならないように温暖温暖温暖温暖化化化化をををを防防防防ががががねねねねばばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料はははは、、、、あとわずかあとわずかあとわずかあとわずか 40 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいしかないしかないしかないしかないだだだだろうとろうとろうとろうと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。石石石石炭炭炭炭、、、、天然天然天然天然ガガガガスにスにスにスに至至至至ってもってもってもっても、、、、まあまあまあまあ、、、、200 年年年年からからからから 300 年年年年。。。。そのそのそのその後後後後のののの人人人人たたたたちちちちはどうはどうはどうはどうややややってってってって暮暮暮暮らすのかということになるとらすのかということになるとらすのかということになるとらすのかということになると、、、、ややややはりバイオマスからはりバイオマスからはりバイオマスからはりバイオマスから化学化学化学化学原原原原材材材材料料料料代代代代替替替替品品品品やややや、、、、石石石石油油油油とととと同同同同じじじじようなエネルようなエネルようなエネルようなエネルギギギギーをーをーをーを、、、、そうそうそうそう長長長長さんがきさんがきさんがきさんがきょょょょうううう話話話話したようなものしたようなものしたようなものしたようなもの、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを利用利用利用利用しないといけないしないといけないしないといけないしないといけない。。。。そのようなそのようなそのようなそのような社会社会社会社会のおのおのおのお手手手手本本本本になるのがこのになるのがこのになるのがこのになるのがこの真庭真庭真庭真庭であろうというであろうというであろうというであろうというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。ですからですからですからですから、、、、ききききょょょょうのフォーラムはうのフォーラムはうのフォーラムはうのフォーラムは大大大大変変変変意意意意義義義義あるものとあるものとあるものとあるものと私私私私はははは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ここにここにここにここにゴゴゴゴアさんのアさんのアさんのアさんの写写写写真真真真がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。ククククリリリリントンントンントンントン時代時代時代時代のののの副副副副大大大大統領統領統領統領ゴゴゴゴアがアがアがアが、、、、『『『『不不不不都合都合都合都合なななな真実真実真実真実』』』』というというというという本本本本をををを出版出版出版出版されていますされていますされていますされています。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも売売売売られていますられていますられていますられています。。。。これはこれはこれはこれは映映映映画画画画化化化化されてされてされてされて、、、、今今今今、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも封封封封切切切切されるされるされるされる時時時時期期期期だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、地球地球地球地球のためにあなたができるのためにあなたができるのためにあなたができるのためにあなたができる最最最最初初初初のののの一一一一歩歩歩歩はははは事実事実事実事実をををを知知知知るるるることことことことだだだだということなんですということなんですということなんですということなんですねねねね。。。。事実事実事実事実をををを知知知知ってってってって、、、、次次次次はははは行行行行動動動動へへへへというというというという、、、、そのそのそのその行行行行動動動動をををを真庭真庭真庭真庭のののの方方方方がされてがされてがされてがされているということですいるということですいるということですいるということです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、早速第早速第早速第早速第 1課課課課題題題題というところにというところにというところにというところに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第 1課課課課題題題題はははは、、、、さっきさっきさっきさっき申申申申しましたよしましたよしましたよしましたよ



 223

うにうにうにうに、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現状状状状というものをというものをというものをというものを、、、、具具具具体的体的体的体的におにおにおにお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくということでくということでくということでくということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。第第第第
1 バッターということではバッターということではバッターということではバッターということでは、、、、大大大大変変変変恐縮恐縮恐縮恐縮ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、市市市市長様長様長様長様ののののほほほほうからうからうからうから、、、、市市市市のののの特特特特徴徴徴徴、、、、市市市市のバのバのバのバイオマスイオマスイオマスイオマス産業産業産業産業とととと町町町町づくりづくりづくりづくり、、、、こういったところからおこういったところからおこういったところからおこういったところからお話話話話をををを賜賜賜賜れれれればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 井手井手井手井手市市市市長長長長 

  真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長のののの井手井手井手井手とととと申申申申しますしますしますします。。。。今今今今、、、、ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター、、、、竹竹竹竹林林林林先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから言言言言われましたのはわれましたのはわれましたのはわれましたのは、、、、市市市市のののの状況状況状況状況、、、、そしてそしてそしてそして取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを述述述述べべべべるるるる。。。。大体大体大体大体 5 分分分分間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい時時時時間間間間をいたをいたをいたをいただだだだいているわけでありますがいているわけでありますがいているわけでありますがいているわけでありますが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、東東東東北地方北地方北地方北地方からもおからもおからもおからもお越越越越しなのでしなのでしなのでしなので、、、、地地地地元元元元のののの人人人人はははは大方大方大方大方知知知知っておられますからっておられますからっておられますからっておられますから不不不不要要要要かもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんがせんがせんがせんが、、、、簡簡簡簡単単単単にににに真庭市真庭市真庭市真庭市をををを説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 真庭市真庭市真庭市真庭市になりましてになりましてになりましてになりまして 1 年年年年 11 カカカカ月月月月になりますになりますになりますになります。。。。9 カカカカ町村町村町村町村がががが合合合合併併併併をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。面面面面積積積積はははは 828 平平平平方方方方キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル。。。。県県県県下下下下でででで 2 番番番番目目目目のののの広広広広さでありますさでありますさでありますさであります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその大大大大部部部部分分分分がががが森森森森林林林林、、、、8 割割割割はははは森森森森林林林林といといといというのですからうのですからうのですからうのですから、、、、もうもうもうもう山山山山、、、、またまたまたまた山山山山、、、、山山山山だだだだらけでありますらけでありますらけでありますらけであります。。。。そこにインターそこにインターそこにインターそこにインターチチチチェンジがェンジがェンジがェンジが 5つつつつあるあるあるある。。。。ままままああああ、、、、全全全全国国国国にににに、、、、1 つつつつのののの自治体自治体自治体自治体でインターでインターでインターでインターチチチチェンジがェンジがェンジがェンジが 5 つつつつあるというのはあるというのはあるというのはあるというのは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私もももも例例例例をををを見見見見ませませませませんですんですんですんですねねねね。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、そのそのそのその前前前前のののの 9カカカカ町村町村町村町村、、、、すすすすべべべべてててて旭旭旭旭川川川川、、、、母母母母なるなるなるなる川川川川旭旭旭旭川川川川、、、、支支支支流流流流もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、全部全部全部全部貫貫貫貫いているいているいているいている、、、、こういうこういうこういうこういう非非非非常常常常にいいまとまりのあるところでありますにいいまとまりのあるところでありますにいいまとまりのあるところでありますにいいまとまりのあるところであります。。。。そこにそこにそこにそこに農林農林農林農林業業業業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは商商商商工工工工業業業業、、、、観観観観光光光光業業業業がいづいてきているわけでありますががいづいてきているわけでありますががいづいてきているわけでありますががいづいてきているわけでありますが、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ林林林林業業業業、、、、木木木木材材材材産業産業産業産業、、、、林林林林産業産業産業産業。。。。製材製材製材製材所所所所がががが
32 カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいあるらいあるらいあるらいある。。。。これまたこれまたこれまたこれまた、、、、このこのこのこの小小小小さなところにさなところにさなところにさなところに 32 カカカカ所所所所のののの製材製材製材製材所所所所がががが生生生生きききき抜抜抜抜いているいているいているいている珍珍珍珍しいとしいとしいとしいところころころころだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからこそですからこそですからこそですからこそ、、、、このこのこのこの森森森森林林林林をををを中中中中心心心心としたバイオマスというとしたバイオマスというとしたバイオマスというとしたバイオマスというところにところにところにところに目目目目ををををつつつつけるけるけるける知知知知恵恵恵恵者者者者がいたんですがいたんですがいたんですがいたんですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、「、「、「、「21 世世世世紀紀紀紀のののの真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾」」」」のののの方方方方々々々々でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、このバイオマスこのバイオマスこのバイオマスこのバイオマス、、、、木木木木質質質質をををを使使使使ってってってって何何何何かかかか新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業はできないはできないはできないはできないだだだだろうかろうかろうかろうか、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みがもうみがもうみがもうみがもう
10 年以年以年以年以上前上前上前上前からからからから続続続続いてきたわけですいてきたわけですいてきたわけですいてきたわけです。。。。私私私私もももも、、、、県会議県会議県会議県会議員員員員としてそのとしてそのとしてそのとしてその方方方方々々々々とととと常常常常にわいわいにわいわいにわいわいにわいわいややややってきってきってきってきましたがましたがましたがましたが、、、、このこのこのこの真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾でででで取取取取りりりり組組組組んでいることをんでいることをんでいることをんでいることを県県県県ににににつつつつないでないでないでないで、、、、予予予予算算算算もももも少少少少しはしはしはしはぶぶぶぶんんんん取取取取ってきたわけってきたわけってきたわけってきたわけでありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのそのぶぶぶぶんんんん取取取取ってきたってきたってきたってきた 1,000 万万万万がががが、、、、プラットプラットプラットプラットホホホホームームームーム真庭真庭真庭真庭のののの土土土土台台台台になっているわけであになっているわけであになっているわけであになっているわけでありますりますりますります。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど事事事事例例例例にもにもにもにも挙挙挙挙がっておりまがっておりまがっておりまがっておりましたようにしたようにしたようにしたように、、、、銘建銘建銘建銘建さんではさんではさんではさんでは、、、、もうもうもうもう既既既既にバにバにバにバイオマスをイオマスをイオマスをイオマスを使使使使ったったったった発発発発電電電電所所所所をををを自分自分自分自分のののの社社社社ででででつつつつくっているくっているくっているくっている、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはペペペペレレレレットのことはもうットのことはもうットのことはもうットのことはもうごごごご承承承承知知知知のとのとのとのとおりでありましておりでありましておりでありましておりでありまして、、、、さらにランさらにランさらにランさらにランデデデデスさんはスさんはスさんはスさんは木木木木質質質質ココココンクンクンクンクリリリリートブロックをートブロックをートブロックをートブロックをつつつつくっているくっているくっているくっている。。。。これもこれもこれもこれも商商商商品品品品化化化化しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキののののネネネネココココ砂砂砂砂とかとかとかとか、、、、あるいはきあるいはきあるいはきあるいはきょょょょうううう、、、、古古古古林林林林さんがおられますさんがおられますさんがおられますさんがおられますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、いずれいずれいずれいずれ言言言言われるでしわれるでしわれるでしわれるでしょょょょうがうがうがうが、、、、食品食品食品食品のののの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの廃油廃油廃油廃油をををを使使使使ったバイオったバイオったバイオったバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料ををををつつつつくられるとかくられるとかくられるとかくられるとか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな商商商商品品品品、、、、産業化産業化産業化産業化はははは既既既既にににに行行行行われているんですわれているんですわれているんですわれているんですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、かなりかなりかなりかなり事業事業事業事業がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる、、、、下下下下地地地地ができていたところにができていたところにができていたところにができていたところに真庭市真庭市真庭市真庭市というものができたというものができたというものができたというものができた。。。。私私私私もももも、、、、長長長長くかかくかかくかかくかかわってきたわけでありますからわってきたわけでありますからわってきたわけでありますからわってきたわけでありますから、、、、市市市市長長長長になってすになってすになってすになってすぐぐぐぐにバイオマスタにバイオマスタにバイオマスタにバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの実現実現実現実現というものをというものをというものをというものを真庭市真庭市真庭市真庭市のののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな施施施施策策策策のののの 1つつつつにににに位位位位置置置置づけましたづけましたづけましたづけました。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まずそれにまずそれにまずそれにまずそれに手手手手をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、このこのこのこの地地地地域域域域のバイオマスののバイオマスののバイオマスののバイオマスの利活用利活用利活用利活用をどうするをどうするをどうするをどうするべべべべきかきかきかきか。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス利活用利活用利活用利活用計画策計画策計画策計画策定委員定委員定委員定委員会会会会をををを設設設設置置置置いたしましいたしましいたしましいたしましてててて、、、、計画計画計画計画ををををつつつつくりましたくりましたくりましたくりました。。。。バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想のののの計画計画計画計画書書書書でありますでありますでありますであります。。。。それがもとになりましてそれがもとになりましてそれがもとになりましてそれがもとになりまして、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 4 月月月月にににに、、、、国国国国のおのおのおのお墨墨墨墨付付付付きのバイオマスタきのバイオマスタきのバイオマスタきのバイオマスタウウウウンというンというンというンという認認認認定定定定をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた。。。。県県県県下下下下でででで初初初初めてでありめてでありめてでありめてでありますますますます。。。。中中中中国地方国地方国地方国地方でででで 2番番番番目目目目。。。。まさにそういうまさにそういうまさにそういうまさにそういう点点点点ではではではでは先進地先進地先進地先進地とととと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、並並並並行行行行いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、NEDO、、、、新新新新エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー産業技術開発産業技術開発産業技術開発産業技術開発機機機機構構構構のののの委委委委託託託託事業事業事業事業をををを取取取取ることにることにることにることに
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成成成成功功功功いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。候候候候補者補者補者補者がががが全全全全国国国国でででで 39 あったあったあったあった中中中中のたったのたったのたったのたった 7 地域地域地域地域がががが選選選選ばばばばれたれたれたれた、、、、そのそのそのその 1 つつつつがががが真庭市真庭市真庭市真庭市でありましたでありましたでありましたでありました。。。。これはこれはこれはこれは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なことをなことをなことをなことを今今今今ややややっていたっていたっていたっていただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、実実実実はははは、、、、おおおお金金金金をををを 6 億億億億
8,000万万万万いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。真庭市真庭市真庭市真庭市がががが国国国国からからからから 6億億億億 8,000万万万万いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、そのおそのおそのおそのお金金金金をもとにしてをもとにしてをもとにしてをもとにして、、、、5 年年年年間間間間でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな研究研究研究研究をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくくくく。。。。例例例例ええええばばばば、、、、木木木木質質質質のバイオマスののバイオマスののバイオマスののバイオマスの収収収収集集集集、、、、そしてそしてそしてそして運運運運搬搬搬搬、、、、運送運送運送運送のシのシのシのシステムをどうステムをどうステムをどうステムをどうつつつつくれくれくれくればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、ああああるいはまたるいはまたるいはまたるいはまた、、、、収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬はははは低低低低ココココストでなけれストでなけれストでなけれストでなければばばばいけませんいけませんいけませんいけません。。。。それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一一一一つつつつはははは、、、、電気電気電気電気とかとかとかとか、、、、暖房暖房暖房暖房とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう熱熱熱熱エネルエネルエネルエネルギギギギーにどうーにどうーにどうーにどう変変変変換換換換してしてしてして利用利用利用利用するするするする技術技術技術技術をするのかをするのかをするのかをするのか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動をををを今今今今民民民民間間間間のののの方方方方々々々々にににに取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。5 年年年年間間間間でででで 6 億億億億
8,000万万万万、、、、大大大大変変変変有利有利有利有利なことでありましてなことでありましてなことでありましてなことでありまして、、、、そういうそういうそういうそういうデデデデータータータータ収収収収集集集集ををををややややっているっているっているっている。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどどどど話話話話がありましたバイオマスエタノールがありましたバイオマスエタノールがありましたバイオマスエタノールがありましたバイオマスエタノール、、、、これはこれはこれはこれは三井造船三井造船三井造船三井造船さんがさんがさんがさんが実実実実験験験験プラントをプラントをプラントをプラントをつつつつくっておられますがくっておられますがくっておられますがくっておられますが、、、、そのそのそのその社会実社会実社会実社会実験験験験にににに協力協力協力協力をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。真庭市真庭市真庭市真庭市のののの公公公公用用用用車車車車
10台台台台、、、、県県県県のののの公公公公用用用用車車車車 10台台台台、、、、20台台台台にににに E3混混混混合合合合ガガガガソソソソリリリリンをンをンをンを乗乗乗乗せてせてせてせて走走走走りましたりましたりましたりました。。。。成成成成功功功功したということにしたということにしたということにしたということになっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話にもにもにもにもごごごござざざざいましたいましたいましたいました、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスツツツツアーアーアーアー真庭真庭真庭真庭。。。。こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況がががが生生生生じじじじたためにたためにたためにたために、、、、全全全全国国国国からどんどんからどんどんからどんどんからどんどん真庭真庭真庭真庭にににに視視視視察察察察にこられるにこられるにこられるにこられる。。。。これをこれをこれをこれを、、、、企業企業企業企業のののの方方方方もももも説説説説明明明明するのにするのにするのにするのに往往往往生生生生したんですしたんですしたんですしたんですねねねね。。。。それをそれをそれをそれを、、、、観観観観光光光光協会協会協会協会とととと真庭市真庭市真庭市真庭市がががが 1つつつつになってになってになってになってツツツツアーアーアーアー化化化化いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。このこのこのこのごごごご指指指指導導導導はははは、、、、ききききょょょょうパネうパネうパネうパネリリリリストとしておストとしておストとしておストとしてお越越越越しのしのしのしの渋渋渋渋澤澤澤澤先先先先生生生生がががが指指指指導導導導されておられますがされておられますがされておられますがされておられますが、、、、地域地域地域地域再再再再生生生生マネジマネジマネジマネジャャャャーーーー事業事業事業事業でででで取取取取りりりり組組組組みましたみましたみましたみました。。。。国国国国からからからから 1,000 万万万万、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市からからからから 500 万万万万、、、、1,500 万万万万でさまでさまでさまでさまざざざざまなまなまなまな事業事業事業事業をいたしたわけをいたしたわけをいたしたわけをいたしたわけでありますでありますでありますであります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを地域地域地域地域のののの方方方方々々々々にににに普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発、、、、バイオマスとはバイオマスとはバイオマスとはバイオマスとは何何何何ぞやぞやぞやぞやとととと、、、、そこからスタそこからスタそこからスタそこからスタートをートをートをートを切切切切らなけれらなけれらなけれらなければばばば。。。。バイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのは何何何何ですかとよくですかとよくですかとよくですかとよく聞聞聞聞かれるんですかれるんですかれるんですかれるんです。「。「。「。「市市市市長長長長さんさんさんさん、、、、バイバイバイバイオマスというのはおオマスというのはおオマスというのはおオマスというのはお魚魚魚魚ですかですかですかですか」」」」とととと言言言言うからうからうからうから、、、、おおおお魚魚魚魚、、、、マスマスマスマス科科科科のののの一一一一種種種種とととと思思思思われているんですわれているんですわれているんですわれているんですねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々もももも大大大大勢勢勢勢おられますからおられますからおられますからおられますから、、、、タタタタウウウウンミーテンミーテンミーテンミーティィィィングをいたしましてングをいたしましてングをいたしましてングをいたしまして、、、、体体体体験験験験学学学学習習習習、、、、各地域各地域各地域各地域、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは学学学学校校校校などでなどでなどでなどで、、、、大大大大人人人人からからからから子子子子供供供供までまでまでまで幅幅幅幅広広広広くくくく、、、、地域地域地域地域バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源のののの理理理理解解解解をををを深深深深めていためていためていためていただだだだくくくく、、、、こういうようなことをいたしているわけでありますこういうようなことをいたしているわけでありますこういうようなことをいたしているわけでありますこういうようなことをいたしているわけであります。。。。バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスのペペペペレレレレットのストーブもットのストーブもットのストーブもットのストーブも、、、、市市市市やややや森森森森林組林組林組林組合合合合やややや、、、、農農農農協協協協やややや、、、、多多多多くのところにくのところにくのところにくのところに利用利用利用利用していたしていたしていたしていただだだだくくくく助助助助成成成成もさせていたもさせていたもさせていたもさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  以以以以上上上上、、、、取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる具具具具体的体的体的体的なことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、最最最最初初初初ののののごごごご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  市市市市長様長様長様長様、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、すすすすぐぐぐぐではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のエースとしてのエースとしてのエースとしてのエースとして首首首首相相相相官官官官邸邸邸邸にににに参参参参事事事事官官官官としておとしておとしておとしてお務務務務めになられましてめになられましてめになられましてめになられまして、、、、私私私私もそのもそのもそのもその関係関係関係関係でででで一度一度一度一度だだだだけけけけ首首首首相相相相官官官官邸邸邸邸にににに入入入入らさせていたらさせていたらさせていたらさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。末松末松末松末松さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、国国国国のののの立立立立場場場場とととと申申申申しまししまししまししましょょょょうかうかうかうか、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス日日日日本本本本をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげておられましたておられましたておられましたておられました話話話話、、、、それからバイオマスそれからバイオマスそれからバイオマスそれからバイオマス産業産業産業産業とととと農農農農業業業業といったようなことにといったようなことにといったようなことにといったようなことにつつつついていていていて、、、、今今今今現現現現在在在在のののの状況状況状況状況というものをおというものをおというものをおというものをお話話話話ししししいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 末松末松末松末松課長課長課長課長 

  末松末松末松末松ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 10 月月月月からからからから今今今今のののの農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長ををををややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、そのそのそのその前前前前 4 年年年年 7カカカカ月月月月ほほほほどはどはどはどは、、、、今今今今竹竹竹竹林林林林さんからおさんからおさんからおさんからお話話話話がありましたようにがありましたようにがありましたようにがありましたように、、、、総理官総理官総理官総理官邸邸邸邸におりましてにおりましてにおりましてにおりまして、、、、そそそそのののの前前前前はまたはまたはまたはまた農林省農林省農林省農林省にいたわけですがにいたわけですがにいたわけですがにいたわけですが、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省におりますときににおりますときににおりますときににおりますときに、、、、これからのこれからのこれからのこれからの農農農農業業業業をををを考考考考えたとえたとえたとえたと
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きにきにきにきに、、、、私私私私たたたたちちちち農林水農林水農林水農林水産産産産行政行政行政行政にににに携携携携わっているわっているわっているわっている人人人人たたたたちちちちというのはというのはというのはというのは、、、、国民国民国民国民のののの生生生生活活活活のののの最最最最もももも大大大大切切切切なななな食食食食糧糧糧糧をををを生生生生産産産産しししし、、、、またまたまたまた木木木木材材材材をををを生生生生産産産産するということするということするということするということ、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番大大大大切切切切だだだだということでということでということでということで行政行政行政行政をををを進進進進めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。今今今今もそれはもそれはもそれはもそれは変変変変わらないんですわらないんですわらないんですわらないんです。。。。しかししかししかししかし、、、、農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業のののの可能性可能性可能性可能性というのをというのをというのをというのを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、食食食食糧糧糧糧、、、、木木木木材材材材だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、もっといろいろなものもっといろいろなものもっといろいろなものもっといろいろなもの、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな可能性可能性可能性可能性があるんがあるんがあるんがあるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、そういうことそういうことそういうことそういうことをををを考考考考ええええ出出出出してしてしてして、、、、たまたまそのときにたまたまそのときにたまたまそのときにたまたまそのときに、、、、いろんないろんないろんないろんなリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのができというのができというのができというのができ始始始始めましたのでめましたのでめましたのでめましたので、、、、農農農農林水林水林水林水産産産産省省省省でもでもでもでも、、、、生生生生ごごごごみのみのみのみの食品食品食品食品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのをというのをというのをというのをつつつつくったのですがくったのですがくったのですがくったのですが、、、、そのそのそのその担当担当担当担当をしていたこをしていたこをしていたこをしていたこともありましてともありましてともありましてともありまして、、、、これからこれからこれからこれから農林水農林水農林水農林水産資源産資源産資源産資源のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる利活用利活用利活用利活用のののの可能性可能性可能性可能性というのをというのをというのをというのを考考考考ええええていくていくていくていくべべべべききききだだだだとととと。。。。そのときにはそのときにはそのときにはそのときには、、、、真庭真庭真庭真庭とかとかとかとか、、、、先進的先進的先進的先進的なななな地域地域地域地域ではもうそういうではもうそういうではもうそういうではもうそういう動動動動きがあったわけですがきがあったわけですがきがあったわけですがきがあったわけですが、、、、そういそういそういそういうううう地域地域地域地域のののの動動動動きをきをきをきを見見見見ながらながらながらながら、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを国国国国としてもとしてもとしてもとしても進進進進めていかなくてはとめていかなくてはとめていかなくてはとめていかなくてはと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省からバイオマス・ニッからバイオマス・ニッからバイオマス・ニッからバイオマス・ニッポポポポンンンン、、、、最最最最初初初初はははは「「「「バイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッポポポポンンンン構想構想構想構想」」」」とかとかとかとか言言言言っていたんっていたんっていたんっていたんですがですがですがですが、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを言言言言いいいい出出出出してしてしてして、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな人人人人とととと話話話話をしていたんですをしていたんですをしていたんですをしていたんです。。。。 

  1 つつつつ限限限限界界界界があったのはがあったのはがあったのはがあったのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省だだだだけではそういうことはできないけではそういうことはできないけではそういうことはできないけではそういうことはできない。。。。またまたまたまた、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの、、、、今今今今はははは違違違違うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど、、、、当当当当時時時時のののの体体体体質質質質というのはというのはというのはというのは、、、、そんなことにうそんなことにうそんなことにうそんなことにうつつつつつつつつをををを抜抜抜抜かすよりもかすよりもかすよりもかすよりもっとっとっとっと大大大大切切切切なことがあるなことがあるなことがあるなことがあるだだだだろうとろうとろうとろうと言言言言うううう人人人人もももも多多多多くてくてくてくて、、、、こんなのこんなのこんなのこんなのじゃじゃじゃじゃなかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないということでまないということでまないということでまないということで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とかとかとかとか環境環境環境環境省省省省のののの方方方方々々々々といろいろといろいろといろいろといろいろ議議議議論論論論をしてをしてをしてをして、、、、みんなでみんなでみんなでみんなでややややっていこうというようなこっていこうというようなこっていこうというようなこっていこうというようなことをとをとをとを話話話話しししし合合合合っていましたっていましたっていましたっていました。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりこういうのはりこういうのはりこういうのはりこういうのは、、、、リリリリーダーシップをとるのはーダーシップをとるのはーダーシップをとるのはーダーシップをとるのは、、、、政府全政府全政府全政府全体体体体でででで、、、、当当当当時小泉総理時小泉総理時小泉総理時小泉総理がががが官官官官邸邸邸邸主導主導主導主導ということでいろいろということでいろいろということでいろいろということでいろいろ仕仕仕仕事事事事をををを進進進進めておられたのでめておられたのでめておられたのでめておられたので、、、、官官官官邸邸邸邸にににに担担担担いでもらったらいいんいでもらったらいいんいでもらったらいいんいでもらったらいいんじゃじゃじゃじゃなななないかといかといかといかと思思思思ってってってって、、、、官官官官邸邸邸邸なんかにもなんかにもなんかにもなんかにも話話話話しにいってしにいってしにいってしにいって、、、、そういうのもそういうのもそういうのもそういうのも縁縁縁縁になってになってになってになって、、、、私私私私自身自身自身自身はははは農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省ででででこのこのこのこの仕仕仕仕事事事事をしたかったんですけどをしたかったんですけどをしたかったんですけどをしたかったんですけど、、、、官官官官邸邸邸邸にににに連連連連れていかれたとれていかれたとれていかれたとれていかれたということなんですがいうことなんですがいうことなんですがいうことなんですが、、、、官官官官邸邸邸邸にににに行行行行ってってってってみてみてみてみて思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、先先先先ほほほほどのアル・どのアル・どのアル・どのアル・ゴゴゴゴアとかアとかアとかアとか、、、、世世世世界界界界のののの指指指指導導導導者者者者もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、小泉総理小泉総理小泉総理小泉総理もそうもそうもそうもそうだだだだったったったったんですがんですがんですがんですが、、、、これからこれからこれからこれから次次次次のののの時代時代時代時代にににに何何何何がががが必要必要必要必要かということをかということをかということをかということを考考考考えたときえたときえたときえたとき、、、、ややややはりはりはりはり環境環境環境環境がががが大大大大切切切切でありでありでありであり、、、、身近身近身近身近なななな資源資源資源資源のののの、、、、またまたまたまた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな資源資源資源資源のののの、「、「、「、「農林水農林水農林水農林水産関係資源産関係資源産関係資源産関係資源」」」」とととと言言言言ええええばばばば漢字漢字漢字漢字になりますしになりますしになりますしになりますし、、、、片片片片仮仮仮仮名名名名でででで言言言言うとうとうとうと「「「「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源」、」、」、」、こういうもののこういうもののこういうもののこういうものの利活用利活用利活用利活用はこれからはこれからはこれからはこれから絶絶絶絶対対対対大大大大切切切切になるというになるというになるというになるという意識意識意識意識がががが強強強強くありましたくありましたくありましたくありました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、どうせどうせどうせどうせだだだだったらみんなでこういうことをったらみんなでこういうことをったらみんなでこういうことをったらみんなでこういうことを進進進進めていくめていくめていくめていく、、、、そういうそういうそういうそういう旗旗旗旗印印印印ををををつつつつくろうということでくろうということでくろうということでくろうということで、、、、バイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッポポポポンンンン総総総総合戦合戦合戦合戦略略略略というのをというのをというのをというのをつつつつくったということですくったということですくったということですくったということです。。。。 

  これのこれのこれのこれの特特特特徴徴徴徴はははは幾幾幾幾つつつつかありましてかありましてかありましてかありまして、、、、ほほほほんとうはんとうはんとうはんとうは、、、、こういうのはこういうのはこういうのはこういうのは生物系生物系生物系生物系資源資源資源資源とかとかとかとか、、、、漢字漢字漢字漢字のののの言言言言葉葉葉葉にににに最最最最終終終終的的的的にはなるとにはなるとにはなるとにはなると思思思思ったんですったんですったんですったんです。。。。小泉総理小泉総理小泉総理小泉総理もももも片片片片仮仮仮仮名名名名はははは大大大大嫌嫌嫌嫌いいいいだだだだとかというのもありましてとかというのもありましてとかというのもありましてとかというのもありまして、、、、多多多多分分分分「「「「バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス」」」」とかというとかというとかというとかという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど市市市市長長長長さんのさんのさんのさんの話話話話にもありましたけどにもありましたけどにもありましたけどにもありましたけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか行政行政行政行政用用用用語語語語としてもなとしてもなとしてもなとしてもなじじじじみがなかったものでみがなかったものでみがなかったものでみがなかったもので、、、、直直直直るとるとるとると思思思思っていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、議議議議論論論論するときにはするときにはするときにはするときには、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変わったものわったものわったものわったものだだだだなとなとなとなと思思思思われるのはいいんわれるのはいいんわれるのはいいんわれるのはいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってって、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、バイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマスと言言言言っておっておっておっておりましたらりましたらりましたらりましたら、、、、あるあるあるある程程程程度言度言度言度言葉葉葉葉がががが認知認知認知認知されてされてされてされて、、、、そのままそのままそのままそのまま閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されたということでされたということでされたということでされたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されたというのはどういうことかといいますとされたというのはどういうことかといいますとされたというのはどういうことかといいますとされたというのはどういうことかといいますと、、、、あるときまではあるときまではあるときまではあるときまでは農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省がががが、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産業業業業のののの新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性ということでということでということでということで進進進進めていためていためていためていた施施施施策策策策だだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されてからされてからされてからされてから後後後後というのというのというのというのはははは、、、、まあまあまあまあ、、、、そのそのそのその前前前前からからからから皆皆皆皆さんさんさんさん同同同同じじじじ気気気気持持持持ちちちちになったんですがになったんですがになったんですがになったんですが、、、、政府政府政府政府、、、、全部全部全部全部のののの役役役役所所所所がバイオマスといがバイオマスといがバイオマスといがバイオマスというもののうもののうもののうものの利活用利活用利活用利活用をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで考考考考えていこうということになったということですえていこうということになったということですえていこうということになったということですえていこうということになったということです。。。。ですからですからですからですから、、、、バイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッポポポポンンンン総総総総合戦合戦合戦合戦略略略略にににに基基基基づくバイオマスタづくバイオマスタづくバイオマスタづくバイオマスタウウウウンンンン、、、、今今今今真庭真庭真庭真庭さんでもさんでもさんでもさんでも取組取組取組取組まれておりますまれておりますまれておりますまれておりますがががが、、、、これはこれはこれはこれは農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省がががが公公公公表表表表しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、情情情情報報報報はははは、、、、各各各各省庁省庁省庁省庁みんなでみんなでみんなでみんなで共共共共有有有有するということになするということになするということになするということになっておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、大体技術大体技術大体技術大体技術のののの開発開発開発開発とかはとかはとかはとかは、、、、各各各各省省省省競競競競いいいい合合合合いながらいながらいながらいながら協力協力協力協力しながらということでしながらということでしながらということでしながらということで、、、、結結結結構構構構
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農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの関係関係関係関係のののの機機機機関関関関よりもよりもよりもよりも、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境省省省省のののの技術技術技術技術のののの開発開発開発開発ののののほほほほうがうがうがうが進進進進んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、私私私私はははは、、、、今農林省今農林省今農林省今農林省にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、官官官官邸邸邸邸のときはすのときはすのときはすのときはすごごごごくくくく各各各各省省省省仲仲仲仲良良良良くくくくややややっていていいなとっていていいなとっていていいなとっていていいなと思思思思っていたんですけっていたんですけっていたんですけっていたんですけどどどど、、、、今今今今はははは農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの立立立立場場場場ですからですからですからですから、、、、ほほほほかのかのかのかの役役役役所所所所にににに負負負負けないようにけないようにけないようにけないように、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省もももも頑頑頑頑張張張張らなくらなくらなくらなくちちちちゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないというふふふふうにうにうにうに思思思思っているというようなっているというようなっているというようなっているというような感感感感じじじじででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、今今今今、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの進進進進めめめめ方方方方ということにということにということにということにつつつついてはいてはいてはいては、、、、世世世世界界界界でバイオでバイオでバイオでバイオ燃燃燃燃料料料料ということにということにということにということに非非非非常常常常にににに注注注注目目目目がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。日日日日本本本本ではどうではどうではどうではどう考考考考えているかといいますとえているかといいますとえているかといいますとえているかといいますと、、、、ややややはりはりはりはり日日日日本本本本はははは食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率がががが低低低低いいいい国国国国ですからですからですからですから、、、、食食食食糧糧糧糧をををを生生生生産産産産しししし、、、、自自自自給給給給率率率率をををを上上上上げげげげていくていくていくていく、、、、これがこれがこれがこれが一一一一番番番番大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは間違間違間違間違いないんですいないんですいないんですいないんです。。。。ですからですからですからですから、、、、一一一一番番番番簡簡簡簡単単単単なななな方方方方法法法法はははは、、、、昔昔昔昔私私私私たたたたちちちちはおはおはおはお米米米米をををを 1 年年年年間間間間 120キキキキロロロロ食食食食べべべべていたわけですがていたわけですがていたわけですがていたわけですが、、、、今今今今ははははちちちちょょょょうどうどうどうど半半半半分分分分のののの 60 キキキキロをロをロをロを食食食食べべべべているわけでているわけでているわけでているわけで、、、、昔昔昔昔のようにおのようにおのようにおのようにお米米米米をををを今今今今のののの倍倍倍倍食食食食べべべべれれれればばばば、、、、健康健康健康健康状状状状態態態態もよくもよくもよくもよくなるしなるしなるしなるし、、、、食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率もももも上上上上がるしがるしがるしがるし、、、、一一一一番番番番いいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためのそのためのそのためのそのための努努努努力力力力というのはこれからもしというのはこれからもしというのはこれからもしというのはこれからもしていかなくていかなくていかなくていかなくちちちちゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、でもでもでもでも、、、、人人人人のののの口口口口をををを無無無無理理理理ややややりあけてりあけてりあけてりあけて政府政府政府政府がおがおがおがお米米米米をををを食食食食べべべべさせさせさせさせるということはできませんるということはできませんるということはできませんるということはできません。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、次次次次にににに何何何何をするかというとをするかというとをするかというとをするかというと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり日日日日本本本本のののの国国国国土土土土、、、、農農農農地地地地もももも、、、、山山山山林林林林もももも、、、、このこのこのこの生生生生産力産力産力産力、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい生生生生みみみみ出出出出すすすす生生生生産力産力産力産力のあるものをきのあるものをきのあるものをきのあるものをきちちちちんとんとんとんと維維維維持持持持してしてしてして、、、、木木木木材材材材資源資源資源資源もももも、、、、食食食食糧糧糧糧もももも、、、、ききききちちちちんとんとんとんと生生生生産産産産できるできるできるできる、、、、そういうのをずっとそういうのをずっとそういうのをずっとそういうのをずっと残残残残していくというのがしていくというのがしていくというのがしていくというのが次次次次にににに大大大大切切切切だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それのそれのそれのそれの利用先利用先利用先利用先というのでというのでというのでというので、、、、今今今今、、、、世世世世界的界的界的界的にバイオエタノーにバイオエタノーにバイオエタノーにバイオエタノールルルル、、、、バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル、、、、注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びていますびていますびていますびています。。。。日日日日本本本本においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、先先先先ほほほほどからおどからおどからおどからお話話話話がありましたよがありましたよがありましたよがありましたようにうにうにうに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる農農農農産産産産物物物物のののの食食食食べべべべるるるる部部部部分分分分とととと同同同同じじじじところところところところでででで競競競競合合合合するというするというするというするという面面面面ではではではでは限限限限界界界界がありますけどがありますけどがありますけどがありますけど、、、、非非非非食食食食用用用用部部部部分分分分とかとかとかとか、、、、そういうことではそういうことではそういうことではそういうことでは可能性可能性可能性可能性があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、そういうそういうそういうそういう開開開開発発発発とかとかとかとか、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発をものすをものすをものすをものすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  またまたまたまた、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発がががが進進進進むむむむまでまでまでまで何何何何もしないというともしないというともしないというともしないというと乗乗乗乗りおくれてしまいますのでりおくれてしまいますのでりおくれてしまいますのでりおくれてしまいますので、、、、できることからできることからできることからできることから始始始始めていくというのがめていくというのがめていくというのがめていくというのが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。研究開発研究開発研究開発研究開発でででで何何何何がががが大大大大切切切切かというのはかというのはかというのはかというのは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話があったエタノールのがあったエタノールのがあったエタノールのがあったエタノールの変変変変換換換換技術技術技術技術などとともになどとともになどとともになどとともに、、、、収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬するするするする技術技術技術技術、、、、集集集集めるめるめるめる技術技術技術技術とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういういろんないろんないろんないろんな技術技術技術技術がががが要要要要りますりますりますります。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そういうそういうそういうそういう技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されてされてされてされて、、、、そのそのそのその技術技術技術技術がエタノールをがエタノールをがエタノールをがエタノールをつつつつくるくるくるくる方方方方向向向向にににに向向向向かわなくてもいいんかわなくてもいいんかわなくてもいいんかわなくてもいいんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。いろんないろんないろんないろんな可能性可能性可能性可能性、、、、安安安安くいろんなものをくいろんなものをくいろんなものをくいろんなものを集集集集められるめられるめられるめられる技技技技術術術術ができてができてができてができて、、、、それはそれはそれはそれは、、、、エタノールになってもいいしエタノールになってもいいしエタノールになってもいいしエタノールになってもいいし、、、、素素素素材材材材になってもいいしになってもいいしになってもいいしになってもいいし、、、、またまたまたまた直直直直接接接接のののの燃焼燃焼燃焼燃焼ででででもももも、、、、ほほほほかのかのかのかの燃燃燃燃料料料料になってもいいになってもいいになってもいいになってもいい、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利活利活利活利活用用用用をををを進進進進めるめるめるめる研究開発研究開発研究開発研究開発とととと、、、、それをそれをそれをそれをチャレチャレチャレチャレンジしてンジしてンジしてンジして、、、、広広広広めていくめていくめていくめていく、、、、そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域、、、、そういうそういうそういうそういう民民民民間間間間のののの方方方方々々々々のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命支援支援支援支援していくというのがしていくというのがしていくというのがしていくというのが今今今今のののの国国国国ののののややややることることることることだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。 

  こういうこういうこういうこういう話話話話はははは、、、、農農農農業業業業のののの話話話話というのはいろいろなというのはいろいろなというのはいろいろなというのはいろいろな制制制制度度度度があがあがあがあるのでるのでるのでるので、、、、おおおお米米米米はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐらいらいらいらいつつつつくろうとくろうとくろうとくろうとかかかか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ計画計画計画計画的的的的にできるんですがにできるんですがにできるんですがにできるんですが、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの分野分野分野分野というのはというのはというのはというのは、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術ができてができてができてができて、、、、どどどどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されるかされるかされるかされるか、、、、またまたまたまた地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが違違違違いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、国国国国がががが一一一一律律律律にににに何何何何をしろということではなくてをしろということではなくてをしろということではなくてをしろということではなくて、、、、私私私私はははは、、、、一度真庭一度真庭一度真庭一度真庭にににに来来来来たかったのでたかったのでたかったのでたかったので、、、、ききききょょょょうはおうはおうはおうはお話話話話しするよりしするよりしするよりしするよりもももも、、、、皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をををを聞聞聞聞きたかったわけですがきたかったわけですがきたかったわけですがきたかったわけですが、、、、先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいていていていて、、、、それをそれをそれをそれを伸伸伸伸ばばばばすにはどうしたらいいかすにはどうしたらいいかすにはどうしたらいいかすにはどうしたらいいか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに真庭真庭真庭真庭のののの皆皆皆皆さんのためになるかどうかわかりさんのためになるかどうかわかりさんのためになるかどうかわかりさんのためになるかどうかわかりませんがませんがませんがませんが、、、、早早早早くそれをくそれをくそれをくそれをほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域にもにもにもにも広広広広げげげげていくといていくといていくといていくというのがうのがうのがうのが国国国国のののの仕仕仕仕事事事事だだだだとととと思思思思ってきってきってきってきょょょょうはうはうはうは来来来来させさせさせさせていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 
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  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次はははは渋渋渋渋澤澤澤澤様様様様になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤様様様様はははは、、、、農農農農学学学学博士博士博士博士でありながでありながでありながでありながらららら、、、、町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの専専専専門門門門家家家家というというというという、、、、非非非非常常常常にににに特特特特異異異異なななな方方方方ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、人人人人をそのをそのをそのをその気気気気にさせるというのがにさせるというのがにさせるというのがにさせるというのが非非非非常常常常におにおにおにお上手上手上手上手なななな方方方方なのでなのでなのでなので、、、、これまでおこれまでおこれまでおこれまでお二二二二人人人人のののの行政行政行政行政のののの方方方方、、、、それからそれからそれからそれから、、、、後後後後からおからおからおからお話話話話をおをおをおをお二二二二人人人人、、、、具具具具体的体的体的体的なななな民民民民間間間間のののの企業企業企業企業のののの方方方方からおからおからおからお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、そのそのそのその間間間間をををを取取取取りりりり持持持持つつつつ方方方方ということでということでということでということで、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤さんをさんをさんをさんをごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここここちちちちらにはらにはらにはらには、、、、御御御御前前前前酒酒酒酒というというというという酒酒酒酒蔵蔵蔵蔵のののの辻辻辻辻さんさんさんさん、、、、それからそれからそれからそれから先先先先ほほほほどどどど岡岡岡岡さんからさんからさんからさんから話話話話があったがあったがあったがあった銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業のののの中中中中島島島島さんさんさんさん、、、、ランランランランデデデデスのスのスのスの大月大月大月大月さんさんさんさん、、、、こういったようなこういったようなこういったようなこういったような民民民民間間間間のののの方方方方々々々々のののの集集集集まりまりまりまり、、、、真真真真庭庭庭庭塾塾塾塾というというというという民民民民間間間間のののの研究会研究会研究会研究会、、、、勉勉勉勉強会強会強会強会、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては飲飲飲飲みみみみ会会会会でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、そういったところからこそういったところからこそういったところからこそういったところからこのバイオマスタのバイオマスタのバイオマスタのバイオマスタウウウウンがンがンがンが始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの事事事事もももも、、、、裏裏裏裏話話話話もももも、、、、それからそれからそれからそれから今回今回今回今回のののの真庭真庭真庭真庭におけるバイにおけるバイにおけるバイにおけるバイオマスタオマスタオマスタオマスタウウウウンンンン事業事業事業事業へへへへのののの繋繋繋繋ぎぎぎぎなどをなどをなどをなどを上手上手上手上手にににに仕仕仕仕掛掛掛掛けたけたけたけた人人人人、、、、そそのかしたそそのかしたそそのかしたそそのかした人人人人がががが多多多多分分分分渋渋渋渋澤澤澤澤さんさんさんさんだだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  申申申申しわけしわけしわけしわけごごごござざざざいませんがいませんがいませんがいませんが、、、、言言言言いいいい方方方方がががが悪悪悪悪かったとかったとかったとかったと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、人人人人、、、、森森森森林林林林、、、、風土風土風土風土、、、、こういったものこういったものこういったものこういったものをををを上手上手上手上手にににに生生生生かすかすかすかす形形形形とととと町町町町づくりということでづくりということでづくりということでづくりということで、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤さんさんさんさん、、、、ひひひひととととつつつつよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 渋渋渋渋澤澤澤澤専専専専務理務理務理務理事事事事 

  過過過過分分分分なななな評価評価評価評価でででで大大大大変変変変恐縮恐縮恐縮恐縮なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは域内域内域内域内だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、域域域域外外外外からもからもからもからも大大大大勢勢勢勢のののの方方方方がいらがいらがいらがいらっしっしっしっしゃゃゃゃっていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、もうもうもうもう何何何何回回回回かかかか話話話話がががが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、整整整整理理理理をしてをしてをしてをして、、、、時系時系時系時系列列列列的的的的なななな、、、、簡簡簡簡単単単単なおなおなおなお話話話話をしたいなというをしたいなというをしたいなというをしたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  皆皆皆皆様様様様ききききょょょょうううう、、、、午午午午前中前中前中前中のののの、、、、例例例例ええええばばばば銘建銘建銘建銘建さんですとかさんですとかさんですとかさんですとか、、、、あるいはランあるいはランあるいはランあるいはランデデデデスさんスさんスさんスさん、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは三井造船三井造船三井造船三井造船さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をををを聞聞聞聞かれるとかれるとかれるとかれると、「、「、「、「ああああああああ、、、、真庭真庭真庭真庭はははは特特特特殊殊殊殊なんなんなんなんだだだだよなよなよなよな」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに多多多多分分分分思思思思われるとわれるとわれるとわれると思思思思うんうんうんうんですですですです。「。「。「。「ううううちちちちらのらのらのらの地域地域地域地域でででで 1日日日日 130 トンものトンものトンものトンもの、、、、ププププレレレレナーくずなんてナーくずなんてナーくずなんてナーくずなんて出出出出てこないよてこないよてこないよてこないよ。。。。1 年年年年間間間間でででで 130 トトトトンンンンだだだだよよよよ」」」」というところもというところもというところもというところも随随随随分分分分あるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。ランランランランデデデデスのようなスのようなスのようなスのような、、、、ああいうああいうああいうああいう分分分分析析析析をしたをしたをしたをした、、、、ちちちちゃゃゃゃんんんんとしたとしたとしたとした製製製製品品品品をををを化学的化学的化学的化学的ににににつつつつくっていくなんていうのはくっていくなんていうのはくっていくなんていうのはくっていくなんていうのは、、、、とてもうとてもうとてもうとてもうちちちちらのらのらのらの地域地域地域地域ではではではでは無無無無理理理理だだだだというというというというふふふふううううにににに思思思思われているわれているわれているわれている方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ましてましてましてましてややややエタノールとなるとエタノールとなるとエタノールとなるとエタノールとなると、、、、もうもうもうもうほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに装装装装置置置置産業産業産業産業でででで、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地域地域地域地域づくりにはづくりにはづくりにはづくりには全全全全くくくく手手手手のののの届届届届かないかないかないかない、、、、何何何何かどこかからかどこかからかどこかからかどこかから棚棚棚棚ぼぼぼぼたでもおりてこたでもおりてこたでもおりてこたでもおりてこないとないとないとないと、、、、ううううちちちちらのらのらのらの地域地域地域地域はバイオマスでははバイオマスでははバイオマスでははバイオマスでは生生生生きていけないのかというきていけないのかというきていけないのかというきていけないのかというふふふふうにうにうにうに思思思思われたわれたわれたわれた方方方方もももも多多多多分分分分いらいらいらいらっしっしっしっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。ところがそれらはところがそれらはところがそれらはところがそれらは今今今今のののの結結結結果果果果ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも最最最最初初初初からはからはからはからはそうではなかったということをそうではなかったということをそうではなかったということをそうではなかったということを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  私私私私がこがこがこがこちちちちらにらにらにらに寄寄寄寄せていたせていたせていたせていただだだだきましたのはきましたのはきましたのはきましたのは 1999 年年年年からでからでからでからでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、先先先先ほほほほどどどど話話話話がががが出出出出ましたましたましたました
1993 年年年年にににに真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾というというというという民民民民間間間間のののの人人人人たたたたちちちちのののの勉勉勉勉強会強会強会強会がスタートしておりましたがスタートしておりましたがスタートしておりましたがスタートしておりました。。。。このこのこのこの会会会会場場場場にもにもにもにも、、、、もうもうもうもう何何何何人人人人かのかのかのかの真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾のののの方方方方々々々々がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃっておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその勉勉勉勉強会強会強会強会をををを行政行政行政行政のののの方方方方々々々々がサがサがサがサポポポポートしてートしてートしてートして、、、、民民民民間間間間がががが表表表表にににに立立立立つつつつようなようなようなような形形形形ですすめられてきましたですすめられてきましたですすめられてきましたですすめられてきました。。。。いろんないろんないろんないろんな講講講講師師師師のののの方方方方をををを呼呼呼呼ばばばばれてれてれてれて、、、、いろんないろんないろんないろんな討討討討論論論論ががががあってあってあってあって、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、地域地域地域地域づくりをどうするかというづくりをどうするかというづくりをどうするかというづくりをどうするかという議議議議論論論論がががが続続続続けられてきましたけられてきましたけられてきましたけられてきました。。。。そのそのそのその中中中中でででで生生生生まれてきたものまれてきたものまれてきたものまれてきたもの、、、、いろんなアイいろんなアイいろんなアイいろんなアイデデデデアアアア、、、、それをそれをそれをそれを、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、どうどうどうどうややややってってってって具具具具現化現化現化現化していくのかしていくのかしていくのかしていくのかというあたりでというあたりでというあたりでというあたりで、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど私私私私がこがこがこがこちちちちらにらにらにらに寄寄寄寄せていたせていたせていたせていただだだだいたいたいたいた時時時時期期期期だだだだったかとったかとったかとったかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのそのときにときにときにときに、、、、私私私私ががががややややはりはりはりはり一一一一番番番番びっくりしたのはびっくりしたのはびっくりしたのはびっくりしたのは、、、、実実実実はははは、、、、私私私私がこがこがこがこちちちちらにらにらにらに寄寄寄寄せていたせていたせていたせていただだだだくくくく 2 年年年年前前前前のののの 1997年年年年にににに、、、、一一一一冊冊冊冊のののの冊冊冊冊子子子子、、、、今今今今おおおお話話話話しになりましたしになりましたしになりましたしになりました、、、、御御御御前前前前酒酒酒酒のののの辻辻辻辻さんがさんがさんがさんが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾のののの方方方方々々々々のののの意見意見意見意見をををを一一一一冊冊冊冊のののの本本本本にまとめられていますにまとめられていますにまとめられていますにまとめられています。。。。本本本本といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、小小小小冊冊冊冊子子子子なんですがなんですがなんですがなんですが。。。。それはそれはそれはそれは、、、、『『『『2010 年真庭年真庭年真庭年真庭人人人人のののの一一一一日日日日』』』』というというというという小小小小冊冊冊冊子子子子ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、真庭真庭真庭真庭のののの中中中中のののの 5つつつつのののの家家家家族族族族、、、、ですからですからですからですから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの中中中中島島島島さんさんさんさんもももも大月大月大月大月さんもさんもさんもさんも出出出出てまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいりますし、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、2010 年年年年、、、、ですからですからですからですから 13 年年年年後後後後のののの秋秋秋秋のあるのあるのあるのある 1 日日日日にににに、、、、5 つつつつのののの家家家家族族族族
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がどうがどうがどうがどうややややってってってって目目目目覚覚覚覚めてめてめてめて、、、、そしてそのときそしてそのときそしてそのときそしてそのとき家家家家族族族族のののの構成構成構成構成はどうなっていてはどうなっていてはどうなっていてはどうなっていて、、、、そしてそこでそしてそこでそしてそこでそしてそこで朝朝朝朝飯飯飯飯のののの食食食食卓卓卓卓にどうにどうにどうにどう並並並並んでんでんでんで、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちはどこではどこではどこではどこで遊遊遊遊んでんでんでんで、、、、大大大大人人人人たたたたちちちちはどうはどうはどうはどうややややってってってって働働働働いていていていて、、、、地域地域地域地域はどうではどうではどうではどうで、、、、そしてそしてそしてそして、、、、アフターフアフターフアフターフアフターファァァァイブはどうイブはどうイブはどうイブはどう暮暮暮暮らすのかというらすのかというらすのかというらすのかという、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの家家家家族族族族のののの 1日日日日ののののディディディディテールをずっとテールをずっとテールをずっとテールをずっと積積積積みみみみ上上上上げげげげたんですたんですたんですたんです。。。。このこのこのこの間間間間、、、、久久久久ししししぶぶぶぶりにそれをりにそれをりにそれをりにそれを読読読読んでみましたらんでみましたらんでみましたらんでみましたら、、、、驚驚驚驚いたことにいたことにいたことにいたことに、、、、そのそのそのその中中中中のののの大大大大部部部部分分分分のものものものものがのがのがのが、、、、多多多多分分分分今今今今のののの真庭真庭真庭真庭のののの現現現現状状状状としてできてきたんとしてできてきたんとしてできてきたんとしてできてきたんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  何何何何をををを申申申申したいしたいしたいしたいかとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、実実実実はははは私私私私もももも、、、、もとはもとはもとはもとは会社会社会社会社のののの経経経経営営営営者者者者ももももややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、つつつつくづくくづくくづくくづく思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、町町町町づくりとかづくりとかづくりとかづくりとか地域地域地域地域づくりというとづくりというとづくりというとづくりというと、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんココココンンンンセセセセプトのおプトのおプトのおプトのお話話話話をされるんですがをされるんですがをされるんですがをされるんですが、、、、ココココンンンンセセセセプトもプトもプトもプトも大大大大変変変変重要重要重要重要ですですですです。。。。環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい町町町町、、、、福福福福祉祉祉祉のあるのあるのあるのある町町町町、、、、大大大大変変変変重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、ややややはりはりはりはり会社会社会社会社のののの経経経経営営営営ははははディディディディテールのテールのテールのテールの積積積積みみみみ重重重重ねねねねなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。どれどれどれどれだだだだけけけけディディディディテールをテールをテールをテールを綿綿綿綿密密密密にににに積積積積みみみみ重重重重ねねねねるかるかるかるか。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、川川川川でででで子子子子供供供供がががが遊遊遊遊ぶぶぶぶにはにはにはには川川川川がどういうがどういうがどういうがどういう状状状状態態態態にならなきにならなきにならなきにならなきゃゃゃゃならないかならないかならないかならないか。。。。瀬瀬瀬瀬があってがあってがあってがあって、、、、ふふふふちちちちがあってがあってがあってがあって、、、、瀬瀬瀬瀬ややややふふふふちちちちがあるがあるがあるがある川川川川ををををつつつつくるにはどうしたらいいのかということをずっとくるにはどうしたらいいのかということをずっとくるにはどうしたらいいのかということをずっとくるにはどうしたらいいのかということをずっと積積積積みみみみ重重重重ねねねねていくていくていくていく。。。。それがそれがそれがそれが
1997 年年年年ににににまとめられたまとめられたまとめられたまとめられた。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう具具具具体化体化体化体化していくというしていくというしていくというしていくという流流流流れになってまいりましれになってまいりましれになってまいりましれになってまいりましたたたた。。。。 最最最最初初初初からからからから、、、、今日今日今日今日発発発発表表表表されたされたされたされた事事事事例例例例のようなのようなのようなのような格格格格好好好好いいことではなくていいことではなくていいことではなくていいことではなくて、、、、そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ、、、、これからこれからこれからこれから紹介紹介紹介紹介があるがあるがあるがある古古古古林林林林さんのところのさんのところのさんのところのさんのところの BDF もももも含含含含めてめてめてめて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ネネネネココココ砂砂砂砂ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木木木木のののの粉粉粉粉ををををデデデデンプンでンプンでンプンでンプンで固固固固めたナプラスですとかめたナプラスですとかめたナプラスですとかめたナプラスですとか、、、、ヒヒヒヒノノノノキキキキオイルですとかオイルですとかオイルですとかオイルですとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、伏伏伏伏せせせせ焼焼焼焼きできできできで温温温温度度度度をををを低低低低くくくく焼焼焼焼いたいたいたいた炭炭炭炭ですとかですとかですとかですとか、、、、そういうものをどうそういうものをどうそういうものをどうそういうものをどうややややってってってって具具具具体化体化体化体化するかするかするかするか、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが今今今今できることはできることはできることはできることは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。それらをそれらをそれらをそれらを実実実実績績績績としてとしてとしてとしてディディディディテールをテールをテールをテールを積積積積みみみみ重重重重ねねねねていくということをていくということをていくということをていくということをややややりましたりましたりましたりました。。。。 

  考考考考ええええてみましたらてみましたらてみましたらてみましたら、、、、こういうバイオマスをこういうバイオマスをこういうバイオマスをこういうバイオマスを使使使使ったったったった循環型地域循環型地域循環型地域循環型地域づくりというのはづくりというのはづくりというのはづくりというのは、、、、もうもうもうもう生物生物生物生物ををををつつつつくるようなものでくるようなものでくるようなものでくるようなもので、、、、非非非非常常常常にににに複複複複雑雑雑雑系系系系ををををつつつつくっていくくっていくくっていくくっていく作作作作業業業業なんなんなんなんだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。簡簡簡簡単単単単なななな、、、、単純単純単純単純なななな、、、、美美美美しいシステムでしいシステムでしいシステムでしいシステムで循環循環循環循環をををを書書書書きますときますときますときますと、、、、国国国国のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー政策政策政策政策ががががちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変わったりわったりわったりわったり、、、、あるいはマーあるいはマーあるいはマーあるいはマーケケケケットがットがットがットがちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変わったわったわったわっただだだだけでけでけでけで、、、、そのそのそのその循環循環循環循環のどこかがのどこかがのどこかがのどこかが詰詰詰詰まるとまるとまるとまると全部全部全部全部がとまってしまいますがとまってしまいますがとまってしまいますがとまってしまいます。。。。このこのこのこのようにようにようにように地域地域地域地域としてとしてとしてとして考考考考えるときにはえるときにはえるときにはえるときには、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく複複複複雑雑雑雑系系系系ををををつつつつくるくるくるくる事事事事がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。いろんないろんないろんないろんな人人人人がががが少少少少しずしずしずしずつつつついろんなことをいろんなことをいろんなことをいろんなことを自分自分自分自分でできることをでできることをでできることをでできることをややややっていくっていくっていくっていく。。。。それができるそれができるそれができるそれができる意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成成成成がががが多多多多分真庭分真庭分真庭分真庭塾塾塾塾というというというという土土土土壌壌壌壌のののの中中中中ででででつつつつくられてきたんくられてきたんくられてきたんくられてきたんだだだだろうというろうというろうというろうというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  そのそのそのその複複複複雑雑雑雑系系系系のののの最後最後最後最後のののの目目目目的的的的はははは、、、、真庭真庭真庭真庭でででで子子子子供供供供たたたたちちちちをををを育育育育てたいということてたいということてたいということてたいということだだだだったんったんったんったんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私もきもきもきもきょょょょうううう、、、、東京東京東京東京からからからから来来来来ましたけどましたけどましたけどましたけど、、、、東京東京東京東京のののの食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率はははは 1％％％％ですですですです。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー自自自自給給給給率率率率はははは限限限限りなくりなくりなくりなく
0％％％％ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、今今今今イラクでイラクでイラクでイラクで戦戦戦戦争争争争ををををややややってってってって、、、、イランがああいうイランがああいうイランがああいうイランがああいう状状状状態態態態でででで、、、、北北北北朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮がこういうがこういうがこういうがこういう状状状状態態態態でででで、、、、世世世世界界界界中中中中でででで今今今今いろいろないろいろないろいろないろいろな紛紛紛紛争争争争がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに 50 年年年年後後後後、、、、そのそのそのその 1％％％％のののの自自自自給給給給率率率率のののの都都都都市市市市がががが成成成成りりりり立立立立っていくとっていくとっていくとっていくと思思思思われているわれているわれているわれている方方方方はははは多多多多分分分分どなたもいらっしどなたもいらっしどなたもいらっしどなたもいらっしゃゃゃゃらないとらないとらないとらないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、真庭真庭真庭真庭にはそれができるかにはそれができるかにはそれができるかにはそれができるかもしれないもしれないもしれないもしれない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今私私私私たたたたちちちちのののの周周周周りにあるりにあるりにあるりにある森森森森林林林林というのはというのはというのはというのは、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちにとってはにとってはにとってはにとっては金金金金にもならなくてにもならなくてにもならなくてにもならなくて、、、、親親親親からからからから子子子子へへへへ引引引引きききき継継継継いいいいだだだだ、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの負負負負のののの財財財財産産産産かもしれませんけかもしれませんけかもしれませんけかもしれませんけどどどど、、、、このこのこのこの森森森森林林林林があるがあるがあるがある、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの自自自自然然然然があることによってがあることによってがあることによってがあることによって、、、、あなたたあなたたあなたたあなたたちちちちはははは食食食食糧糧糧糧もここからもここからもここからもここから得得得得らららられるしれるしれるしれるし、、、、あなたたあなたたあなたたあなたたちちちちのエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーもそこからーもそこからーもそこからーもそこから得得得得られるしられるしられるしられるし、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような、、、、真庭真庭真庭真庭はははは財財財財産産産産にににに囲囲囲囲まれまれまれまれたたたた地域地域地域地域なんなんなんなんだだだだとととと。。。。おおおお父父父父さんたさんたさんたさんたちちちちはみんなそれはみんなそれはみんなそれはみんなそれぞぞぞぞれれれれ大大大大きいシステムきいシステムきいシステムきいシステム、、、、何何何何かかかか大会社大会社大会社大会社はないけどはないけどはないけどはないけど、、、、少少少少ししししずずずずつつつつ、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつ、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用したしたしたした取取取取りりりり組組組組みをしてあなたたみをしてあなたたみをしてあなたたみをしてあなたたちちちちのののの代代代代にににに残残残残していくんしていくんしていくんしていくんだだだだよというようよというようよというようよというようなことをなことをなことをなことを、、、、多多多多分真庭分真庭分真庭分真庭塾塾塾塾というものをというものをというものをというものを核核核核にしてにしてにしてにして地域地域地域地域ががががややややってきたんってきたんってきたんってきたんだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  私私私私はははは、、、、こういうこういうこういうこういう仕仕仕仕事事事事柄柄柄柄でよくでよくでよくでよく山山山山村村村村をををを回回回回りますがりますがりますがりますが、、、、そのときおそのときおそのときおそのときお年年年年寄寄寄寄りたりたりたりたちちちちからからからから必必必必ずずずず出出出出るるるる話話話話はははは、、、、先先先先ほほほほどニどニどニどニココココルさんのルさんのルさんのルさんの話話話話にもにもにもにも出出出出ましたましたましたました、、、、昭昭昭昭和和和和 35 年年年年からからからから 45 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長期期期期、、、、三三三三種種種種のののの神神神神器器器器がががが
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家家家家庭庭庭庭にににに来来来来てててて、、、、山山山山ははははチチチチェーンェーンェーンェーンソソソソーがーがーがーが入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、刈刈刈刈りりりり払払払払いいいい機機機機がががが入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、畑畑畑畑にににに耕耕耕耕運運運運機機機機（（（（テーラテーラテーラテーラーーーー））））がががが入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。一一一一斉斉斉斉にににに機機機機械械械械化化化化をされていったをされていったをされていったをされていった時代時代時代時代にににに、、、、みんなみんなみんなみんな、、、、山山山山村村村村のののの人人人人たたたたちちちちがががが、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの子子子子供供供供にににに、、、、早早早早くこんなくこんなくこんなくこんな山山山山村村村村をををを出出出出ていけていけていけていけ。。。。親親親親をををを踏踏踏踏みみみみ台台台台にしてにしてにしてにして、、、、そしてそしてそしてそして都会都会都会都会にににに出出出出てててて、、、、一一一一旗旗旗旗上上上上げげげげてててて世世世世界界界界にににに通用通用通用通用するするするする人人人人間間間間になれとになれとになれとになれと言言言言ってってってって、、、、学資学資学資学資をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで積積積積みみみみ立立立立てててててててて、、、、そしてそしてそしてそして送送送送りりりり出出出出したしたしたした。。。。そのそのそのその子子子子たたたたちちちちがががが帰帰帰帰ってこないってこないってこないってこない。。。。あのときあのときあのときあのとき、、、、何何何何でででで子子子子供供供供たたたたちちちちにににに、「、「、「、「おまえらはおれのおまえらはおれのおまえらはおれのおまえらはおれの後後後後をををを継継継継げげげげ。。。。おれもおれもおれもおれも自自自自信信信信をををを持持持持ってこってこってこってここでこでこでこで生生生生きてきたんきてきたんきてきたんきてきたんだだだだからからからから、、、、おまえらもここでおまえらもここでおまえらもここでおまえらもここで生生生生きていけきていけきていけきていけ」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに言言言言えなかったのかとえなかったのかとえなかったのかとえなかったのかと言言言言っっっってもうてもうてもうてもう涙涙涙涙をををを流流流流されるおされるおされるおされるお年年年年寄寄寄寄りにりにりにりに私私私私はははは何何何何人人人人もももも会会会会ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。今今今今、、、、真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの子子子子供供供供にににに、、、、真庭真庭真庭真庭でででで生生生生きろきろきろきろ。。。。都会都会都会都会にににに行行行行くなくなくなくな。。。。真庭真庭真庭真庭でででで生生生生きれきれきれきればばばば周周周周りはエネルりはエネルりはエネルりはエネルギギギギーがいっーがいっーがいっーがいっぱぱぱぱいいいい、、、、周周周周りはりはりはりは素素素素材材材材がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい、、、、そしてそしてそしてそして食食食食糧糧糧糧もももも真庭真庭真庭真庭ででででつつつつくれるくれるくれるくれるじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような未来未来未来未来をををを与与与与えていくえていくえていくえていく。。。。それがそれがそれがそれが多多多多分真庭分真庭分真庭分真庭のののの取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  銘建銘建銘建銘建ですとかですとかですとかですとか、、、、ランランランランデデデデスですとかスですとかスですとかスですとか、、、、三井造船三井造船三井造船三井造船ですとかですとかですとかですとか、、、、大大大大変変変変すてきなシステムですすてきなシステムですすてきなシステムですすてきなシステムです。。。。これがこれがこれがこれが通通通通用用用用したらものすしたらものすしたらものすしたらものすごごごごくすくすくすくすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思いますいますいますいます。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、動動動動かすのはかすのはかすのはかすのは人人人人ですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう思思思思いでいでいでいで、、、、どうどうどうどういういういういう思思思思いでそのいでそのいでそのいでその人人人人たたたたちちちちがそれをがそれをがそれをがそれをつつつつくってきたかということをくってきたかということをくってきたかということをくってきたかということを、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、このこのこのこの真庭真庭真庭真庭にににに来来来来られてられてられてられて、、、、少少少少ししししでもにおいをかいででもにおいをかいででもにおいをかいででもにおいをかいで帰帰帰帰っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。森森森森林林林林資源資源資源資源もももも、、、、そしてそしてそしてそして人人人人というというというという資源資源資源資源もももも真庭真庭真庭真庭にはおありにはおありにはおありにはおありだだだだということをということをということをということを熱熱熱熱くくくく語語語語っていたっていたっていたっていただだだだいたといたといたといたと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ここからここからここからここからはははは、、、、民民民民間間間間のおのおのおのお方方方方 2 人人人人からからからから、、、、実際実際実際実際にににに実実実実践践践践をされていますをされていますをされていますをされています、、、、そのそのそのその具具具具体的体的体的体的ないろいろなないろいろなないろいろなないろいろな細細細細かかかかいいいい現現現現状状状状のおのおのおのお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、長田様長田様長田様長田様、、、、銀行銀行銀行銀行経経経経営営営営者者者者からからからから転転転転じじじじてバイオマスてバイオマスてバイオマスてバイオマス関連関連関連関連のののの経経経経営営営営者者者者ということでということでということでということで、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業さんとさんとさんとさんと関係関係関係関係もあるもあるもあるもある木木木木質質質質ペペペペレレレレットのおットのおットのおットのお話話話話をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 長田取長田取長田取長田取締役締役締役締役事業事業事業事業部長部長部長部長 

  長田長田長田長田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、林林林林業業業業にはにはにはには全全全全くのくのくのくの素人素人素人素人ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。出出出出身身身身がががが金融金融金融金融マンマンマンマン高高高高利利利利貸貸貸貸しみたいしみたいしみたいしみたいなものですからなものですからなものですからなものですから、、、、おおおお金金金金のののの「「「「シールシールシールシールドドドド」」」」採採採採算算算算性性性性、、、、費費費費用用用用対対対対効効効効果果果果､､､､投投投投資効資効資効資効果果果果､､､､収収収収益益益益性性性性    等等等等でででで 全全全全てをてをてをてを見見見見るるるる。。。。おおおお金金金金のののの対対対対価価価価、、、、シールシールシールシールドドドドでででで地域地域地域地域のののの木木木木質質質質資源資源資源資源をををを物物物物としてとしてとしてとして見見見見ますからますからますからますから、、、、ああああああああ、、、、もったいなもったいなもったいなもったいないいいい、、、、山山山山がもったいないがもったいないがもったいないがもったいない、、、、製材製材製材製材所所所所ののののごごごごみみみみ箱箱箱箱がもったいないがもったいないがもったいないがもったいない。。。。もったいないもったいないもったいないもったいない、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない、、、、宝宝宝宝のののの山山山山というというというというふふふふうにうにうにうに見見見見ましたましたましたました。。。。 銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業㈱㈱㈱㈱とのかかわりはとのかかわりはとのかかわりはとのかかわりは、、、、今今今今からからからから 12 年年年年ほほほほどどどど前前前前になりますになりますになりますになります。。。。中中中中島社島社島社島社長長長長がががが当当当当時時時時専専専専務務務務のののの時代時代時代時代、、、、たたたたまたままたままたままたま今今今今のののの 3 分分分分のののの 1 弱弱弱弱のののの売売売売上高上高上高上高規規規規模模模模のののの時時時時にににに、、、、十十十十一一一一、、、、二億二億二億二億のののの設設設設備備備備投投投投資資資資のののの話話話話がががが来来来来ましたましたましたました。。。。即即即即刻刻刻刻「「「「だだだだめめめめ」」」」とととと申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。冗冗冗冗談談談談じゃじゃじゃじゃないないないない。。。。それはそれはそれはそれは「「「「電気電気電気電気をををを買買買買いなさいいなさいいなさいいなさい」」」」とととと申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました。。。。それがそれがそれがそれが現現現現在在在在、、、、このこのこのこの会社会社会社会社へへへへ運運運運がががが悪悪悪悪くくくく採採採採用用用用されてしまいましてされてしまいましてされてしまいましてされてしまいまして、、、、今今今今ははははぼぼぼぼろくそにろくそにろくそにろくそに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。時代時代時代時代のののの変変変変革革革革といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そのそのそのその当当当当時時時時はははは、、、、中中中中島島島島さんもさんもさんもさんも、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの皆皆皆皆様様様様もももも、、、、真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾というというというという勉勉勉勉強会強会強会強会をををを開催開催開催開催してしてしてして、、、、地域地域地域地域へへへへのののの活動活動活動活動がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない、、、、自分自分自分自分のののの工場工場工場工場のののの中中中中でででで完完完完結結結結しようしようしようしよう、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして転転転転換換換換しようということがしようということがしようということがしようということが非非非非常常常常にににに努努努努力力力力されておりましたされておりましたされておりましたされておりました。。。。私私私私はははは、、、、金融金融金融金融のののの目目目目ででででごごごござざざざいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、採採採採算算算算性性性性しかしかしかしか見見見見ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした、、、、今今今今のようなのようなのようなのような環境環境環境環境、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値をををを見見見見ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。結結結結果果果果としてとしてとしてとして、、、、金融金融金融金融家家家家のののの目目目目はどこにあったのかとはどこにあったのかとはどこにあったのかとはどこにあったのかと、、、、言言言言ううううふふふふうなことでうなことでうなことでうなことで、、、、痛痛痛痛いとこいとこいとこいところをろをろをろを突突突突かれているんですがかれているんですがかれているんですがかれているんですが、、、、結結結結果果果果としてとしてとしてとして、、、、16 年年年年のののの 9 月月月月にににに、、、、真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾がががが 10 年以年以年以年以上上上上のののの地域連地域連地域連地域連携携携携等等等等のののの研研研研
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究究究究したしたしたした成成成成果果果果をををを 1つつつつのののの事業化事業化事業化事業化にしようということになりましたにしようということになりましたにしようということになりましたにしようということになりました。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス資資資資源源源源というものをというものをというものをというものを事業化事業化事業化事業化しようしようしようしようじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、事業事業事業事業としてきとしてきとしてきとしてきちちちちっとっとっとっと付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけてけてけてけて山山山山にににに返返返返そうそうそうそう、、、、そそそそしてしてしてして農農農農業分野業分野業分野業分野にににに新新新新たなたなたなたな付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけようというけようというけようというけようという話話話話がががが持持持持ちちちち上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。即即即即、、、、私私私私はははは、「、「、「、「金金金金のことのことのことのことならならならなら私私私私にににに任任任任せてくせてくせてくせてくだだだださいさいさいさい」」」」ということでということでということでということで、、、、資源利活用事業資源利活用事業資源利活用事業資源利活用事業のののの責任責任責任責任者者者者をををを名名名名乗乗乗乗りりりり出出出出ましてましてましてまして、、、、これにこれにこれにこれに入入入入りりりり中中中中心心心心的的的的なななな活動活動活動活動をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

 そのそのそのその当当当当時時時時、、、、地域地域地域地域のののの山山山山林林林林はははは風倒風倒風倒風倒木木木木でででで大大大大変変変変なことでなことでなことでなことでごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。特特特特にににに真庭市真庭市真庭市真庭市樫樫樫樫村村村村地地地地区区区区のののの皆皆皆皆さんさんさんさんからはからはからはからは今後今後今後今後山山山山をどうしてくれるかをどうしてくれるかをどうしてくれるかをどうしてくれるか、、、、金金金金のののの為為為為にににに植植植植林林林林してあるしてあるしてあるしてある木木木木質質質質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス資源資源資源資源利活用利活用利活用利活用をををを推進推進推進推進するするするするならならならならばばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物となるとなるとなるとなる前前前前にににに早早早早くくくくチチチチップップップップやややや、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレットにしてットにしてットにしてットにして、、、、具具具具体的体的体的体的にににに「「「「金金金金にしてくれにしてくれにしてくれにしてくれ」」」」といといといというううう要要要要請請請請がががが強強強強くくくく参参参参りましたりましたりましたりました。。。。ごごごご高高高高齢齢齢齢となったとなったとなったとなった林林林林業業業業家家家家、、、、おおおおじじじじいさんのいさんのいさんのいさんの話話話話しはしはしはしは山山山山がもったいないがもったいないがもったいないがもったいない、、、、涙涙涙涙がががが出出出出るようなるようなるようなるような思思思思いでいでいでいでごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。何何何何とかせにとかせにとかせにとかせにゃゃゃゃいけんということでいけんということでいけんということでいけんということで、、、、これはこれはこれはこれは早急早急早急早急にににに燃燃燃燃料用料用料用料用にににに木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット事業事業事業事業をををを、、、、創創創創業業業業起起起起業化業化業化業化しなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。 奇奇奇奇しくもしくもしくもしくも、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業㈱㈱㈱㈱もももも、、、、そのそのそのその当当当当時時時時、、、、木木木木質質質質ププププレレレレナーナーナーナーチチチチップをップをップをップをペペペペレレレレットにットにットにットに成型成型成型成型、、、、燃燃燃燃料化料化料化料化のののの企企企企画画画画事事事事業業業業ががががごごごござざざざいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、これはいいこれはいいこれはいいこれはいい機機機機会会会会だだだだということでということでということでということで、、、、真庭真庭真庭真庭塾塾塾塾のののの皆皆皆皆さんさんさんさん 15 人人人人、、、、私私私私をををを加加加加えましえましえましえましてててて、、、、主主主主婦婦婦婦のののの方方方方もももも含含含含めましてめましてめましてめまして総計総計総計総計 18 人人人人のののの個個個個人人人人とととと、、、、それとそれとそれとそれと一一一一番番番番大大大大切切切切なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、地地地地元元元元のののの真庭森真庭森真庭森真庭森林組林組林組林組合合合合さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして 32 のこののこののこののこの地域地域地域地域のののの製材製材製材製材所組所組所組所組合合合合ででででごごごござざざざいますいますいますいます真庭真庭真庭真庭郡郡郡郡木木木木材材材材事業協事業協事業協事業協同組同組同組同組合合合合のののの 2 組組組組合合合合さんさんさんさんからからからからごごごご出出出出資資資資をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、真庭真庭真庭真庭バイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社ををををつつつつくることができましたくることができましたくることができましたくることができました。。。。まずまずまずまずはははは銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業㈱㈱㈱㈱でででで生生生生産産産産したしたしたした木木木木質質質質ペペペペレレレレットをットをットをットを地域地域地域地域のののの皆皆皆皆様様様様にににに利用利用利用利用していたしていたしていたしていただだだだくくくく、、、、知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくくくく、、、、使使使使っっっっていたていたていたていただだだだくくくく為為為為にににに、、、、創創創創業業業業記念記念記念記念、、、、真庭真庭真庭真庭からのからのからのからの情情情情報発報発報発報発信信信信というというというという事事事事でででで、、、、名称名称名称名称のののの公公公公募募募募をををを致致致致しましてしましてしましてしまして「「「「真庭真庭真庭真庭ペペペペレレレレットットットット」」」」というというというという名名名名前前前前ををををつつつつけさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。以以以以来来来来、、、、旧旧旧旧久久久久世町世町世町世町のののの高田高田高田高田助役助役助役助役さんのさんのさんのさんのごごごご熱熱熱熱心心心心ななななごごごご努努努努力力力力をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、市内市内市内市内百百百百楽楽楽楽苑苑苑苑施設施設施設施設へへへへのののの木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット焚焚焚焚ききききボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを入入入入れるれるれるれる事事事事がががが出出出出来来来来ましたましたましたました。。。。これがこれがこれがこれが木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット事業事業事業事業スタートのきっかけでスタートのきっかけでスタートのきっかけでスタートのきっかけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。おかおかおかおかげげげげさまをもさまをもさまをもさまをもちちちちましてましてましてまして、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット焚焚焚焚ききききボボボボイラーでイラーでイラーでイラーでペペペペレレレレットがットがットがットが利活用利活用利活用利活用されるされるされるされる、、、、見見見見えるえるえるえる形形形形でででで導導導導入入入入実現実現実現実現されてされてされてされて、、、、ここからここからここからここから木木木木質質質質ペペペペレレレレッッッットトトト燃燃燃燃料料料料販販販販売売売売がスタートがスタートがスタートがスタート致致致致しましたしましたしましたしました。。。。以以以以来来来来、、、、たたたたちちちちままままちちちちにににに、、、、山山山山口口口口県県県県錦錦錦錦町町町町がががが導導導導入入入入されされされされ、、、、近近近近隣隣隣隣でもでもでもでも新新新新見見見見市市市市旧旧旧旧大大大大佐佐佐佐地地地地区区区区にてにてにてにて B/B 温水温水温水温水プールにプールにプールにプールに導導導導入入入入をををを頂頂頂頂きそしてきそしてきそしてきそして環境環境環境環境意識高意識高意識高意識高揚揚揚揚にてにてにてにて、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん全全全全国各地国各地国各地国各地にににに展展展展開開開開することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。今今今今やややや、、、、おかおかおかおかげげげげさまをもさまをもさまをもさまをもちちちちましてましてましてまして、、、、各地各地各地各地のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいいいいてててて、、、、青森県青森県青森県青森県からからからから鹿鹿鹿鹿児児児児島県島県島県島県までをまでをまでをまでを販販販販売売売売するするするする事事事事がががが出出出出来来来来ておりますておりますておりますております。。。。真庭真庭真庭真庭ペペペペレレレレットというットというットというットという名名名名前前前前がががが広広広広くくくく浸透浸透浸透浸透ししししましたましたましたました。。。。それをそれをそれをそれを契契契契機機機機にににに、、、、私私私私たたたたちちちちのののの事業事業事業事業はははは、、、、林林林林業業業業家家家家山山山山元元元元へへへへ山山山山のののの資源資源資源資源をををを何何何何とかとかとかとか付付付付加加加加価値価値価値価値をををを付付付付けておけておけておけてお返返返返ししたいししたいししたいししたい。。。。地域地域地域地域のののの製材製材製材製材所所所所、、、、製材製材製材製材業業業業をををを元元元元気気気気にしてにしてにしてにして、、、、ごごごごみみみみ箱箱箱箱にあるにあるにあるにある木木木木材材材材までおまでおまでおまでお金金金金にしたいというにしたいというにしたいというにしたいというふふふふううううにににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。森森森森林林林林やややや製材製材製材製材所所所所をををを元元元元気気気気にしないとこのにしないとこのにしないとこのにしないとこの地域地域地域地域ははははだだだだめめめめだだだだとととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。去去去去年年年年からはからはからはからは特特特特にににに中中中中四四四四国国国国農政局農政局農政局農政局ののののごごごご支援支援支援支援をををを頂頂頂頂きききき、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的にににに農農農農業分野業分野業分野業分野でのでのでのでのペペペペレレレレットットットットボボボボイラーのイラーのイラーのイラーの普及普及普及普及をををを図図図図っていきっていきっていきっていきたいということでたいということでたいということでたいということで頑頑頑頑張張張張っておりますっておりますっておりますっております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、公共公共公共公共施設施設施設施設はははは次次次次々々々々にににに木木木木質質質質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスペペペペレレレレッッッットをトをトをトを利活利活利活利活用用用用したしたしたした暖暖暖暖冷冷冷冷房房房房施設導施設導施設導施設導入入入入のののの体体体体制制制制をををを構築構築構築構築してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。 そうしているうそうしているうそうしているうそうしているうちちちちにににに、、、、ペペペペレレレレットットットット焚焚焚焚きストーブもきストーブもきストーブもきストーブも、、、、真庭地域真庭地域真庭地域真庭地域にもにもにもにもだだだだんんんんだだだだんとんとんとんと普及普及普及普及してまいりまししてまいりまししてまいりまししてまいりましたたたた。。。。おかおかおかおかげげげげさまでさまでさまでさまで、、、、真庭真庭真庭真庭はははは木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット生生生生産産産産量量量量としてはとしてはとしてはとしては日日日日本一本一本一本一をををを誇誇誇誇っておりますっておりますっておりますっております。。。。高品高品高品高品質質質質でででで安定安定安定安定したしたしたした供給供給供給供給体体体体制制制制をををを構築構築構築構築するするするする、、、、一一一一番安番安番安番安全全全全ななななペペペペレレレレットとしてットとしてットとしてットとして全全全全国各地国各地国各地国各地にににに買買買買われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。 これからはこれからはこれからはこれからは、、、、ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの地域地域地域地域のののの森森森森林林林林資源資源資源資源、、、、次次次次はははは森森森森林組林組林組林組合合合合ののののチチチチップップップップ、、、、郡郡郡郡木木木木協協協協ののののチチチチップップップップ、、、、これをこれをこれをこれを燃燃燃燃料料料料にしたにしたにしたにしたボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを展開展開展開展開していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、特特特特にににに付付付付加加加加価値価値価値価値をををを地地地地元元元元山山山山元元元元にににに落落落落とすとすとすとす、、、、木木木木質質質質をおをおをおをお金金金金にしてにしてにしてにして    還元還元還元還元するするするする事業事業事業事業をををを展開展開展開展開してしてしてしていきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。いろんないろんないろんないろんな問問問問題題題題がたくさんあがたくさんあがたくさんあがたくさんありますけどりますけどりますけどりますけど、、、、1 つつつつ 1 つつつつ、、、、大大大大勢勢勢勢のののの方方方方ののののごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら事業事業事業事業がががが展開展開展開展開出出出出来来来来るとるとるとると、、、、今今今今はははは、、、、地域地域地域地域のののの
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ごごごご支援支援支援支援にににに対対対対してしてしてして心心心心強強強強くはくはくはくは思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。長田様長田様長田様長田様からでしたからでしたからでしたからでした。。。。 

  もうもうもうもう一方一方一方一方、、、、順順順順番番番番的的的的にはにはにはには最後最後最後最後ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ホホホホテルテルテルテル経経経経営営営営をなされてをなされてをなされてをなされて、、、、IT がががが趣趣趣趣味味味味だだだだったのがったのがったのがったのが、、、、今今今今現現現現在在在在はどうもはどうもはどうもはどうも環境環境環境環境おたくになられたようですおたくになられたようですおたくになられたようですおたくになられたようです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつロンロンロンロンドドドドンンンン名名名名物物物物のタクシのタクシのタクシのタクシーーーー、、、、オースオースオースオースチチチチンをンをンをンを導導導導入入入入されてされてされてされて、、、、そのそのそのその燃燃燃燃料料料料はははは天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油だだだだというというというという、、、、このおこのおこのおこのお話話話話ををををちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。古古古古林林林林さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 古古古古林理林理林理林理事事事事長長長長 

  「「「「東東東東西西西西東東東東西西西西。。。。本本本本日日日日はははは、、、、湯原温泉湯原温泉湯原温泉湯原温泉へへへへののののごごごご来来来来湯湯湯湯、、、、まことにまことにまことにまことに……………………ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます」。」。」。」。さすがにさすがにさすがにさすがにあがっておりましてあがっておりましてあがっておりましてあがっておりまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと噛噛噛噛んでしまいましたんでしまいましたんでしまいましたんでしまいました。。。。 

  湯原温泉湯原温泉湯原温泉湯原温泉的的的的にこのバイオマスにこのバイオマスにこのバイオマスにこのバイオマス、、、、またゼロエミッションのまたゼロエミッションのまたゼロエミッションのまたゼロエミッションの考考考考えにえにえにえに至至至至りましたのはりましたのはりましたのはりましたのは、、、、実実実実はははは、、、、温泉温泉温泉温泉絡絡絡絡みでみでみでみでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ここでここでここでここで、、、、ななななぜぜぜぜかかかか竹竹竹竹林林林林先先先先生生生生がががが出出出出てまいるわけでてまいるわけでてまいるわけでてまいるわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、湯原温泉湯原温泉湯原温泉湯原温泉をををを全全全全国国国国にににに向向向向けてけてけてけて情情情情報発報発報発報発信信信信、、、、売売売売りりりり出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、自自自自慢慢慢慢のののの温泉温泉温泉温泉があるのにながあるのにながあるのにながあるのになぜぜぜぜおおおお客客客客さんがさんがさんがさんが来来来来ないないないないだだだだろうかというろうかというろうかというろうかという問問問問題題題題になりましたになりましたになりましたになりました。。。。それをそれをそれをそれを突突突突きききき詰詰詰詰めめめめておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、我我我我々々々々がががが温泉温泉温泉温泉ににににつつつついていていていて知知知知ららららないからないからないからないからだだだだということになりましてということになりましてということになりましてということになりまして、、、、温泉指温泉指温泉指温泉指南南南南役役役役というのをというのをというのをというのを始始始始めたんですけれどもめたんですけれどもめたんですけれどもめたんですけれども、、、、考考考考えてみまえてみまえてみまえてみますとすとすとすと、、、、そのそのそのその温泉温泉温泉温泉、、、、実実実実はははは、、、、環境環境環境環境そのもののそのもののそのもののそのものの、、、、要要要要するにするにするにするに自自自自然然然然からのからのからのからの恵恵恵恵みでみでみでみでごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、美美美美しいしいしいしい環境環境環境環境からからからから、、、、そのサイクルのそのサイクルのそのサイクルのそのサイクルの中中中中でででで生生生生みみみみ出出出出されてくるされてくるされてくるされてくる天天天天からのからのからのからの恵恵恵恵みがみがみがみが温泉温泉温泉温泉だだだだったわけでったわけでったわけでったわけでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。全全全全国各地国各地国各地国各地でででで温泉温泉温泉温泉のののの調調調調査査査査がされておりますがされておりますがされておりますがされております。。。。自分自分自分自分のところののところののところののところの温泉温泉温泉温泉はははは、、、、2 万万万万年年年年前前前前のののの雨雨雨雨がががが山山山山にににに降降降降りりりり注注注注いでいでいでいで、、、、長長長長いいいい経経経経路路路路、、、、マグマでマグマでマグマでマグマで温温温温められてめられてめられてめられて、、、、地地地地上上上上にににに噴噴噴噴出出出出しているしているしているしている、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに豪豪豪豪語語語語するするするする温泉温泉温泉温泉街街街街ももももごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、ままままだだだだそのそのそのその調調調調査査査査をしておをしておをしておをしておりませんりませんりませんりません。。。。ということはということはということはということは、、、、私私私私どもでどもでどもでどもで自自自自然然然然噴噴噴噴出出出出のののの温泉温泉温泉温泉、、、、毎毎毎毎分分分分 5,800リリリリッターッターッターッターごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、掛掛掛掛けるけるけるける 60掛掛掛掛けるけるけるける 24掛掛掛掛けるけるけるける 365 はははは 305万万万万トンというトンというトンというトンという量量量量ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、これがこれがこれがこれが沸沸沸沸かさずにかさずにかさずにかさずに使使使使えるえるえるえる湯湯湯湯度度度度、、、、こういったこういったこういったこういった温泉温泉温泉温泉がががが実実実実はいはいはいはいつつつつ降降降降ったったったった雨雨雨雨なのかとなのかとなのかとなのかというのはいうのはいうのはいうのは、、、、私私私私どもどもどもども、、、、調調調調べべべべておりませんておりませんておりませんておりません。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、環境環境環境環境にににに影響影響影響影響されされされされ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、山山山山がががが枯枯枯枯れれれれれれれればばばば温泉温泉温泉温泉がががが枯枯枯枯れてしまうかもしれないれてしまうかもしれないれてしまうかもしれないれてしまうかもしれない。。。。川川川川がががが汚汚汚汚れれれれれれれればばばば、、、、温泉温泉温泉温泉にそのにそのにそのにその毒毒毒毒物物物物がががが出出出出てくるてくるてくるてくるかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、まずまずまずまず自分自分自分自分たたたたちちちちでできることというでできることというでできることというでできることという発発発発想想想想のののの中中中中からからからから、、、、ななななぜぜぜぜかかかか食品食品食品食品関係関係関係関係であっであっであっであったりたりたりたり、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油にににに一一一一番番番番最最最最初初初初にににに突突突突きききき当当当当たりましたたりましたたりましたたりました。。。。 

  今今今今からからからから 4 年年年年ほほほほどどどど昔昔昔昔のののの話話話話ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、都市都市都市都市再再再再生生生生事業事業事業事業でででで、、、、ななななぜぜぜぜかかかか温泉温泉温泉温泉プロフェップロフェップロフェップロフェッショナルショナルショナルショナル養養養養成事業成事業成事業成事業のののの中中中中からからからから、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油ををををリリリリサイクルしようということになったわけですサイクルしようということになったわけですサイクルしようということになったわけですサイクルしようということになったわけです。。。。といいといいといいといいますのがますのがますのがますのが、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご察察察察しがしがしがしがつつつつくとおりくとおりくとおりくとおり、、、、旅館旅館旅館旅館というところはというところはというところはというところは大大大大量量量量のののの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを消消消消耗耗耗耗いたしますいたしますいたしますいたします。。。。そそそそれをれをれをれを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと昔昔昔昔のののの、、、、我我我我々々々々のののの意意意意思思思思からするとからするとからするとからすると、、、、汚汚汚汚水水水水 でもでもでもでも出出出出ておったらておったらておったらておったらちちちちょょょょっとっとっとっと川川川川にににに流流流流してしましてしましてしましてしまえというえというえというえという、、、、非非非非常常常常にににに不心不心不心不心得得得得なななな次次次次元元元元のののの話話話話でもあったわけですでもあったわけですでもあったわけですでもあったわけです。。。。少少少少なくともそういったことはなくそうなくともそういったことはなくそうなくともそういったことはなくそうなくともそういったことはなくそう、、、、またまたまたまた、、、、現現現現状状状状でででで厄厄厄厄介物介物介物介物だだだだということでということでということでということで、、、、天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油ということになったわけでということになったわけでということになったわけでということになったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  現現現現状状状状ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、1カカカカ月月月月におおにおおにおおにおおむねむねむねむね 3,000リリリリッターのッターのッターのッターの天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油がががが回回回回収収収収されておりますされておりますされておりますされております。。。。ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうううう、、、、後後後後でででで課課課課題題題題でもでもでもでもごごごご案案案案内内内内いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、意外意外意外意外にもにもにもにも、、、、旅館旅館旅館旅館よりもよりもよりもよりも皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方、、、、住住住住民民民民のののの方方方方でででであったりあったりあったりあったり、、、、市内市内市内市内のののの飲飲飲飲食食食食店店店店のののの皆皆皆皆様様様様からからからから集集集集めてくめてくめてくめてくだだだださるさるさるさる油油油油ののののほほほほうがうがうがうが多多多多ううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それそれそれそれをををを我我我我々々々々のグループののグループののグループののグループの中中中中のののの燃燃燃燃料料料料ということでということでということでということで、、、、旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合のののの 15 台台台台のののの車車車車とととと、、、、このこのこのこの事業事業事業事業ののののほほほほうううう、、、、実実実実質質質質的的的的にににに天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油のののの燃燃燃燃料料料料にににに変変変変換換換換したりしたりしたりしたり、、、、集集集集めたりめたりめたりめたり、、、、そしてそしてそしてそして配配配配送送送送してくしてくしてくしてくだだだださるさるさるさる、、、、ココココララララボボボボレレレレーションでーションでーションでーションでややややっっっっ
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ておりますておりますておりますております有有有有限限限限会社会社会社会社エエエエココココラララライフイフイフイフ商商商商友友友友さんさんさんさん、、、、ここここちちちちらでらでらでらで使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているということでいているということでいているということでいているということでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 

  このこのこのこの需需需需要要要要とととと供給供給供給供給、、、、先先先先ほほほほどどどど泊泊泊泊先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにもごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、需需需需要要要要とととと供給供給供給供給ののののほほほほうがうがうがうが今今今今のとのとのとのところころころころ非非非非常常常常にうまくいっているというにうまくいっているというにうまくいっているというにうまくいっているという部部部部分分分分でででで、、、、ちちちちょょょょっととりあえずここまでのおっととりあえずここまでのおっととりあえずここまでのおっととりあえずここまでのお話話話話にさせていたにさせていたにさせていたにさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。もっとしもっとしもっとしもっとしゃゃゃゃべべべべりたいというりたいというりたいというりたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、こらえていたこらえていたこらえていたこらえていただだだだいていていていて、、、、
1 巡巡巡巡目目目目はははは、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からからからから現現現現状状状状のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。2 巡巡巡巡目目目目はははは、、、、少少少少しししし話話話話題題題題をををを変変変変ええええましてましてましてまして、、、、今今今今おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいたいたいたいた事事事事柄柄柄柄からからからから、、、、悩悩悩悩みみみみ、、、、いいいいややややああああ、、、、困困困困ったなったなったなったなということはということはということはということは必必必必ずあるはずですずあるはずですずあるはずですずあるはずです。。。。しかししかししかししかし、、、、それはそれはそれはそれは、、、、ききききょょょょうおうおうおうお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだいているいているいているいている皆皆皆皆様様様様方方方方にとってにとってにとってにとって何何何何かアかアかアかアドドドドバイスになることがバイスになることがバイスになることがバイスになることが多多多多いいいいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう既既既既にバイオマスをにバイオマスをにバイオマスをにバイオマスを取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる、、、、またこれからまたこれからまたこれからまたこれから取取取取りりりり組組組組もうというもうというもうというもうという方方方方々々々々にとっにとっにとっにとってのてのてのての共共共共通通通通のののの課課課課題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をおをおをおをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  今今今今話話話話されたされたされたされたばばばばかりでかりでかりでかりでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、古古古古林様林様林様林様ののののほほほほうからうからうからうから、、、、逆逆逆逆順順順順になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと。。。。具具具具体的体的体的体的にににに企業化企業化企業化企業化してしてしてして何何何何がががが問問問問題題題題なのかなのかなのかなのか。。。。これからこれからこれからこれから多多多多分分分分こんなこんなこんなこんな問問問問題題題題ににににぶぶぶぶちちちち当当当当たるというあたりたるというあたりたるというあたりたるというあたりをよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 古古古古林理林理林理林理事事事事長長長長 

  引引引引きききき続続続続きできできできで恐縮恐縮恐縮恐縮ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。途途途途中中中中ででででややややめておいてよかったなというめておいてよかったなというめておいてよかったなというめておいてよかったなという感感感感じじじじででででごごごござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、実実実実はははは、、、、私私私私どもどもどもども、、、、今今今今現現現現状状状状はははは天天天天ぷぷぷぷらららら油油油油をををを 100％％％％リリリリサイクルしたサイクルしたサイクルしたサイクルした、、、、そのそのそのその 100％％％％そのままでそのままでそのままでそのままで使使使使っておっておっておっておりますりますりますります。。。。これがこれがこれがこれが、、、、今今今今国国国国のののの施施施施策策策策のののの中中中中でバイオマスということででバイオマスということででバイオマスということででバイオマスということで、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料にかわるにかわるにかわるにかわる代代代代替燃替燃替燃替燃料料料料ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん推進推進推進推進されるされるされるされる中中中中でででで、、、、国国国国のののの規規規規格格格格化化化化のののの問問問問題題題題がががが出出出出ておりますておりますておりますております。。。。といといといというのがうのがうのがうのが、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっと最後最後最後最後におにおにおにお話話話話しいたしましたしいたしましたしいたしましたしいたしました、、、、今今今今燃燃燃燃料料料料はははは、、、、加工加工加工加工したものはしたものはしたものはしたものは、、、、エエエエココココライフシライフシライフシライフショョョョウウウウユユユユウウウウさんとさんとさんとさんと、、、、私私私私どもどもどもども旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合のののの限限限限定定定定されたされたされたされた送送送送迎迎迎迎車車車車でででで利用利用利用利用しているしているしているしている。。。。15 台台台台のののの送送送送迎迎迎迎用用用用のののの、、、、ハハハハイイイイエースですとかエースですとかエースですとかエースですとか、、、、キキキキャャャャラバンというようなラバンというようなラバンというようなラバンというような、、、、10 人人人人乗乗乗乗りりりり程程程程度度度度のののの近近近近距離輸距離輸距離輸距離輸送送送送用用用用ののののココココミミミミュュュューターーターーターーター、、、、ここここれでれでれでれで使使使使ってってってって、、、、またエまたエまたエまたエココココ観観観観光光光光等等等等でででで使使使使うといううといううといううという、、、、こういうこういうこういうこういう限限限限定定定定されたされたされたされた中中中中でででで何何何何とかバランスがとれていとかバランスがとれていとかバランスがとれていとかバランスがとれているわけでるわけでるわけでるわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これをこれをこれをこれを一一一一般般般般のののの方方方方にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくためのくためのくためのくための規規規規格格格格化化化化というのがというのがというのがというのが国国国国のののの施施施施策策策策のののの中中中中でででで出出出出ておりますておりますておりますております。。。。これがこれがこれがこれが、、、、先先先先ほほほほどどどど E3 というというというという、、、、エタノールのエタノールのエタノールのエタノールのほほほほうではうではうではうでは 3％％％％というおというおというおというお話話話話ももももごごごござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、B5、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、5％％％％バイオバイオバイオバイオディディディディーゼルでというーゼルでというーゼルでというーゼルでという規規規規格格格格ののののほほほほうができそうでうができそうでうができそうでうができそうでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに、、、、一一一一般般般般的的的的にオープンにさせていきますとにオープンにさせていきますとにオープンにさせていきますとにオープンにさせていきますと、、、、当然当然当然当然生生生生産産産産者者者者責任責任責任責任といいといいといいといいますかますかますかますか、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。今今今今のののの現現現現状状状状はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんとかさんとかさんとかさんとか、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんににににごごごご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだきながらもきながらもきながらもきながらも、、、、基本的基本的基本的基本的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちでででで出出出出したしたしたした燃燃燃燃料料料料をををを自分自分自分自分たたたたちちちちでででで納納納納得得得得ずくずくずくずくでででで自分自分自分自分のののの車車車車でででで使使使使っているということでっているということでっているということでっているということでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、壊壊壊壊れようがれようがれようがれようが、、、、どうしようがどうしようがどうしようがどうしようが、、、、自分自分自分自分のののの勝勝勝勝手手手手だだだだからからからから放放放放っておいてくれというところなわけですっておいてくれというところなわけですっておいてくれというところなわけですっておいてくれというところなわけです。。。。ところがところがところがところが、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、一一一一般般般般のののの方方方方にもどんにもどんにもどんにもどんどんどんどんどん使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくということになりますとくということになりますとくということになりますとくということになりますと、、、、そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの製製製製品品品品のののの管管管管理理理理ですとかですとかですとかですとか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がががが出出出出ててててまいりますまいりますまいりますまいります。。。。現実現実現実現実にそれがにそれがにそれがにそれが大大大大変変変変なことなことなことなことだだだだということがわかってまいりましたということがわかってまいりましたということがわかってまいりましたということがわかってまいりました。。。。 

1回回回回のののの検査検査検査検査料料料料がががが 80万万万万円円円円。。。。これをこれをこれをこれを毎毎毎毎月月月月ややややるとしますとるとしますとるとしますとるとしますと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、先先先先ほほほほどどどど 3,000リリリリッターとッターとッターとッターと言言言言いいいいましたからましたからましたからましたから、、、、80万万万万円円円円割割割割るるるる 3,000リリリリッターはッターはッターはッターは 266円円円円ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。リリリリッターッターッターッター266円円円円がががが現現現現状状状状でででで使使使使われわれわれわれたらどないになるかとたらどないになるかとたらどないになるかとたらどないになるかと。。。。今今今今のののの軽軽軽軽油油油油よりよりよりより随随随随分分分分高高高高いいいい。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いいいい漏漏漏漏らしましたけどらしましたけどらしましたけどらしましたけど、、、、今今今今燃燃燃燃



 233

料料料料はははは、、、、そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの部部部部分分分分もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、実実実実はははは集集集集めるのにめるのにめるのにめるのに 10円円円円出出出出していたしていたしていたしていただだだだいていていていて 1リリリリッターッターッターッター75円円円円でででで使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているいているいているいている。。。。軽軽軽軽油油油油のののの燃燃燃燃料料料料はははは現現現現在在在在 120円円円円ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、今今今今結結結結果果果果的的的的にはにはにはには随随随随分分分分安安安安くなっておりますがくなっておりますがくなっておりますがくなっておりますが、、、、これにこれにこれにこれに 200円円円円乗乗乗乗っっっっちちちちゃゃゃゃうとうとうとうと、、、、というというというという話話話話ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。仮仮仮仮にににに検査検査検査検査がががが 1 年年年年にににに 1遍遍遍遍でででで済済済済むむむむにしてもにしてもにしてもにしても 20 円円円円乗乗乗乗ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。さらにさらにさらにさらに税税税税金金金金というというというという部部部部分分分分になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、ちちちちょょょょっといろいろっといろいろっといろいろっといろいろとととと不安不安不安不安なななな部部部部分分分分があったりということになろうかとがあったりということになろうかとがあったりということになろうかとがあったりということになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続いていていていて、、、、長田長田長田長田さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレットのットのットのットの観点観点観点観点でででで。。。。 

 長田取長田取長田取長田取締役締役締役締役事業事業事業事業部長部長部長部長 

  私私私私はははは、、、、一一一一番番番番悩悩悩悩ましいましいましいましい、、、、困困困困っているっているっているっている点点点点というのはというのはというのはというのは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言ええええばばばば、、、、早早早早くくくく株株株株主主主主であるであるであるである真庭森真庭森真庭森真庭森林組林組林組林組合合合合さんのさんのさんのさんの山山山山でででで生生生生産産産産されるされるされるされる生生生生ののののチチチチップをップをップをップを乾燥乾燥乾燥乾燥チチチチップにしてップにしてップにしてップにして、、、、燃燃燃燃料用料用料用料用チチチチップでップでップでップでボボボボイラーにイラーにイラーにイラーに供給供給供給供給、、、、展開展開展開展開がががが出出出出来来来来るのはいるのはいるのはいるのはいつつつつ頃頃頃頃かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつはははは、、、、真庭真庭真庭真庭郡郡郡郡木木木木材材材材事業協事業協事業協事業協同組同組同組同組合合合合さんのさんのさんのさんの製材製材製材製材屑屑屑屑、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥チチチチップをップをップをップを早早早早くくくくボボボボイラーイラーイラーイラー用用用用のののの燃燃燃燃料料料料チチチチップとしてップとしてップとしてップとして供給供給供給供給体体体体制制制制をををを構築構築構築構築したいしたいしたいしたい。。。。このこのこのこの 2点点点点ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ペペペペレレレレットのットのットのットの事業展開事業展開事業展開事業展開をををを少少少少しししし申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、去去去去年年年年はははは年年年年間間間間販販販販売売売売量量量量 1,985 トンをトンをトンをトンを売売売売るるるる事事事事がががが出出出出来来来来ましましましましたたたた。。。。金金金金額額額額にしてにしてにしてにして 4,300万万万万ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今年年年年はははは 4,400 トンをトンをトンをトンを目目目目標標標標にしてにしてにしてにして、、、、8,000万万万万をををを目目目目標標標標にしてにしてにしてにしておりますおりますおりますおります。。。。具具具具体的体的体的体的ににににペペペペレレレレットットットット事業事業事業事業がががが経経経経営営営営としてそろそろとしてそろそろとしてそろそろとしてそろそろ成成成成りりりり立立立立つつつつ時時時時期期期期がまいりましたがまいりましたがまいりましたがまいりました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ごごごご支援支援支援支援をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、買買買買っていたっていたっていたっていただだだだいているのはいているのはいているのはいているのはややややはりはりはりはり岡山県岡山県岡山県岡山県がががが一一一一番番番番多多多多くくくくごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、527 トトトトンでンでンでンでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。これのこれのこれのこれの主力主力主力主力はははは真庭市内真庭市内真庭市内真庭市内のニッのニッのニッのニッチチチチ㈱㈱㈱㈱さんがさんがさんがさんが、、、、インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで頑頑頑頑張張張張っていたっていたっていたっていただだだだいいいいておりますておりますておりますております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、注注注注目目目目するのはするのはするのはするのは、、、、東京東京東京東京がががが 350 トントントントン、、、、青森青森青森青森がががが 300 トントントントン、、、、山形山形山形山形がががが 236 トントントントン、、、、長長長長野野野野がががが 90 トントントントン、、、、そしてそしてそしてそして隣隣隣隣のののの広広広広島県島県島県島県がががが 54 トントントントン特特特特にににに庄原庄原庄原庄原地域地域地域地域がががが非非非非常常常常にににに頑頑頑頑張張張張っていたっていたっていたっていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ペペペペレレレレットをットをットをットを生生生生産産産産しておられますしておられますしておられますしておられます岩岩岩岩手手手手県県県県にににに 45 トントントントン行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。北北北北海海海海道道道道にもにもにもにも 20 トンおトンおトンおトンお送送送送りしましたりしましたりしましたりしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、新新新新しいしいしいしい需需需需要要要要先先先先をををを開開開開拓拓拓拓したのがしたのがしたのがしたのが、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県、、、、大分県大分県大分県大分県、、、、愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県熊熊熊熊本県等本県等本県等本県等々々々々ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。いいいいまままま申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、非非非非常常常常にににに遠遠遠遠くくくくへへへへ、、、、遠遠遠遠くくくくへへへへとととと出出出出ているているているている訳訳訳訳ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。本本本本当当当当はははは中中中中国地方国地方国地方国地方、、、、そしてそしてそしてそして近近近近隣隣隣隣地域地域地域地域へへへへのののの販販販販売売売売がががが大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標でありますでありますでありますであります。。。。 近近近近隣隣隣隣地域地域地域地域ははははペペペペレレレレットットットット配配配配送送送送のののの運運運運賃賃賃賃費費費費用用用用がががが少少少少なくなくなくなく、、、、適適適適切切切切にににに化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料にににに代代代代替替替替効効効効果果果果をををを発発発発揮揮揮揮できますのでできますのでできますのでできますので、、、、近近近近隣隣隣隣でででで販販販販売売売売量量量量をををを増増増増ややややしてしてしてして行行行行きたいんですがきたいんですがきたいんですがきたいんですが、、、、木木木木質質質質燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器がががが無無無無いのでいのでいのでいのでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。まずまずまずまず木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器をををを増増増増ややややすためにすためにすためにすために、、、、そしてそしてそしてそしてごごごご理理理理解解解解をををを賜賜賜賜るためにるためにるためにるために、、、、認知認知認知認知普及活動普及活動普及活動普及活動をををを展開展開展開展開中中中中ですですですです。。。。今今今今からからからから
2 年年年年前前前前にににに認知認知認知認知普及普及普及普及のののの為為為為、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県農農農農業大学業大学業大学業大学校校校校のののの農農農農業業業業ハハハハウウウウスをスをスをスを借借借借りましてネりましてネりましてネりましてネポポポポンンンン㈱㈱㈱㈱本社本社本社本社からからからから 10 万万万万キキキキロロロロカカカカロロロロリリリリーのーのーのーのペペペペレレレレットットットットボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを借借借借りましてりましてりましてりまして、、、、農農農農業業業業ハハハハウウウウスススス加温加温加温加温をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。今今今今年年年年もももも更更更更にににに継継継継続続続続ししししてててて加温加温加温加温実実実実証証証証実実実実験験験験をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。昨昨昨昨年年年年はこのはこのはこのはこの真庭市真庭市真庭市真庭市五五五五反反反反地域内地域内地域内地域内ででででイイイイチチチチゴゴゴゴ栽培栽培栽培栽培するするするする矢矢矢矢谷谷谷谷光光光光生生生生さんのさんのさんのさんの農農農農業業業業ハハハハウウウウスをスをスをスを借借借借用用用用、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレッッッッツツツツトトトト焚焚焚焚ききききボボボボイラーのイラーのイラーのイラーの実実実実証試証試証試証試験験験験をしましたをしましたをしましたをしました。。。。このこのこのこのボボボボイラーはイラーはイラーはイラーは九州九州九州九州、、、、宮宮宮宮崎崎崎崎市市市市のオのオのオのオリリリリンンンンピピピピアアアア工工工工業業業業㈱㈱㈱㈱からからからから燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器借借借借用用用用ををををごごごご無無無無理理理理をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて当当当当地地地地ののののハハハハウウウウスイスイスイスイチチチチゴゴゴゴ加温加温加温加温にににに使使使使用用用用致致致致しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは 10 万万万万キキキキロロロロカカカカロロロロリリリリーのーのーのーの温温温温風風風風ボボボボイラーにてイラーにてイラーにてイラーにて    ハハハハウウウウスススス面面面面積積積積にににに比比比比してしてしてしてボボボボイラーがイラーがイラーがイラーが大大大大きききき過過過過ぎぎぎぎましたましたましたました、、、、誠誠誠誠にににに申申申申しわけないしわけないしわけないしわけない。。。。そしてそしてそしてそして今今今今年年年年はははは、、、、山形県山形県山形県山形県天天天天童童童童市市市市のののの㈱㈱㈱㈱山本山本山本山本製製製製作作作作所所所所経経経経営営営営者者者者トップトップトップトップへへへへ特特特特にににに、、、、ごごごご無無無無理理理理をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて同同同同社社社社新新新新規規規規にににに開発開発開発開発途途途途中中中中であるとであるとであるとであると思思思思われるわれるわれるわれる、、、、新新新新型型型型ペペペペレレレレットットットット焚焚焚焚きききき温温温温風風風風ボボボボイイイイラーをラーをラーをラーを    矢矢矢矢谷谷谷谷光光光光生生生生さんのイさんのイさんのイさんのイチチチチゴゴゴゴ栽培栽培栽培栽培ハハハハウウウウスでスでスでスで今今今今、、、、実実実実証証証証実実実実験験験験中中中中ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。同同同同社社社社のののの技術技術技術技術者者者者、、、、メメメメンンンン
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テナンスのテナンスのテナンスのテナンスの方方方方もわもわもわもわざざざざわわわわざざざざ山形山形山形山形からからからから岡山岡山岡山岡山までまでまでまで通通通通ってってってって来来来来てててて頂頂頂頂きましてきましてきましてきまして事業事業事業事業遂遂遂遂行中行中行中行中にてにてにてにて大大大大変変変変にににに感謝感謝感謝感謝してしてしてしていますいますいますいます。。。。他他他他社社社社ののののごごごご支援支援支援支援をををを頂頂頂頂きききき本本本本当当当当にににに有有有有りりりり難難難難いいいい事事事事だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々がこのがこのがこのがこの様様様様にににに関関関関わってわってわってわって頂頂頂頂きましてきましてきましてきまして､､､､木木木木質質質質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスペペペペレレレレットットットット燃燃燃燃料料料料をををを認知認知認知認知、、、、普及普及普及普及ににににごごごご支支支支援援援援をををを賜賜賜賜っておりますっておりますっておりますっております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット生生生生産産産産工場工場工場工場もももも、、、、各県各県各県各県にににに 1 工場工場工場工場程程程程度実現度実現度実現度実現しししし    全全全全国国国国でででで 33工場工場工場工場がががが生生生生産産産産していますしていますしていますしています、、、、各地各地各地各地ででででペペペペレレレレタイタイタイタイザザザザーーーー稼稼稼稼動動動動してしてしてして、、、、各県各県各県各県のののの地産地地産地地産地地産地消消消消ペペペペレレレレットがットがットがットが生生生生産産産産出出出出来来来来ておておておておりますりますりますります。。。。このこのこのこの様様様様にににに各地各地各地各地でででで生生生生産産産産拠点拠点拠点拠点があがあがあがあるにもかかわらずるにもかかわらずるにもかかわらずるにもかかわらず、、、、当当当当社社社社からからからから大大大大量量量量にににに買買買買ってってってって頂頂頂頂いているいているいているいている事事事事はははは、、、、各地域各地域各地域各地域にてにてにてにて地域地域地域地域生生生生産産産産ペペペペレレレレットがットがットがットが地産地地産地地産地地産地消消消消されるされるされるされる、、、、中中中中にににに真庭真庭真庭真庭ペペペペレレレレットがットがットがットが燃焼燃焼燃焼燃焼されているされているされているされている。。。。当然当然当然当然、、、、遠遠遠遠くくくくへへへへ行行行行けけけけばばばば運運運運賃賃賃賃がかかるわけでがかかるわけでがかかるわけでがかかるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これにこれにこれにこれにつつつつきましてもきましてもきましてもきましても、、、、各各各各運送運送運送運送業業業業者者者者がががが木木木木質質質質バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスペペペペレレレレットットットット、、、、エエエエココココ輸輸輸輸送送送送というようなというようなというようなというような観点観点観点観点からからからから、、、、破破破破格格格格値値値値でででで運運運運賃賃賃賃をををを提提提提供供供供いたいたいたいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境にににに資資資資するするするする為為為為にににに、、、、ググググリリリリーンーンーンーンだだだだからということでからということでからということでからということで非非非非常常常常ににににごごごご支援支援支援支援をををを賜賜賜賜っておりますっておりますっておりますっております。。。。おかおかおかおかげげげげをもをもをもをもちちちちましましましましてててて、、、、全全全全国国国国ににににペペペペレレレレットがットがットがットが飛飛飛飛んでいっているわけでんでいっているわけでんでいっているわけでんでいっているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、地域地域地域地域のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーとしてーとしてーとしてーとして地地地地元元元元でのでのでのでの利活用利活用利活用利活用にににに、、、、一一一一番番番番力力力力をををを入入入入れれれれたいものですからたいものですからたいものですからたいものですから、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、農農農農業分野業分野業分野業分野にににに何何何何とかとかとかとか木木木木質質質質ペペペペレレレレットットットット焚焚焚焚ききききボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをココココンパクトでンパクトでンパクトでンパクトで高高高高性能性能性能性能なななな木木木木質質質質燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器がががが開発開発開発開発できないかとできないかとできないかとできないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そしてそしてそしてそして早早早早くくくく木木木木質質質質チチチチップとしてップとしてップとしてップとして燃焼燃焼燃焼燃焼できるようなできるようなできるようなできるようなボボボボイラーがイラーがイラーがイラーが完完完完成成成成出出出出来来来来ないかとないかとないかとないかと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、更更更更ににににペペペペレレレレットットットット、、、、チチチチップではなくてップではなくてップではなくてップではなくて、、、、木木木木粉粉粉粉にしてにしてにしてにして、、、、もうもうもうもう少少少少しししし木木木木質質質質資源資源資源資源のののの形形形形をををを変変変変えたえたえたえた新新新新しいしいしいしい利活用利活用利活用利活用がないかながないかながないかながないかなとととと。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、木木木木質質質質バイオマスをマテバイオマスをマテバイオマスをマテバイオマスをマテリリリリアルアルアルアル分野分野分野分野でででで利用利用利用利用したしたしたした後後後後、、、、燃燃燃燃料料料料とするというのがとするというのがとするというのがとするというのが本本本本来来来来のののの姿姿姿姿でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、そういうそういうそういうそういう分野分野分野分野もももも含含含含めてめてめてめて、、、、木木木木質質質質資源資源資源資源のののの付付付付加加加加価値価値価値価値をどうをどうをどうをどうややややってってってって付付付付けていくかけていくかけていくかけていくか、、、、多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのごごごご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりりながらバイオマスをながらバイオマスをながらバイオマスをながらバイオマスを展開展開展開展開しているしているしているしている地域地域地域地域姿姿姿姿ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、それもそれもそれもそれも、、、、おおおお陰陰陰陰さまのさまのさまのさまの事事事事にこのにこのにこのにこの真庭真庭真庭真庭とととと地域地域地域地域はははは、、、、どこにどこにどこにどこに行行行行ってもってもってもっても、「、「、「、「あのあのあのあの真庭真庭真庭真庭かかかか。。。。真庭真庭真庭真庭からからからから来来来来たかたかたかたか」」」」ということということということということでででで、、、、非非非非常常常常にににに真庭真庭真庭真庭というというというという地域地域地域地域､､､､地地地地名名名名がががが全全全全国国国国にブランにブランにブランにブランドドドド化化化化されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので、、、、非非非非常常常常にありがたくにありがたくにありがたくにありがたく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、何何何何とかとかとかとか真庭真庭真庭真庭からからからから情情情情報発報発報発報発信信信信をしてをしてをしてをして、、、、真庭真庭真庭真庭ののののペペペペレレレレットというものをットというものをットというものをットというものを普及普及普及普及していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。特特特特にににに地域地域地域地域のののの木木木木質質質質資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域のののの森森森森林組林組林組林組合合合合のののの生生生生チチチチップップップップやややや真庭真庭真庭真庭郡郡郡郡木木木木材材材材事業協事業協事業協事業協同組同組同組同組合合合合のののの製材製材製材製材所所所所端端端端材材材材チチチチップをップをップをップを木木木木質質質質燃燃燃燃料料料料とととと致致致致したいのがしたいのがしたいのがしたいのが一一一一番番番番のののの思思思思いでいでいでいでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネネネネーターーターーターーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。いろいろないろいろないろいろないろいろな悩悩悩悩みがあるなとみがあるなとみがあるなとみがあるなと思思思思いますいますいますいます。。。。地産地地産地地産地地産地消消消消のののの「「「「ショショショショウウウウ」」」」というというというというのはのはのはのは、、、、消費消費消費消費するのするのするのするの「「「「消消消消」」」」がががが一一一一般般般般的的的的ですがですがですがですが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは、、、、地域地域地域地域でででで「「「「生生生生かすかすかすかす、、、、生生生生きるきるきるきる」」」」というというというという漢字漢字漢字漢字をををを当当当当てはめるということもてはめるということもてはめるということもてはめるということも少少少少しずしずしずしずつつつつ見見見見えてきていますえてきていますえてきていますえてきています。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、真庭真庭真庭真庭のののの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも、、、、ペペペペレレレレットをおットをおットをおットをお使使使使いいいいになるというようなことでになるというようなことでになるというようなことでになるというようなことで、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域のののの中中中中でででで循環循環循環循環がががが図図図図れれれれれれれればばばばいいなといいなといいなといいなと。。。。ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの私私私私がががが言言言言うのもおかしいですけれどもうのもおかしいですけれどもうのもおかしいですけれどもうのもおかしいですけれども、、、、そんなそんなそんなそんなふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじますますますます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤様様様様ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、もうもうもうもう地域地域地域地域のどこでものどこでものどこでものどこでも共共共共通通通通課課課課題題題題かもしれませんしかもしれませんしかもしれませんしかもしれませんし、、、、永永永永遠遠遠遠にどこにどこにどこにどこでもあるでもあるでもあるでもある町町町町づくりにおけるいろいろなづくりにおけるいろいろなづくりにおけるいろいろなづくりにおけるいろいろな問問問問題題題題があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。組組組組織織織織づくりからづくりからづくりからづくりから人人人人のののの盛盛盛盛りりりり上上上上げげげげ方方方方、、、、組組組組織織織織のののの問問問問題題題題、、、、つつつつきききき合合合合いいいい方方方方、、、、このこのこのこの辺辺辺辺、、、、ちちちちょょょょっとあったらっとあったらっとあったらっとあったら、、、、またまたまたまたほほほほかのことでもかのことでもかのことでもかのことでも構構構構いませんがいませんがいませんがいませんが、、、、ひひひひととととつつつつよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 渋渋渋渋澤澤澤澤専専専専務理務理務理務理事事事事 

  おおおお答答答答えになるかどうかわからないんですけどえになるかどうかわからないんですけどえになるかどうかわからないんですけどえになるかどうかわからないんですけど、、、、今今今今、、、、特特特特ににににほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域をををを歩歩歩歩いていますといていますといていますといていますと、、、、バイオバイオバイオバイオマスというとマスというとマスというとマスというと、、、、普通普通普通普通皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、木木木木質質質質のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーーーー利用利用利用利用というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思われるんですわれるんですわれるんですわれるんですねねねね。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、こここここでたびたびこでたびたびこでたびたびこでたびたび出出出出てきておりますようにてきておりますようにてきておりますようにてきておりますように、、、、木木木木質質質質にににに限限限限ってってってって言言言言ええええばばばば、、、、それはそれはそれはそれは最最最最初初初初にまずにまずにまずにまず材材材材料料料料としてとしてとしてとして、、、、
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100 年育年育年育年育ったったったった木木木木はははは 100 年年年年使使使使ってってってってややややってってってって、、、、そしてもうどうしようもなくなってそしてもうどうしようもなくなってそしてもうどうしようもなくなってそしてもうどうしようもなくなって最後最後最後最後にににに燃燃燃燃すというのすというのすというのすというのがががが一一一一番番番番環境環境環境環境にはにはにはには優優優優しいわけでしいわけでしいわけでしいわけでごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、バイオマスというバイオマスというバイオマスというバイオマスという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、何何何何もももも木木木木にににに限限限限っっっったことではなくてたことではなくてたことではなくてたことではなくて、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼのののの稲稲稲稲もバイオマスですしもバイオマスですしもバイオマスですしもバイオマスですし、、、、畜畜畜畜産産産産のののの産産産産物物物物のミルクものミルクものミルクものミルクも、、、、これもあるこれもあるこれもあるこれもある意意意意味味味味でででではバイオマスですしはバイオマスですしはバイオマスですしはバイオマスですし、、、、それからそれからそれからそれから出出出出てくるてくるてくるてくる糞尿糞尿糞尿糞尿もみんなバイオマスなんですもみんなバイオマスなんですもみんなバイオマスなんですもみんなバイオマスなんですねねねね。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、自自自自然然然然エエエエネルネルネルネルギギギギーといいますかーといいますかーといいますかーといいますか、、、、自自自自然然然然のののの材材材材料料料料、、、、これはみんなこれはみんなこれはみんなこれはみんな先先先先ほほほほどからどからどからどから出出出出てまいりましたバイオマスてまいりましたバイオマスてまいりましたバイオマスてまいりましたバイオマス。。。。 何何何何でででで自自自自然然然然のののの素素素素材材材材がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに言言言言われるかというとわれるかというとわれるかというとわれるかというと、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今、、、、石石石石油油油油がががが世世世世界界界界でででで約約約約半半半半分分分分がががが使使使使われたわれたわれたわれたとととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。石石石石油油油油ががががほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに使使使使われるようになったのはわれるようになったのはわれるようになったのはわれるようになったのは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように
1965 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、昭昭昭昭和和和和でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと東京東京東京東京オオオオリリリリンンンンピピピピックックックック前後前後前後前後ぐぐぐぐらいからなんですらいからなんですらいからなんですらいからなんですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは日日日日本本本本だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、世世世世界界界界中中中中でででで石石石石油油油油がががが使使使使われるようになったわれるようになったわれるようになったわれるようになった。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今、、、、約約約約半半半半分分分分をををを使使使使ったったったった。。。。そのそのそのその
1965 年年年年のののの世世世世界界界界のののの人口人口人口人口というのはというのはというのはというのは 30 億億億億いないんですよいないんですよいないんですよいないんですよねねねね。。。。今今今今、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは 65 億億億億ですですですです。。。。2050 年年年年にはにはにはには
100 億億億億をををを確確確確実実実実にににに超超超超えるとえるとえるとえると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。急急急急にににに真庭真庭真庭真庭からからからから大大大大きいきいきいきい話話話話になったんですがになったんですがになったんですがになったんですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、もうもうもうもう化化化化石石石石エネルエネルエネルエネルギギギギーにーにーにーに頼頼頼頼ったったったった時代時代時代時代はははは終終終終わったわったわったわった。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、何何何何でそこでバイオマスなのかというとでそこでバイオマスなのかというとでそこでバイオマスなのかというとでそこでバイオマスなのかというと、、、、実実実実はははは、、、、残残残残っっっっているているているている石石石石油全部油全部油全部油全部のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーのーのーのーの大体大体大体大体 400倍倍倍倍からからからから 500倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのエネルらいのエネルらいのエネルらいのエネルギギギギーがーがーがーが毎毎毎毎年年年年太陽太陽太陽太陽のののの光光光光としてこのとしてこのとしてこのとしてこの地球地球地球地球にもたらされているにもたらされているにもたらされているにもたらされている。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をこれからをこれからをこれからをこれから使使使使っていくっていくっていくっていく時代時代時代時代にしていかにしていかにしていかにしていかなきなきなきなきゃゃゃゃならないんですならないんですならないんですならないんですねねねね。。。。ところがところがところがところが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、光光光光をそのままをそのままをそのままをそのまま食食食食べべべべることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。体体体体にににに入入入入れれれれることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。何何何何でででで入入入入れるかというとれるかというとれるかというとれるかというと、、、、全部全部全部全部 1回回回回植植植植物物物物にににに固固固固定定定定してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、野野野野菜菜菜菜になったりになったりになったりになったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは米米米米になったりになったりになったりになったり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木木木木になったりしてになったりしてになったりしてになったりして、、、、そしてそしてそしてそして初初初初めてめてめてめて私私私私どもはそれをどもはそれをどもはそれをどもはそれを利用利用利用利用することすることすることすることができるができるができるができる。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは植植植植物物物物性性性性プランクトンですとかプランクトンですとかプランクトンですとかプランクトンですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは植植植植物物物物にににに寄寄寄寄生生生生しているみしているみしているみしているみたたたたいなものなんですいなものなんですいなものなんですいなものなんですねねねね。。。。どうどうどうどうややややってこのってこのってこのってこの太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを私私私私たたたたちちちちがががが有効有効有効有効にににに使使使使うかをうかをうかをうかを考考考考えないとえないとえないとえないと、、、、そうしなそうしなそうしなそうしないといといといと次次次次のののの時代時代時代時代がないがないがないがない。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、植植植植物物物物をどううまくをどううまくをどううまくをどううまく利用利用利用利用していくかしていくかしていくかしていくか。。。。 

  ですからですからですからですから、、、、バイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのは、、、、決決決決してしてしてして材材材材木木木木屋屋屋屋さんのさんのさんのさんのややややっているっているっているっている仕仕仕仕事事事事がバイオマスがバイオマスがバイオマスがバイオマス産業産業産業産業ではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、ややややはりこれからはりこれからはりこれからはりこれから真庭真庭真庭真庭のののの方方方方々々々々、、、、それからそれからそれからそれからほほほほかのかのかのかの県県県県外外外外のののの方方方方もももも含含含含めてめてめてめて、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス産業産業産業産業というというというというのはのはのはのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、日日日日本本本本というもののというもののというもののというものの持持持持っているっているっているっている風土風土風土風土をどうをどうをどうをどうややややってってってって最最最最大大大大限限限限にうまくにうまくにうまくにうまく利用利用利用利用していくかしていくかしていくかしていくか。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから出出出出ていますていますていますています「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」ではないんですがではないんですがではないんですがではないんですが、、、、どうどうどうどうややややってそのってそのってそのってその中中中中でででで循環循環循環循環させていさせていさせていさせていくかというくかというくかというくかという、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でのでのでのでの価値価値価値価値観観観観づくりなのづくりなのづくりなのづくりなのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 今今今今、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど地球地球地球地球上上上上でででで、、、、1 年年年年間間間間にににに光光光光をををを植植植植物物物物がががが固固固固定定定定してしてしてして、、、、固固固固定定定定したしたしたした 1 年年年年間間間間のののの植植植植物物物物のののの成成成成長長長長量量量量、、、、そのそのそのその総総総総量量量量をををを人人人人間間間間がどのくらいがどのくらいがどのくらいがどのくらい利用利用利用利用しているかといいますとしているかといいますとしているかといいますとしているかといいますと、、、、実実実実はははは、、、、地球地球地球地球がががが 1.3 個個個個ないとないとないとないと、、、、今人今人今人今人間間間間がががが生生生生きているきているきているきている生生生生活活活活というのはもたないとというのはもたないとというのはもたないとというのはもたないと言言言言われているんですわれているんですわれているんですわれているんです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、もうオーバーフローしていもうオーバーフローしていもうオーバーフローしていもうオーバーフローしているんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。使使使使っていくっていくっていくっていくほほほほうはどんどんうはどんどんうはどんどんうはどんどん使使使使っていきますからっていきますからっていきますからっていきますから、、、、オーバーフローがどこにたまるかオーバーフローがどこにたまるかオーバーフローがどこにたまるかオーバーフローがどこにたまるかというとというとというとというと、、、、人人人人間間間間がががが出出出出していったものしていったものしていったものしていったもの、、、、本本本本来来来来はははは自自自自然然然然のののの中中中中でもうでもうでもうでもう一一一一回回回回分分分分解解解解されてされてされてされて自自自自然然然然にににに返返返返っていくもっていくもっていくもっていくものがのがのがのが、、、、結結結結局局局局どんどんたまってどんどんたまってどんどんたまってどんどんたまっていくいくいくいく。。。。だだだだからからからから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの温暖温暖温暖温暖化化化化になったりになったりになったりになったり、、、、ごごごごみのみのみのみの問問問問題題題題になったりになったりになったりになったり、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな汚染汚染汚染汚染のののの問問問問題題題題になったりになったりになったりになったり。。。。それはそれはそれはそれは全部全部全部全部、、、、人人人人間間間間のライフスタイルがもたらしているもののライフスタイルがもたらしているもののライフスタイルがもたらしているもののライフスタイルがもたらしているもの。。。。何何何何とかこのバイオマスとかこのバイオマスとかこのバイオマスとかこのバイオマス利用利用利用利用というというというという活動活動活動活動をををを、、、、単単単単なるなるなるなる木木木木をををを燃燃燃燃ややややしたりしたりしたりしたり、、、、素素素素材材材材としてとしてとしてとして利用利用利用利用するというもするというもするというもするというものではなくてのではなくてのではなくてのではなくて、、、、地域地域地域地域のののの自自自自然然然然のののの中中中中でででで、、、、そのそのそのその成成成成長長長長量量量量のののの中中中中でおれたでおれたでおれたでおれたちちちちはははは生生生生きていくんきていくんきていくんきていくんだだだだというというというという、、、、そのそのそのその誇誇誇誇りとかりとかりとかりとか、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその目目目目的的的的とかとかとかとか、、、、目目目目標標標標とかとかとかとか、、、、そういうものにもっていけないかそういうものにもっていけないかそういうものにもっていけないかそういうものにもっていけないか。。。。新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値観観観観ややややライフスタイルとしてライフスタイルとしてライフスタイルとしてライフスタイルとして定定定定着着着着させることがさせることがさせることがさせることが地域地域地域地域づくりなのづくりなのづくりなのづくりなのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは日日日日本本本本中中中中のバイオマのバイオマのバイオマのバイオマスにスにスにスに取取取取りりりり組組組組むむむむ地域地域地域地域のののの共共共共通通通通のののの課課課課題題題題であるしであるしであるしであるし、、、、過疎過疎過疎過疎やややや高高高高齢齢齢齢化化化化へへへへのののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな解解解解決決決決法法法法だだだだとととと信信信信じじじじていますていますていますています。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 
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    平平平平成成成成のののの大合大合大合大合併併併併というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、大大大大変変変変いろいろなことがあったかといろいろなことがあったかといろいろなことがあったかといろいろなことがあったかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、広広広広域域域域行政行政行政行政とととと産業産業産業産業とととと町町町町づくりというようなづくりというようなづくりというようなづくりというような視点視点視点視点からからからから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、おおおお三三三三方方方方のののの話話話話をををを受受受受けてけてけてけて、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 井手井手井手井手市市市市長長長長     真庭市真庭市真庭市真庭市はははは、、、、合合合合併併併併してしてしてして今今今今大大大大きなきなきなきな自治体自治体自治体自治体になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、合合合合併併併併することによってどのようなすることによってどのようなすることによってどのようなすることによってどのような効効効効果果果果があがあがあがあるのかるのかるのかるのか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな観点観点観点観点からからからから評価評価評価評価がなされているわけでありますががなされているわけでありますががなされているわけでありますががなされているわけでありますが、、、、合合合合併併併併するするするする前前前前はははは、、、、9 つつつつのののの町村町村町村町村がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの目目目目標標標標をををを持持持持ってそれってそれってそれってそれぞぞぞぞれれれれややややってきたわけってきたわけってきたわけってきたわけですですですです。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、真真真真庭市庭市庭市庭市というというというという 1つつつつのののの自治体自治体自治体自治体になったためにになったためにになったためにになったために、、、、ややややっとっとっとっと共共共共通通通通のののの目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって事事事事がががが進進進進みみみみ出出出出したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、私私私私はははは非非非非常常常常にににに大事大事大事大事だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、1＋＋＋＋1＝＝＝＝2 ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、3 にもにもにもにも 4 にもなりにもなりにもなりにもなり得得得得るるるる状況状況状況状況ができたんではないができたんではないができたんではないができたんではないだだだだろうかろうかろうかろうか、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っているわけでありましてっているわけでありましてっているわけでありましてっているわけでありまして、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、合合合合併併併併ということがということがということがということが 1つつつつのエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーになってきたーになってきたーになってきたーになってきた。。。。そのエネルそのエネルそのエネルそのエネルギギギギーによってーによってーによってーによって少少少少しずしずしずしずつつつつ地域地域地域地域がががが動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。まさにこのバイオマスのことなんかはまさにこのバイオマスのことなんかはまさにこのバイオマスのことなんかはまさにこのバイオマスのことなんかは、、、、急速急速急速急速にににに事事事事がががが動動動動きききき出出出出したとしたとしたとしたと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。したしたしたしたがってがってがってがって、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの産業産業産業産業をををを創出創出創出創出しようということにおいてしようということにおいてしようということにおいてしようということにおいてはははは、、、、合合合合併併併併というのはというのはというのはというのは大大大大変変変変よかったよかったよかったよかった、、、、力力力力になるになるになるになる、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。 

  しかししかししかししかし、、、、ききききょょょょうのうのうのうの事事事事例例例例などがたくさんなどがたくさんなどがたくさんなどがたくさんごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ややややっとっとっとっと今今今今、、、、事事事事がががが進進進進めめめめ始始始始めためためためたばばばばかりなんでかりなんでかりなんでかりなんですすすすねねねね。。。。緒緒緒緒ににににつつつついたいたいたいたばばばばかりでありましてかりでありましてかりでありましてかりでありまして、、、、実際実際実際実際にはたくさんのにはたくさんのにはたくさんのにはたくさんの課課課課題題題題があることはがあることはがあることはがあることは皆皆皆皆さんもよくさんもよくさんもよくさんもよくごごごご認認認認識識識識のことでありますのことでありますのことでありますのことであります。。。。先先先先ほほほほどどどど私私私私もももも申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、NEDO のののの委委委委託託託託事業事業事業事業によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、そういそういそういそういうううう課課課課題題題題をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ今今今今調調調調査査査査研究研究研究研究しししし、、、、デデデデータをータをータをータを集集集集めておりますがめておりますがめておりますがめておりますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、我我我我々々々々のところにはのところにはのところにはのところには林林林林地地地地残残残残材材材材、、、、山山山山にににに行行行行けけけけばばばばいくらでもいくらでもいくらでもいくらでも木木木木がががが横横横横たわっておりますたわっておりますたわっておりますたわっております。。。。風倒風倒風倒風倒木木木木はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものをほほほほんとんとんとんとうにうにうにうに使使使使えるようになるえるようになるえるようになるえるようになる。。。。未未未未利用利用利用利用のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス資源資源資源資源、、、、それからそれからそれからそれから廃棄廃棄廃棄廃棄されたもののバイオマスされたもののバイオマスされたもののバイオマスされたもののバイオマス資源資源資源資源、、、、これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに活用活用活用活用してしてしてして新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業にににに結結結結びびびびつつつつけるかというところにけるかというところにけるかというところにけるかというところに大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。今今今今ここでここでここでここで述述述述べべべべているのはているのはているのはているのは、、、、もうもうもうもうほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの入入入入りりりり口口口口のことのことのことのことばばばばかりではないでしかりではないでしかりではないでしかりではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、山山山山にあるにあるにあるにある木木木木材材材材をををを持持持持ちちちち出出出出してしてしてしてペペペペレレレレットにするットにするットにするットにする、、、、チチチチップにするップにするップにするップにする、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変金金金金がかかるんがかかるんがかかるんがかかるんですですですですねねねね。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる市市市市場場場場ココココストとのストとのストとのストとの乖乖乖乖離離離離、、、、ギャギャギャギャップというのがあまりにもップというのがあまりにもップというのがあまりにもップというのがあまりにも大大大大きいきいきいきい。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、山山山山のののの中中中中にににに移移移移動動動動式式式式チチチチッパーをッパーをッパーをッパーを設設設設置置置置してしてしてして、、、、山山山山ででででチチチチップをップをップをップをつつつつくるくるくるくる、、、、こういうこういうこういうこういうややややりりりり方方方方もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、しかししかししかししかし、、、、そそそそうなりますとうなりますとうなりますとうなりますと、、、、含含含含水水水水率率率率というんですかというんですかというんですかというんですか、、、、水水水水分分分分がががが非非非非常常常常にににに多多多多いしいしいしいし、、、、またまたまたまた熱熱熱熱効率効率効率効率もももも悪悪悪悪いわけでありまいわけでありまいわけでありまいわけでありますすすす。。。。1 つつつつはははは、、、、そのそのそのその素素素素材材材材をどこにをどこにをどこにをどこに置置置置いておくかいておくかいておくかいておくか。。。。置置置置きききき場所場所場所場所すらますらますらますらまだだだだ見見見見つつつつかっていないかっていないかっていないかっていない。。。。いわゆるスいわゆるスいわゆるスいわゆるストックトックトックトックヤヤヤヤーーーードドドドのののの問問問問題題題題などなどなどなど、、、、等等等等々々々々がたくさんあるわけでありましてがたくさんあるわけでありましてがたくさんあるわけでありましてがたくさんあるわけでありまして、、、、これをこれをこれをこれを行政行政行政行政としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような形形形形でででで応援応援応援応援していけしていけしていけしていけばばばばいいのかということをいいのかということをいいのかということをいいのかということを私私私私はこれからはこれからはこれからはこれから考考考考えていかなきえていかなきえていかなきえていかなきゃゃゃゃならないとならないとならないとならないと思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域のののの資源資源資源資源によってによってによってによってつつつつくられたくられたくられたくられた商商商商品品品品、、、、大大大大きくきくきくきく言言言言ええええばばばば産業産業産業産業ということになりまということになりまということになりまということになりまししししょょょょうがうがうがうが、、、、これをこれをこれをこれを地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がどれがどれがどれがどれほほほほどどどど理理理理解解解解しているしているしているしているだだだだろうろうろうろう。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、そういうそういうそういうそういうものをものをものをものを地域地域地域地域のののの人人人人がががが利用利用利用利用するするするする、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消、、、、自分自分自分自分のところでのところでのところでのところでつつつつくったものはくったものはくったものはくったものは自分自分自分自分のところでのところでのところでのところで消費消費消費消費するするするする、、、、利用利用利用利用するするするする、、、、ここのシステムがこのバイオマスのここのシステムがこのバイオマスのここのシステムがこのバイオマスのここのシステムがこのバイオマスの場場場場合合合合にににに非非非非常常常常にまにまにまにまだだだだ希希希希薄薄薄薄といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、弱弱弱弱いいいい点点点点があるわけであがあるわけであがあるわけであがあるわけでありましてりましてりましてりまして、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、地域地域地域地域のののの人人人人たたたたちちちちががががほほほほんとうにバイオマスというものにんとうにバイオマスというものにんとうにバイオマスというものにんとうにバイオマスというものにつつつついていていていて知知知知るるるる、、、、理理理理解解解解するするするする、、、、このこのこのこの点点点点がががが大大大大変変変変おくれているようにおくれているようにおくれているようにおくれているように思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私がががが市市市市長長長長会等会等会等会等でででで東京東京東京東京にににに行行行行きましてきましてきましてきまして、、、、ききききょょょょうううう、、、、私私私私のおのおのおのお隣隣隣隣におりますにおりますにおりますにおります、、、、農水省農水省農水省農水省のののの末松末松末松末松環境環境環境環境政策課長政策課長政策課長政策課長さんのさんのさんのさんの部部部部屋屋屋屋にもにもにもにも行行行行きましたきましたきましたきました。。。。東京東京東京東京へへへへ行行行行きますときますときますときますと、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市というのはみんなというのはみんなというのはみんなというのはみんな知知知知ってくれているんでってくれているんでってくれているんでってくれているんですよすよすよすよ。。。。真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長のののの井手井手井手井手というのはというのはというのはというのは知知知知られておりませんがられておりませんがられておりませんがられておりませんが、「、「、「、「真庭市真庭市真庭市真庭市長長長長」」」」というとというとというとというと、「、「、「、「ああああ、、、、あそこあそこあそこあそこ
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のバイオマスののバイオマスののバイオマスののバイオマスの」」」」とととと、、、、こうなるんですこうなるんですこうなるんですこうなるんですねねねね。。。。ああああ、、、、東京東京東京東京ではこんなにではこんなにではこんなにではこんなに有有有有名名名名なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思ってってってって私私私私ののののほほほほううううがびっくりしてこがびっくりしてこがびっくりしてこがびっくりしてこちちちちらにらにらにらに帰帰帰帰るんですがるんですがるんですがるんですが、、、、地地地地元元元元にににに帰帰帰帰ったらさっったらさっったらさっったらさっぱぱぱぱりりりり反反反反応応応応がががが悪悪悪悪いんでいんでいんでいんで、、、、これではバイこれではバイこれではバイこれではバイオマスタオマスタオマスタオマスタウウウウンというンというンというンという名名名名にににに恥恥恥恥じじじじるるるる。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がこれからのがこれからのがこれからのがこれからの行政行政行政行政のののの大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題のののの 1つつつつじゃじゃじゃじゃないないないないだだだだろうかなとろうかなとろうかなとろうかなと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今私私私私がががが申申申申しししし上上上上げげげげたことがたことがたことがたことが解解解解決決決決されたときにはされたときにはされたときにはされたときには果果果果たしてたしてたしてたして真庭市真庭市真庭市真庭市はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐららららいのバイオマスのいのバイオマスのいのバイオマスのいのバイオマスの状況状況状況状況になっているになっているになっているになっているだだだだろうとろうとろうとろうと、、、、私私私私はははは夢夢夢夢がががが相当広相当広相当広相当広がってくるようにがってくるようにがってくるようにがってくるように思思思思えてしようがえてしようがえてしようがえてしようがないんでありましないんでありましないんでありましないんでありましてててて、、、、ききききょょょょうのこのフォーラムもうのこのフォーラムもうのこのフォーラムもうのこのフォーラムも、、、、そのそのそのその大大大大きなきなきなきな第第第第一一一一歩歩歩歩になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと、、、、そそそそのようにのようにのようにのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。このフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムを契契契契機機機機にににに、、、、ぜひぜひぜひぜひ市民市民市民市民のののの方方方方々々々々ももももごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、ささささらにらにらにらに次次次次のののの一一一一歩歩歩歩というところにというところにというところにというところに行行行行っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうなことうなことうなことうなことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今のののの 4 人人人人のおのおのおのお方方方方からおからおからおからお話話話話をををを承承承承りましてりましてりましてりまして、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて、、、、国国国国のおのおのおのお立立立立場場場場からからからから、、、、こんなこんなこんなこんなふふふふうにうにうにうに自治体自治体自治体自治体がががが、、、、林林林林業業業業がががが、、、、農農農農業業業業のののの方方方方々々々々がががが働働働働くくくく、、、、動動動動いていたいていたいていたいていただだだだけれけれけれければばばばとととと、、、、もしかしたらこんなことがもしかしたらこんなことがもしかしたらこんなことがもしかしたらこんなことが手手手手助助助助けできるよけできるよけできるよけできるよ、、、、というというというというようなことがありましたらようなことがありましたらようなことがありましたらようなことがありましたら、、、、末松末松末松末松課長課長課長課長さんさんさんさん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 末松末松末松末松課長課長課長課長 

  実際実際実際実際にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな事業事業事業事業がががが動動動動きききき出出出出すとすとすとすと、、、、1 個個個個 1 個問個問個問個問題題題題がががが出出出出てきててきててきててきて、、、、それをどうそれをどうそれをどうそれをどう解解解解決決決決するかというするかというするかというするかというのがのがのがのが大大大大切切切切なんなんなんなんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、いいいいつつつつもももも言言言言われるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、全全全全体的体的体的体的なことなことなことなことだだだだけをけをけをけを言言言言ってってってって、、、、実際実際実際実際のののの事業事業事業事業のののの困困困困難難難難さをさをさをさを知知知知らないとらないとらないとらないと言言言言われますわれますわれますわれます。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、実際実際実際実際にににに事業事業事業事業をしていないわけですからわをしていないわけですからわをしていないわけですからわをしていないわけですからわからないんですがからないんですがからないんですがからないんですが、、、、事業事業事業事業でででで問問問問題題題題があったらがあったらがあったらがあったら、、、、それをそれをそれをそれを行政行政行政行政のののの側側側側にできるにできるにできるにできるだだだだけけけけ早早早早くくくくぶぶぶぶつつつつけてもらいたけてもらいたけてもらいたけてもらいたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ぶぶぶぶつつつつけられるとけられるとけられるとけられると、、、、ぶぶぶぶつつつつけられたときにはけられたときにはけられたときにはけられたときには、、、、今今今今こういうにここういうにここういうにここういうにこややややかにかにかにかに話話話話ししししているているているている顔顔顔顔とととと違違違違っっっってててて、「、「、「、「そうそうそうそう簡簡簡簡単単単単にできないんにできないんにできないんにできないんだだだだ」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「おおおお金金金金はそんなにないはそんなにないはそんなにないはそんなにない」」」」とととと。「。「。「。「今今今今国国国国家家家家財政財政財政財政はははは非非非非常常常常にににに逼迫逼迫逼迫逼迫しているのでもうしているのでもうしているのでもうしているのでもうだだだだめめめめだだだだ」」」」とかとかとかとか言言言言うことがうことがうことがうことが多多多多分分分分たくさんありますけどたくさんありますけどたくさんありますけどたくさんありますけど、、、、それでもそれでもそれでもそれでも、、、、何何何何もももも知知知知らないらないらないらないでででで行政行政行政行政ををををややややっているよりもっているよりもっているよりもっているよりも解解解解決決決決できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性がががが大分大分大分大分上上上上がってくるというがってくるというがってくるというがってくるというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、私私私私もももも昔昔昔昔、、、、バイオバイオバイオバイオガガガガスススス、、、、メメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵なんかのことでいろいろななんかのことでいろいろななんかのことでいろいろななんかのことでいろいろな地域地域地域地域がががが取取取取りりりり組組組組んでいるとんでいるとんでいるとんでいるところをころをころをころをぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回っていろいろおっていろいろおっていろいろおっていろいろお話話話話をををを伺伺伺伺っていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、今今今今もまもまもまもまだだだだ問問問問題題題題があるんですけどがあるんですけどがあるんですけどがあるんですけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、バイオマスをバイオマスをバイオマスをバイオマスを使使使使ってってってって発発発発電電電電をするんですけれどもをするんですけれどもをするんですけれどもをするんですけれども、、、、そのそのそのその発発発発電電電電のののの単価単価単価単価がががが低低低低いいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ガガガガススススはははは、、、、都市都市都市都市ガガガガスとかスとかスとかスとか、、、、プロパンプロパンプロパンプロパンガガガガスとかにスとかにスとかにスとかに直直直直接接接接はははは利用利用利用利用できないできないできないできない。。。。それからそれからそれからそれから、、、、消消消消化化化化液液液液、、、、発発発発酵酵酵酵したしたしたした後後後後のののの残残残残液液液液はははは、、、、下下下下水水水水処処処処理理理理しなくしなくしなくしなくちちちちゃゃゃゃいけなくていけなくていけなくていけなくて、、、、とてもとてもとてもとても費費費費用用用用がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。今今今今もももも解解解解決決決決できていないできていないできていないできていない問問問問題題題題ですですですですがががが、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話のののの中中中中でもでもでもでも、、、、幾幾幾幾つつつつかのところではかのところではかのところではかのところでは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、北北北北陸陸陸陸地方地方地方地方でででで、、、、できたできたできたできたメメメメタンタンタンタンガガガガスをそのスをそのスをそのスをそのまままままままま都市都市都市都市ガガガガスにスにスにスにつつつつないでないでないでないで、、、、成分成分成分成分のののの調調調調整整整整ををををガガガガスススス会社会社会社会社のののの方方方方がきがきがきがきちちちちんとんとんとんとややややってくれるってくれるってくれるってくれる例例例例がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれをまたまたまたまたほほほほかのところがかのところがかのところがかのところが参参参参考考考考にするとかにするとかにするとかにするとか、、、、消消消消化化化化液液液液はははは、、、、農農農農地地地地にににに還元還元還元還元してしてしてして肥肥肥肥料料料料にするのがいいんですがにするのがいいんですがにするのがいいんですがにするのがいいんですが、、、、水水水水分分分分がががが多多多多くてなかなかくてなかなかくてなかなかくてなかなか難難難難しいしいしいしい。。。。一一一一番番番番多多多多くあるくあるくあるくある、、、、水田水田水田水田にににに活用活用活用活用してうまくいっしてうまくいっしてうまくいっしてうまくいっているているているている事事事事例例例例があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、いろんないろんないろんないろんな事事事事例例例例をををを相相相相互互互互にににに交交交交流流流流してしてしてして、、、、知識知識知識知識のののの交交交交流流流流によってによってによってによって解解解解決決決決することというのがすることというのがすることというのがすることというのが今今今今、、、、私私私私がががが見見見見ているているているているとととと、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると思思思思いますいますいますいます。。。。結結結結構構構構、、、、自分自分自分自分がががが一一一一番番番番いいことをいいことをいいことをいいことをややややっているとっているとっているとっていると思思思思っているとっているとっているとっていると、、、、ほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域のことをのことをのことをのことを見見見見ないとないとないとないと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、民民民民間間間間のののの企業企業企業企業のののの方方方方はははは意外意外意外意外にににに交交交交流流流流がなかったりすることがあるんがなかったりすることがあるんがなかったりすることがあるんがなかったりすることがあるんですがですがですがですが、、、、うまくいっているうまくいっているうまくいっているうまくいっている地域地域地域地域のことをのことをのことをのことを盗盗盗盗むむむむというかというかというかというか、、、、まあまあまあまあ、、、、こういういいこういういいこういういいこういういい話話話話ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、聞聞聞聞けけけけ
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ばばばば教教教教えてくれるというえてくれるというえてくれるというえてくれるという地域地域地域地域がががが多多多多ううううごごごござざざざいますからいますからいますからいますから、、、、そういうそういうそういうそういう交交交交流流流流というのがこれからもすというのがこれからもすというのがこれからもすというのがこれからもすごごごごくくくく大大大大切切切切だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその全全全全くくくく逆逆逆逆なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、あるあるあるある地地地地域域域域でうまくいっているからといってでうまくいっているからといってでうまくいっているからといってでうまくいっているからといって、、、、ここでもここでもここでもここでも同同同同じじじじようにうまくいくということはなかなかないようにうまくいくということはなかなかないようにうまくいくということはなかなかないようにうまくいくということはなかなかない。。。。特特特特にこのバイオマスのにこのバイオマスのにこのバイオマスのにこのバイオマスの世世世世界界界界はははは、、、、見見見見ているとているとているとていると、、、、地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域のののの特特特特徴徴徴徴によってうまくいったりいかなかったりするというのがはっきりしているとによってうまくいったりいかなかったりするというのがはっきりしているとによってうまくいったりいかなかったりするというのがはっきりしているとによってうまくいったりいかなかったりするというのがはっきりしていると思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、バイオマスタバイオマスタバイオマスタバイオマスタウウウウンンンン構想構想構想構想とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域でででで計画計画計画計画をををを立立立立てたりてたりてたりてたり、、、、地域地域地域地域でででで取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしていたいたいたいただだだだくというのをくというのをくというのをくというのを、、、、私私私私たたたたちちちちがががが最最最最初初初初にににに言言言言いいいい出出出出したときしたときしたときしたとき、、、、それはそれはそれはそれは国国国国がががが基基基基準準準準をををを決決決決めろというめろというめろというめろという意見意見意見意見もあもあもあもありましたがりましたがりましたがりましたが、、、、これはこれはこれはこれは地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域でででで考考考考えるえるえるえるべべべべききききだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思ったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、それはそれはそれはそれはややややははははりりりり正正正正しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。農農農農業業業業政策政策政策政策のののの中中中中ではではではでは異異異異質質質質なななな分野分野分野分野であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、行政行政行政行政のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり方方方方なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、真庭真庭真庭真庭のようにのようにのようにのように、、、、市市市市行政行政行政行政がががが非非非非常常常常にににに熱熱熱熱心心心心なところなところなところなところ、、、、そこそこそこそこはもうはもうはもうはもう、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで、、、、こういうこういうこういうこういう恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた行政行政行政行政があるがあるがあるがある地域地域地域地域はははは日日日日本本本本にそんなにないとにそんなにないとにそんなにないとにそんなにないと思思思思いますからいますからいますからいますから、、、、そういうのをそういうのをそういうのをそういうのを活用活用活用活用していたしていたしていたしていただだだだくというのがくというのがくというのがくというのが地域地域地域地域のののの住住住住民民民民のののの方方方方にはいいとにはいいとにはいいとにはいいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからあとはそれからあとはそれからあとはそれからあとは、、、、県県県県とかとかとかとか国国国国をををを活用活用活用活用するということするということするということするということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょょょょうもうもうもうも、、、、私私私私はははは東京東京東京東京霞霞霞霞がががが関関関関でででで働働働働いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省はははは農政局農政局農政局農政局がががが岡山岡山岡山岡山にありましてにありましてにありましてにありまして、、、、岡山岡山岡山岡山のののの農政局農政局農政局農政局からもからもからもからも担当担当担当担当がががが来来来来ておりておりておりておりますしますしますしますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県のののの県県県県庁庁庁庁からもからもからもからも来来来来ていたていたていたていただだだだいていまいていまいていまいていますしすしすしすし、、、、そのそのそのその県県県県庁庁庁庁のののの人人人人はははは私私私私がががが昔昔昔昔からよからよからよからよくくくく知知知知っているっているっているっている奥奥奥奥田田田田さんといいさんといいさんといいさんといい、、、、農水省農水省農水省農水省にもいてにもいてにもいてにもいて、、、、大大大大変変変変、、、、このこのこのこの分野分野分野分野にににに理理理理解解解解があるがあるがあるがある方方方方なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、そそそそういうういうういうういう方方方方をををを活用活用活用活用していたしていたしていたしていただだだだくくくく。。。。別別別別にににに農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省であるであるであるである必要必要必要必要はなくてはなくてはなくてはなくて、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの関係関係関係関係はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業局局局局にににに行行行行かれてもかれてもかれてもかれても、、、、環境環境環境環境省省省省のののの事事事事務所務所務所務所にににに行行行行かれてもかれてもかれてもかれても、、、、国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省にににに行行行行かれてもかれてもかれてもかれても、、、、情情情情報報報報をををを共共共共有有有有してしてしてして、、、、連連連連絡絡絡絡しししし合合合合うことになっていますうことになっていますうことになっていますうことになっています。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、1 点点点点おおおお願願願願いしたいのがいしたいのがいしたいのがいしたいのが、、、、私私私私もももも農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの中中中中ではではではでは、、、、バイマスバイマスバイマスバイマス、、、、バイオマスとバイオマスとバイオマスとバイオマスと騒騒騒騒いでいいでいいでいいでいてててて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと異異異異端端端端なわけでなわけでなわけでなわけで、、、、行政官行政官行政官行政官といってもといってもといってもといっても、、、、全全全全員員員員がががが同同同同じじじじようなようなようなような能力能力能力能力をををを持持持持ってってってって、、、、同同同同じじじじようなようなようなような応応応応対対対対ができるわけができるわけができるわけができるわけじゃじゃじゃじゃないのでないのでないのでないので、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに行行行行ってってってって、、、、非非非非常常常常にににに対対対対応応応応がががが悪悪悪悪いいいい、、、、国国国国のののの対対対対応応応応がががが悪悪悪悪いいいい、、、、何何何何もわかもわかもわかもわかっていないとかっていないとかっていないとかっていないとか、、、、窓窓窓窓口口口口がががが一本一本一本一本でなくてけしからんとでなくてけしからんとでなくてけしからんとでなくてけしからんと言言言言われるのですけどわれるのですけどわれるのですけどわれるのですけど、、、、そこはそこはそこはそこは、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち IT化化化化がががが進進進進んでんでんでんで、、、、我我我我々々々々公公公公務務務務員員員員がががが機機機機械械械械にかわるときはにかわるときはにかわるときはにかわるときは、、、、まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう文文文文句句句句をををを言言言言ってもいいですけどってもいいですけどってもいいですけどってもいいですけど、、、、ままままだだだだししししばばばばらくはらくはらくはらくは人人人人間間間間がががが行政行政行政行政ををををややややっていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、例例例例ええええばばばば、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに行行行行ってってってって非非非非常常常常にににに対対対対応応応応がががが悪悪悪悪かったかったかったかったりりりり、、、、理理理理解解解解がなかったりがなかったりがなかったりがなかったり、、、、知識知識知識知識がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら、、、、まあまあまあまあ、、、、いわゆるマスいわゆるマスいわゆるマスいわゆるマスココココミではたらいミではたらいミではたらいミではたらい回回回回しとしとしとしと言言言言われるわれるわれるわれるんですがんですがんですがんですが、、、、たらいたらいたらいたらい回回回回されてされてされてされて、、、、回回回回ってってってって、、、、ぜひぜひぜひぜひ何何何何カカカカ所所所所かかかか行行行行っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに、、、、個個個個人人人人的的的的なことですけどなことですけどなことですけどなことですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりここはいいなとりここはいいなとりここはいいなとりここはいいなと思思思思うところとうところとうところとうところと、、、、ここはうまくいここはうまくいここはうまくいここはうまくいかないのではないかなとかないのではないかなとかないのではないかなとかないのではないかなと思思思思ったりったりったりったり、、、、そういうことってそういうことってそういうことってそういうことって、、、、行政行政行政行政をしているをしているをしているをしている立立立立場場場場もももも人人人人間間間間でありますでありますでありますであります。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに一一一一律律律律的的的的なななな仕仕仕仕事事事事はそういうことはそういうことはそういうことはそういうことじゃじゃじゃじゃいけないといけないといけないといけないと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、こういうこういうこういうこういう可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな特特特特徴徴徴徴のあるのあるのあるのある行政行政行政行政というのはというのはというのはというのは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり人人人人とととと人人人人とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いというのがいというのがいというのがいというのが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思いまいまいまいますのですのですのですので、、、、県県県県をををを使使使使いいいい、、、、国国国国をををを使使使使いいいい、、、、県県県県にににに文文文文句句句句をををを言言言言いいいい、、、、国国国国にににに文文文文句句句句をををを言言言言いいいい、、、、それからそれからそれからそれから県県県県のののの支援支援支援支援、、、、国国国国のののの支援支援支援支援をををを得得得得てててて、、、、それでおそれでおそれでおそれでお互互互互いのいのいのいの知識知識知識知識をををを、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの知識知識知識知識をををを合合合合わせてバイオマスタわせてバイオマスタわせてバイオマスタわせてバイオマスタウウウウンといンといンといンというのをうのをうのをうのを発展発展発展発展させさせさせさせていくのがていくのがていくのがていくのが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そのときにはいろいろなそのときにはいろいろなそのときにはいろいろなそのときにはいろいろな人人人人とととと人人人人とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いというのがあるいというのがあるいというのがあるいというのがあるとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを見見見見ながらうまくながらうまくながらうまくながらうまく、、、、県県県県もももも国国国国もももも、、、、たまにはおどしながらたまにはおどしながらたまにはおどしながらたまにはおどしながら、、、、たまにはたまにはたまにはたまにはおおおおだだだだてながらてながらてながらてながら使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。そういうのがこれからそういうのがこれからそういうのがこれからそういうのがこれから大大大大切切切切なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、今今今今おおおお話話話話のあったのあったのあったのあった個個個個別別別別のののの 2 点点点点なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、バイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマスの利活用利活用利活用利活用ののののほほほほうのうのうのうの利用先利用先利用先利用先ののののほほほほううううでででで、、、、農農農農業分野業分野業分野業分野がもうがもうがもうがもうちちちちょょょょっとっとっとっと利用利用利用利用しなくしなくしなくしなくちちちちゃゃゃゃいけないというのはいけないというのはいけないというのはいけないというのは、、、、何何何何かかかか、、、、こうこうこうこう、、、、実実実実はははは密密密密かにかにかにかに今今今今思思思思っているところでっているところでっているところでっているところで、、、、せっかくバイオマスというのでせっかくバイオマスというのでせっかくバイオマスというのでせっかくバイオマスというので、、、、農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業のののの新新新新たなたなたなたな可能可能可能可能性性性性といってといってといってといって、、、、農農農農業業業業
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関係関係関係関係者者者者のののの悪悪悪悪いところなんですけどいところなんですけどいところなんですけどいところなんですけど、、、、とにかくとにかくとにかくとにかくつつつつくれくれくれくればだばだばだばだれかがれかがれかがれかが使使使使ってくれるとってくれるとってくれるとってくれると思思思思っているのがあっているのがあっているのがあっているのがあってってってって、、、、野野野野菜菜菜菜でもでもでもでも、、、、米米米米でもでもでもでも、、、、つつつつくれくれくれくればばばば買買買買わないわないわないわないほほほほうがうがうがうが悪悪悪悪くてくてくてくて、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに仕仕仕仕組組組組まないまないまないまない行政行政行政行政がががが悪悪悪悪いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに思思思思いがいがいがいがちちちちなんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、よくよくよくよく考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、日日日日本本本本のののの農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業もかなりのエネルもかなりのエネルもかなりのエネルもかなりのエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、そういうところからバイオエネルそういうところからバイオエネルそういうところからバイオエネルそういうところからバイオエネルギギギギーをーをーをーを使使使使っていくということはっていくということはっていくということはっていくということは、、、、ききききょょょょうおうおうおうお話話話話をををを受受受受けたのをけたのをけたのをけたのを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考えていきたいというえていきたいというえていきたいというえていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、BDF のののの話話話話はははは、、、、同同同同じじじじようなようなようなような問問問問題題題題意識意識意識意識をををを持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと国国国国のののの立立立立場場場場ででででごごごご説説説説明明明明をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、これからバイオこれからバイオこれからバイオこれからバイオディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル燃燃燃燃料料料料もももも軽軽軽軽油油油油にまにまにまにまぜぜぜぜてててて、、、、一一一一般般般般のののの方方方方ががががガガガガソソソソリリリリンスタンンスタンンスタンンスタンドドドドなんかでなんかでなんかでなんかで給給給給油油油油されるようになるされるようになるされるようになるされるようになる。。。。というとというとというとというと、、、、ガガガガソソソソリリリリンスタンンスタンンスタンンスタンドドドドとかとかとかとか、、、、供給供給供給供給するするするする側側側側にににに品品品品質質質質ににににつつつついていていていてのかなりののかなりののかなりののかなりの責任責任責任責任がががが生生生生じじじじるということでるということでるということでるということで、、、、ききききちちちちんとしたんとしたんとしたんとした品品品品質質質質のもののもののもののものじゃじゃじゃじゃないとないとないとないとだだだだめめめめだだだだということにということにということにということになっているのでなっているのでなっているのでなっているので、、、、そこはそこはそこはそこは、、、、混混混混ぜぜぜぜるるるる量量量量もももも 5％％％％、、、、それからそれからそれからそれから品品品品質質質質もももも厳厳厳厳しくしようということでしくしようということでしくしようということでしくしようということで進進進進んでいんでいんでいんでいるんでするんでするんでするんです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、今今今今各各各各省省省省でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろややややっていてっていてっていてっていて、、、、話話話話をををを一一一一緒緒緒緒にしているんですけどにしているんですけどにしているんですけどにしているんですけど、、、、それはそれはそれはそれは仕仕仕仕方方方方がないことがないことがないことがないことだだだだとととと私私私私たたたたちちちちもももも思思思思っていますっていますっていますっています。。。。反反反反対対対対をすることはなかなかできなをすることはなかなかできなをすることはなかなかできなをすることはなかなかできないいいい。。。。しかししかししかししかし、、、、それそれそれそれだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃないないないない利用利用利用利用のののの仕仕仕仕方方方方というのがあるとというのがあるとというのがあるとというのがあると思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったようにったようにったようにったように、、、、今今今今のののの使使使使いいいい方方方方、、、、使使使使うううう人人人人たたたたちちちちががががちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと自分自分自分自分たたたたちちちちでででで責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって使使使使っているっているっているっている場場場場合合合合においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、同同同同じじじじようなようなようなような規規規規制制制制をかけるをかけるをかけるをかけるのがいいのかというのはのがいいのかというのはのがいいのかというのはのがいいのかというのは非非非非常常常常にににに議議議議論論論論になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そこはきそこはきそこはきそこはきちちちちんとんとんとんと考考考考えなくえなくえなくえなくちちちちゃゃゃゃいけないといけないといけないといけないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そこでそこでそこでそこで難難難難しいのはしいのはしいのはしいのは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、自自自自己己己己責任責任責任責任でででで勝勝勝勝手手手手ににににややややるんるんるんるんだだだだったらったらったらったら何何何何でもいいかというとでもいいかというとでもいいかというとでもいいかというと、、、、ややややはりバイオはりバイオはりバイオはりバイオディディディディーゼルというのはーゼルというのはーゼルというのはーゼルというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに品品品品質質質質ににににばばばばららららつつつつきがきがきがきが出出出出ややややすいものですいものですいものですいもので、、、、もともともともともともともともとディディディディーゼルーゼルーゼルーゼル車車車車というかというかというかというか、、、、軽軽軽軽油油油油というのはというのはというのはというのは、、、、わりとわりとわりとわりと何何何何でもとにかくでもとにかくでもとにかくでもとにかく走走走走っっっっちちちちゃゃゃゃうのでうのでうのでうので、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく入入入入れてみれてみれてみれてみてててて、、、、途途途途中中中中でエンジンがでエンジンがでエンジンがでエンジンが壊壊壊壊れたりとかれたりとかれたりとかれたりとか、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題がががが起起起起こるということはどうしてもこるということはどうしてもこるということはどうしてもこるということはどうしても起起起起こりがこりがこりがこりがちちちちなのでなのでなのでなので、、、、自自自自己己己己責任責任責任責任ででででややややっていくというかっていくというかっていくというかっていくというか、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった B5 じゃじゃじゃじゃないないないない部部部部分分分分ににににつつつついてもいてもいてもいても、、、、できるできるできるできるだだだだけいいものけいいものけいいものけいいもの、、、、品品品品質質質質のいいものができるのいいものができるのいいものができるのいいものができる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、あまりあまりあまりあまり負担負担負担負担がないようにがないようにがないようにがないように利用利用利用利用がががが進進進進むむむむようなことようなことようなことようなことをををを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと今今今今のおのおのおのお話話話話もももも伺伺伺伺ってってってって、、、、検討検討検討検討会会会会みたいにしていきたいなとみたいにしていきたいなとみたいにしていきたいなとみたいにしていきたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが近近近近々々々々ニニニニュュュュースとかでースとかでースとかでースとかで出出出出たらたらたらたら、、、、ききききょょょょうのうのうのうの議議議議論論論論がががが 1つつつつのきっかけになってのきっかけになってのきっかけになってのきっかけになって、、、、国国国国もそもそもそもそういうういうういうういう検討検討検討検討がががが始始始始まったというまったというまったというまったというふふふふうにうにうにうに思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう準準準準備備備備をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、できそうできそうできそうできそうだだだだなとなとなとなと思思思思ってってってって言言言言っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、今今今今のおのおのおのお話話話話とかもとかもとかもとかも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて対対対対応応応応したいというしたいというしたいというしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  末松末松末松末松さんさんさんさん、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。中中中中でででで 1 つつつつ、「、「、「、「行政行政行政行政をおどかしながらをおどかしながらをおどかしながらをおどかしながら」」」」というというというというふふふふうなうなうなうな言言言言葉葉葉葉もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、非非非非常常常常にあるにあるにあるにある意意意意味味味味ではではではでは心心心心強強強強いなといういなといういなといういなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ここはここはここはここは恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた行政行政行政行政だだだだとととと。。。。渋渋渋渋澤澤澤澤さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、大大大大変変変変立立立立派派派派なななな、、、、恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい人人人人材材材材がががが多多多多いというようないというようないというようないというような話話話話もありましもありましもありましもありましたたたた。。。。なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、ここここちちちちらはらはらはらは宝宝宝宝のののの山山山山をおをおをおをお持持持持ちだちだちだちだというというというという話話話話でででで、、、、森森森森林林林林がががが 80％％％％もあってともあってともあってともあってと。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、それをそれをそれをそれを上手上手上手上手にどうにどうにどうにどう生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか。。。。場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては、、、、蒜蒜蒜蒜前高原前高原前高原前高原でででで 2万万万万頭頭頭頭ものものものもの乳乳乳乳牛牛牛牛がいるがいるがいるがいる。。。。このこのこのこの糞糞糞糞尿尿尿尿ももももややややはりあるはりあるはりあるはりある意意意意味味味味ではではではでは宝宝宝宝のののの山山山山だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうものをどうこれからそういうものをどうこれからそういうものをどうこれからそういうものをどうこれから活用活用活用活用するかといするかといするかといするかということをうことをうことをうことを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、これからこれからこれからこれから第第第第 3巡巡巡巡目目目目はははは、、、、自自自自由由由由闊闊闊闊達達達達にパネラーのにパネラーのにパネラーのにパネラーの方方方方からおからおからおからお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、つつつつまりまりまりまり、、、、これからということでこれからということでこれからということでこれからということで。。。。今今今今まではまではまではまでは現現現現状状状状とととと課課課課題題題題というものをおというものをおというものをおというものをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、どうしていったらいいのどうしていったらいいのどうしていったらいいのどうしていったらいいのだだだだろうかろうかろうかろうか、、、、どんなどんなどんなどんな心心心心づもりでづもりでづもりでづもりでややややっていったらっていったらっていったらっていったらいいかいいかいいかいいか、、、、夢夢夢夢もももも含含含含めてめてめてめて、、、、自自自自由由由由にににに、、、、順順順順番番番番をををを決決決決めずにめずにめずにめずに、、、、5 人人人人のののの方方方方からからからから、、、、手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、おおおお話話話話ししししいたいたいたいただだだだくくくく。。。。なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、ききききょょょょうはうはうはうは東東東東北北北北やややや九州九州九州九州からからからから、、、、このフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムに多多多多くのくのくのくの方方方方がががが参加参加参加参加されているよされているよされているよされているよ
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うでうでうでうでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。何何何何かかかか質問質問質問質問があったらがあったらがあったらがあったら、、、、ぜひぜひぜひぜひおおおお出出出出しいたしいたしいたしいただだだだいていていていて、、、、会会会会場場場場とパネラーのとパネラーのとパネラーのとパネラーの 5人人人人のののの方方方方でででで意意意意見見見見ののののややややりとりができるりとりができるりとりができるりとりができるほほほほどというどというどというどというふふふふうになれうになれうになれうになればばばば幸幸幸幸いといういといういといういというふふふふうにもうにもうにもうにも思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速、、、、あとあとあとあと残残残残りりりり 25 分分分分間間間間ぐぐぐぐらいですけれどもらいですけれどもらいですけれどもらいですけれども、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。どなたどなたどなたどなたからでもからでもからでもからでも、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、言言言言いいいい足足足足りなかったなりなかったなりなかったなりなかったな、、、、こんなことをもうこんなことをもうこんなことをもうこんなことをもうちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言おうということがあったおうということがあったおうということがあったおうということがあったらららら、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお話話話話しくしくしくしくだだだださいさいさいさい。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 古古古古林理林理林理林理事事事事長長長長 

  今今今今やややや「「「「エエエエココココおおおおじじじじさんさんさんさん」」」」になってになってになってになってしまったしまったしまったしまった古古古古林林林林ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、私私私私、、、、おおおお客客客客様様様様、、、、年年年年間間間間宿宿宿宿泊泊泊泊者者者者数数数数でででで、、、、昨昨昨昨年年年年ははははちちちちょょょょっといろいろなっといろいろなっといろいろなっといろいろな事事事事情情情情でででで落落落落ちちちちておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、おおおおおおおおむねむねむねむねずっとずっとずっとずっと 20 万万万万人人人人おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきききき、、、、真庭真庭真庭真庭全全全全体体体体でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、倉倉倉倉敷敷敷敷がががが――――――――倉倉倉倉敷敷敷敷のののの旅館組旅館組旅館組旅館組合合合合長長長長もきもきもきもきょょょょううううおおおお見見見見えでえでえでえでごごごござざざざいますのであれなんですけどいますのであれなんですけどいますのであれなんですけどいますのであれなんですけど、、、、あるあるあるある意意意意味味味味、、、、倉倉倉倉敷敷敷敷をををを抜抜抜抜いたいたいたいた真庭真庭真庭真庭全全全全体体体体ではではではでは一一一一番番番番のののの観観観観光光光光地地地地がががが真庭真庭真庭真庭だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、真庭真庭真庭真庭というというというという、「、「、「、「真庭真庭真庭真庭」」」」はははは、「、「、「、「ママママニワックニワックニワックニワック」」」」とかいうようなとかいうようなとかいうようなとかいうような、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ走走走走りりりり方方方方でもあってもいいんでもあってもいいんでもあってもいいんでもあってもいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うううう中中中中でででで、、、、1 つつつつイイイイメメメメージとしておりますのがージとしておりますのがージとしておりますのがージとしておりますのが、、、、これはイこれはイこれはイこれはイメメメメージなんですけれどもージなんですけれどもージなんですけれどもージなんですけれども、、、、ジブジブジブジブリリリリででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのまそのまそのまそのままままま取取取取りますといろいろとりますといろいろとりますといろいろとりますといろいろと問問問問題題題題があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、森森森森のののの都都都都といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、森森森森のののの都市都市都市都市というというというという意意意意味味味味においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、トトロトトロトトロトトロ、、、、イイイイココココールールールール、、、、ドドドドングングングングリリリリ、、、、こういうイこういうイこういうイこういうイメメメメージがあっていいージがあっていいージがあっていいージがあっていいのかなとのかなとのかなとのかなと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境浄浄浄浄化化化化というというというという意意意意味味味味においてはにおいてはにおいてはにおいては「「「「風風風風のののの谷谷谷谷のナのナのナのナウウウウシシシシカカカカ」」」」というものもあるのというものもあるのというものもあるのというものもあるのかもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。そしてそしてそしてそして、、、、温泉温泉温泉温泉というというというという意意意意味味味味においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「千千千千とととと千尋千尋千尋千尋」」」」がいるとがいるとがいるとがいるとごごごご案案案案内内内内ししししややややすかっすかっすかっすかったりたりたりたり、、、、最最最最近近近近のののの「「「「ハハハハウウウウルのルのルのルの動動動動くくくく城城城城」、」、」、」、おおおお子様子様子様子様ややややおおおお孫孫孫孫様様様様とととと一一一一緒緒緒緒ににににごごごごらんになったらんになったらんになったらんになった方方方方はおわかりいたはおわかりいたはおわかりいたはおわかりいただだだだけるとけるとけるとけると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、これはまさしくバイオそのものこれはまさしくバイオそのものこれはまさしくバイオそのものこれはまさしくバイオそのものだだだだなというなというなというなというふふふふうにイうにイうにイうにイメメメメージづけておりージづけておりージづけておりージづけておりましてましてましてまして、、、、こういったこういったこういったこういった、、、、何何何何かかかか真庭真庭真庭真庭ならではのイならではのイならではのイならではのイメメメメージづくりのージづくりのージづくりのージづくりの戦戦戦戦略略略略というものがというものがというものがというものが動動動動かされますといかされますといかされますといかされますといいんではなかろうかといんではなかろうかといんではなかろうかといんではなかろうかと。。。。またまたまたまた、、、、そんなそんなそんなそんな中中中中でででで観観観観光光光光というものもというものもというものもというものもごごごご利用利用利用利用いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして真庭真庭真庭真庭がががが発展発展発展発展でででできたらすきたらすきたらすきたらすばばばばらしいなというらしいなというらしいなというらしいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     このバイオマスこのバイオマスこのバイオマスこのバイオマスツツツツアーなどアーなどアーなどアーなど、、、、湯原温泉湯原温泉湯原温泉湯原温泉がががが一一一一番番番番恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けておりましてけておりましてけておりましてけておりまして、、、、もうもうもうもう開始以開始以開始以開始以来来来来たくさんたくさんたくさんたくさんのののの方方方方がおがおがおがお見見見見えいたえいたえいたえいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。旅館旅館旅館旅館ののののほほほほうでもうでもうでもうでも、、、、それこそそれこそそれこそそれこそペペペペレレレレットストーブのットストーブのットストーブのットストーブの導導導導入入入入等等等等もさしもさしもさしもさしていたていたていたていただだだだきききき、、、、そういったそういったそういったそういった見見見見せるせるせるせる部部部部分分分分のおのおのおのお手手手手伝伝伝伝いというものもいというものもいというものもいというものも温温温温泉泉泉泉街街街街ののののほほほほうではまたうではまたうではまたうではまたややややりりりりややややすかっすかっすかっすかったりたりたりたり、、、、できるんできるんできるんできるんじゃじゃじゃじゃなかろうかとなかろうかとなかろうかとなかろうかと。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。何何何何かかかか、、、、そういうことにそういうことにそういうことにそういうことに対対対対してしてしてして、、、、またまたまたまたごごごご意見意見意見意見なりなりなりなり、、、、反反反反対対対対のおのおのおのお考考考考えがあえがあえがあえがあるるるる方方方方、、、、またそれとはまたそれとはまたそれとはまたそれとは別別別別でもでもでもでも、、、、何何何何かかかか、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、ごごごご発言発言発言発言のののの方方方方。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 渋渋渋渋澤澤澤澤専専専専務理務理務理務理事事事事     バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスツツツツアーのおアーのおアーのおアーのお話話話話がががが出出出出ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、私私私私もそれのもそれのもそれのもそれの仕仕仕仕掛掛掛掛けけけけ人人人人のののの 1人人人人としてとしてとしてとして、、、、これからのこれからのこれからのこれからの夢夢夢夢をををを語語語語らせていたらせていたらせていたらせていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスツツツツアーがアーがアーがアーが何何何何をををを生生生生みみみみ出出出出すのかってすのかってすのかってすのかって、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどからちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言いましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、何何何何もこれもこれもこれもこれ、、、、木木木木質質質質のことのことのことのことだだだだけではありませんけではありませんけではありませんけではありませんしししし、、、、ペペペペレレレレットのことットのことットのことットのことだだだだけでもけでもけでもけでもありませんでありませんでありませんでありませんで、、、、ややややはりそのはりそのはりそのはりその中中中中からからからから、、、、例例例例ええええばばばば農農農農業業業業ががががつつつつながってながってながってながって、、、、畜畜畜畜産産産産ががががつつつつながってながってながってながって、、、、あるいはそこあるいはそこあるいはそこあるいはそこでででで商商商商品品品品がががが開発開発開発開発をされてというをされてというをされてというをされてという形形形形にににに持持持持っていきたいなとっていきたいなとっていきたいなとっていきたいなと思思思思っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。それはどういうことそれはどういうことそれはどういうことそれはどういうことかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、私私私私はかはかはかはかつつつつてててて、、、、5 年年年年間間間間だだだだけけけけ動動動動物園物園物園物園のののの経経経経営営営営者者者者ををををややややっていたことがっていたことがっていたことがっていたことがごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そそそそ



 241

のときにおのときにおのときにおのときにお客客客客がががが減減減減ってってってって、、、、パンダをパンダをパンダをパンダを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはココココアラをアラをアラをアラを入入入入れたりれたりれたりれたり、、、、随随随随分分分分いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ココココアラをアラをアラをアラを入入入入れますとれますとれますとれますと、、、、わっとおわっとおわっとおわっとお客客客客さんがさんがさんがさんが増増増増えるんですえるんですえるんですえるんです。。。。それでそれでそれでそれで翌翌翌翌年年年年にはわっとまたにはわっとまたにはわっとまたにはわっとまた減減減減っていくっていくっていくっていく。。。。パパパパンダもンダもンダもンダも全全全全くくくく同同同同じじじじことなんですことなんですことなんですことなんです。。。。 

  何何何何にずっとおにずっとおにずっとおにずっとお客客客客さんがさんがさんがさんが集集集集まっているかというとまっているかというとまっているかというとまっているかというと、、、、実実実実はははは、、、、サルサルサルサル山山山山におにおにおにお客客客客さんはさんはさんはさんは絶絶絶絶対対対対集集集集まるんですまるんですまるんですまるんです。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、サルサルサルサル山山山山ををををじじじじっとっとっとっと 1日見日見日見日見ていかれるんですていかれるんですていかれるんですていかれるんです。。。。別別別別にこれはにこれはにこれはにこれは真庭真庭真庭真庭をサルをサルをサルをサル山山山山にににに例例例例えているわけえているわけえているわけえているわけじじじじゃゃゃゃないんですがないんですがないんですがないんですが、、、、人人人人間間間間がががが一一一一番番番番興興興興味味味味をををを持持持持つつつつのはのはのはのは、、、、実実実実はははは人人人人間間間間なんですなんですなんですなんです。。。。バイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのはバイオマスというのは、、、、実実実実ははははこのバイオマスをどうこのバイオマスをどうこのバイオマスをどうこのバイオマスをどうややややってってってって利活用利活用利活用利活用していくかというのはしていくかというのはしていくかというのはしていくかというのは 1つつつつのののの大大大大きなシステムなんですがきなシステムなんですがきなシステムなんですがきなシステムなんですが、、、、シシシシステムがステムがステムがステムが目目目目的的的的ではではではでは決決決決してないんですしてないんですしてないんですしてないんですねねねね。。。。システムにかかわってシステムにかかわってシステムにかかわってシステムにかかわって、、、、みんながみんながみんながみんなが同同同同じじじじ方方方方向向向向でででで夢夢夢夢をををを見出見出見出見出すすすすということがということがということがということが一一一一番番番番のののの目目目目的的的的でででで、、、、それをおもしろいからといってよそのそれをおもしろいからといってよそのそれをおもしろいからといってよそのそれをおもしろいからといってよその人人人人たたたたちちちちがががが見見見見にくるというのがにくるというのがにくるというのがにくるというのが私私私私どものどものどものどもの夢夢夢夢なんですなんですなんですなんです。。。。例例例例ええええばばばば今今今今、、、、湯原湯原湯原湯原のおのおのおのお話話話話がががが出出出出ましたけどましたけどましたけどましたけど、、、、湯原湯原湯原湯原のののの温泉温泉温泉温泉でででで、、、、蒜蒜蒜蒜山山山山のののの食食食食材材材材をどうをどうをどうをどうややややってってってって使使使使っていこうかというっていこうかというっていこうかというっていこうかという、、、、おおおお母母母母さんたさんたさんたさんたちちちちのののの料料料料理理理理のののの研究会研究会研究会研究会ができたりができたりができたりができたり、、、、何何何何となくとなくとなくとなく木木木木質質質質バイオマバイオマバイオマバイオマスとはスとはスとはスとは関係関係関係関係ないないないない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは BDF とはとはとはとは関係関係関係関係ないところでないところでないところでないところで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり地域地域地域地域のものののものののものののものの、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消ををををややややりながらどうりながらどうりながらどうりながらどうややややってってってって生生生生きていくかということのいろんなきていくかということのいろんなきていくかということのいろんなきていくかということのいろんな活動活動活動活動がこれをがこれをがこれをがこれを契契契契機機機機にににに出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ききききょょょょうもうもうもうも高校生高校生高校生高校生さんがさんがさんがさんが来来来来られているんですがられているんですがられているんですがられているんですが、、、、高校生高校生高校生高校生のののの自主活動自主活動自主活動自主活動、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自主研究自主研究自主研究自主研究のののの中中中中でででで、、、、真真真真庭庭庭庭のののの地域地域地域地域のののの自自自自然然然然をどうをどうをどうをどう利用利用利用利用するかというするかというするかというするかという動動動動きがきがきがきが生生生生まれてきたりまれてきたりまれてきたりまれてきたり、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、全全全全然違然違然違然違うことがどんうことがどんうことがどんうことがどんどんこれにどんこれにどんこれにどんこれに付付付付随随随随をしてをしてをしてをして人人人人間間間間関係関係関係関係ができていくができていくができていくができていく。。。。それをまたよそのそれをまたよそのそれをまたよそのそれをまたよその方方方方がががが見見見見ていたていたていたていただだだだけるようなけるようなけるようなけるような真庭真庭真庭真庭にしていきたいなというにしていきたいなというにしていきたいなというにしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ほほほほかかかか、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。ではではではでは、、、、長田長田長田長田さんさんさんさん。。。。 

 長田取長田取長田取長田取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長 

  私私私私はははは、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値ををををつつつつけることにこけることにこけることにこけることにこだだだだわっているんでわっているんでわっているんでわっているんでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、こういうことができれこういうことができれこういうことができれこういうことができればばばばいいいいいかなということでいかなということでいかなということでいかなということで、、、、年年年年間間間間 2万万万万人人人人のののの人人人人がこのがこのがこのがこの地地地地をををを見見見見学学学学にににに訪訪訪訪れれれれ、、、、銘建工銘建工銘建工銘建工業業業業ののののほほほほうにはうにはうにはうには昨昨昨昨年年年年、、、、かたくかたくかたくかたくてもてもてもても大体大体大体大体 8,000 人人人人はおいでいたはおいでいたはおいでいたはおいでいただだだだいたいたいたいた。。。。そのそのそのその方方方方々々々々のののの中中中中でででで特特特特にににに国国国国のののの方方方方、、、、国会議国会議国会議国会議員員員員のののの方方方方、、、、それからそれからそれからそれから省省省省庁庁庁庁のののの方方方方々々々々がががが来来来来られるとられるとられるとられるときにはいきにはいきにはいきにはいつつつつもおもおもおもお願願願願いするんでいするんでいするんでいするんでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このようにおこのようにおこのようにおこのようにお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。
CO2 のののの排排排排出出出出削減削減削減削減権権権権のののの問問問問題題題題なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、簡簡簡簡単単単単にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、イイイイチチチチゴゴゴゴをををを重油重油重油重油でででで加温加温加温加温してしてしてして、、、、メメメメロンでもよろしいんですがロンでもよろしいんですがロンでもよろしいんですがロンでもよろしいんですが、、、、あらゆるものあらゆるものあらゆるものあらゆるもの、、、、農農農農作作作作物物物物をををを、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを使使使使ってってってって加温加温加温加温してしてしてして作作作作物物物物にしまにしまにしまにしますすすす。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、ペペペペレレレレットットットットボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを入入入入れることによってれることによってれることによってれることによって重油重油重油重油をををを削減削減削減削減することができるすることができるすることができるすることができる。。。。そのこそのこそのこそのことによってとによってとによってとによって農農農農家家家家のののの方方方方はははは燃燃燃燃料料料料費費費費をををを削減削減削減削減することができるすることができるすることができるすることができる。。。。そのそのそのその削減削減削減削減したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、そのおそのおそのおそのお金金金金ででででボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを入入入入れることができるれることができるれることができるれることができる。。。。3 年年年年ならならならなら 3 年年年年、、、、5 年年年年間間間間……………………入入入入れることができるれることができるれることができるれることができる。。。。そこでとまっそこでとまっそこでとまっそこでとまったらいけないたらいけないたらいけないたらいけないとおとおとおとお願願願願いしているんですいしているんですいしているんですいしているんです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、農農農農家家家家のののの人人人人はははは、、、、私私私私がががが食食食食べべべべるとしたらるとしたらるとしたらるとしたら、、、、私私私私にかわっにかわっにかわっにかわってててて CO2をををを削減削減削減削減してくれたわけですしてくれたわけですしてくれたわけですしてくれたわけです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、1 パックパックパックパック 500円円円円のイのイのイのイチチチチゴゴゴゴであれであれであれであればばばば、、、、できるできるできるできるだだだだけこれけこれけこれけこれをををを 1,000円円円円でででで売売売売ることをることをることをることを考考考考えたいんですえたいんですえたいんですえたいんです。。。。つつつつまりまりまりまり、、、、作作作作物物物物であれであれであれであればばばば、、、、イイイイチチチチゴゴゴゴがががが CO2をこのをこのをこのをこの栽培栽培栽培栽培のののの方方方方がががが削減削減削減削減してくれたしてくれたしてくれたしてくれた。「。「。「。「ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。環境環境環境環境のためによくのためによくのためによくのためによくややややっていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ありがありがありがありがとうとうとうとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました」」」」というというというという気気気気持持持持ちちちちでででで、、、、食食食食べべべべるるるる人人人人がががが CO2 のののの排排排排出出出出削減削減削減削減権権権権をををを買買買買うううう。。。。イイイイチチチチゴゴゴゴをををを買買買買うとうとうとうと同同同同時時時時にグにグにグにグリリリリーンーンーンーン権権権権をををを買買買買うううう。。。。こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが実際実際実際実際にできるようになったならにできるようになったならにできるようになったならにできるようになったならばばばば、、、、必必必必ずそれはうまくずそれはうまくずそれはうまくずそれはうまくビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに乗乗乗乗るんではないかとるんではないかとるんではないかとるんではないかと。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをリリリリースするースするースするースする方方方方があるとしますがあるとしますがあるとしますがあるとします。。。。よくよくよくよく、、、、ママママホホホホロバロバロバロバ計画計画計画計画といってといってといってといって、、、、ニワニワニワニワセセセセののののほほほほ
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うとかうとかうとかうとか、、、、あっあっあっあっちちちちででででややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーを 10カカカカ所所所所ならならならなら 10カカカカ所入所入所入所入れることとしますれることとしますれることとしますれることとします。。。。賃賃賃賃貸貸貸貸ししししますますますます。。。。そこによってオイルをそこによってオイルをそこによってオイルをそこによってオイルを削減削減削減削減することができますすることができますすることができますすることができます。。。。そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに、、、、そこのそこのそこのそこの分分分分ににににつつつついてはいてはいてはいては、、、、オイルがオイルがオイルがオイルが減減減減ったったったった、、、、燃燃燃燃料料料料費費費費がががが減減減減ったったったった。。。。それそれそれそれだだだだけではけではけではけでは一方通一方通一方通一方通行行行行。。。。プラスプラスプラスプラス、、、、そのことによってグそのことによってグそのことによってグそのことによってグリリリリーンーンーンーン権権権権がががが生生生生ずるようになれずるようになれずるようになれずるようになればばばば、、、、新新新新しいしいしいしい付付付付加加加加価値価値価値価値ができるんではないかができるんではないかができるんではないかができるんではないか。。。。 特特特特にににに農農農農業業業業作作作作物物物物でででで考考考考えるとえるとえるとえると、、、、メメメメロンなんかはロンなんかはロンなんかはロンなんかは、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの面面面面積積積積がががが燃燃燃燃料料料料費費費費だだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。そのそのそのその分分分分だだだだけけけけがががが削減削減削減削減できてできてできてできて、、、、新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値観観観観。。。。新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値観観観観でででで高高高高価価価価にににに、、、、いいものをいいものをいいものをいいものを高高高高くくくく――――――――高高高高くというのはくというのはくというのはくというのは、、、、適適適適切切切切にににに高高高高くくくく、、、、なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、それをそれをそれをそれを買買買買っていたっていたっていたっていただだだだくくくく。。。。例例例例ええええばばばば、、、、398、、、、こんなことこんなことこんなことこんなこと言言言言っていいのかなっていいのかなっていいのかなっていいのかな、、、、
398 とととと 500 円円円円とととと 800 円円円円のイのイのイのイチチチチゴゴゴゴがあったときにがあったときにがあったときにがあったときに、、、、500 円円円円以以以以上上上上、、、、800 円円円円のでものでものでものでも、、、、ああああああああ、、、、これはいいこれはいいこれはいいこれはいい、、、、ありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと。。。。おいしいおいしいおいしいおいしい、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、CO2 をををを削減削減削減削減したとしたとしたとしたと思思思思ってこれをってこれをってこれをってこれを買買買買っていたっていたっていたっていただだだだいたらいたらいたらいたら、、、、またこまたこまたこまたこれをれをれをれを進進進進物物物物にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいたらいたらいたらいたら、、、、これをもらったこれをもらったこれをもらったこれをもらった方方方方はははは、「、「、「、「ああああ、、、、送送送送られたられたられたられた方方方方はははは非非非非常常常常にににに環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい配配配配慮慮慮慮をされたをされたをされたをされた方方方方なんなんなんなんだだだだなななな。。。。私私私私にににに進進進進物物物物をををを送送送送ってくれたってくれたってくれたってくれた方方方方はははは、、、、いかにいかにいかにいかに環境環境環境環境にににに関関関関心心心心があるがあるがあるがある方方方方なんなんなんなんだだだだなななな」」」」とととと、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを思思思思っていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、送送送送ったったったった方方方方もももも幸幸幸幸せですしせですしせですしせですし、、、、もらったもらったもらったもらった方方方方もももも幸幸幸幸せですしせですしせですしせですし、、、、イイイイチチチチゴゴゴゴををををつつつつくられたくられたくられたくられた方方方方もももも幸幸幸幸せですしせですしせですしせですし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ボボボボイラーをイラーをイラーをイラーをつつつつくられたくられたくられたくられた方方方方もももも、、、、よりたくさんよりたくさんよりたくさんよりたくさん売売売売れるかれるかれるかれるからららら幸幸幸幸せであるしせであるしせであるしせであるし、、、、私私私私たたたたちちちちペペペペレレレレットをットをットをットを売売売売るるるる業界業界業界業界としてもとしてもとしてもとしても、、、、ペペペペレレレレットがたくさんットがたくさんットがたくさんットがたくさん売売売売れてれてれてれて、、、、よかったよかったよかったよかった、、、、よかったとよかったとよかったとよかったと、、、、こういうことになるんでこういうことになるんでこういうことになるんでこういうことになるんでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、私私私私はははは、、、、大大大大昔昔昔昔はははは山山山山からからからから燃燃燃燃料料料料がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。いろんなことでいろんなことでいろんなことでいろんなことで木木木木がががが出出出出てててて……………………。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今やややや化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料でででで、、、、海海海海のののの向向向向こうからこうからこうからこうから燃燃燃燃料料料料がががが来来来来ておりますておりますておりますております。。。。もうもうもうもう一度山一度山一度山一度山からからからから燃燃燃燃料料料料がががが出出出出るようなるようなるようなるような時代時代時代時代がががが来来来来ないかなないかなないかなないかなとととと。。。。難難難難しいんですよしいんですよしいんですよしいんですよ。。。。難難難難しいことはよくわかしいことはよくわかしいことはよくわかしいことはよくわかっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、形形形形をををを変変変変えたえたえたえた形形形形でででで、、、、制制制制度度度度をををを変変変変えていたえていたえていたえていただだだだくくくく。。。。国国国国のおのおのおのお考考考考えもえもえもえも、、、、少少少少しししし柔柔柔柔らかいらかいらかいらかい方方方方向向向向にににに持持持持っていっていたっていっていたっていっていたっていっていただだだだけれけれけれければばばば、、、、これはどこでもできるわけですこれはどこでもできるわけですこれはどこでもできるわけですこれはどこでもできるわけです。。。。このこのこのこの真庭真庭真庭真庭でなくてもでなくてもでなくてもでなくても、、、、どこでもでどこでもでどこでもでどこでもできるわけできるわけできるわけできるわけでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、よしよしよしよし、、、、それならそれならそれならそれなら、、、、休休休休耕耕耕耕田田田田でででで農農農農業業業業法人法人法人法人ををををつつつつくってイくってイくってイくってイチチチチゴゴゴゴををををつつつつくっくっくっくっちちちちゃゃゃゃろろろろうかといううかといううかといううかという人人人人もももも出出出出てくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれません。。。。イイイイチチチチゴゴゴゴだだだだけけけけじゃじゃじゃじゃごごごござざざざいませんいませんいませんいません。。。。そのそのそのその他他他他のののの作作作作物物物物ももももつつつつくっくっくっくっちちちちゃゃゃゃろうかというのがろうかというのがろうかというのがろうかというのが出出出出てくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれないてくるかもしれない。。。。そうすることによってそうすることによってそうすることによってそうすることによって、、、、よりよりよりより地産地地産地地産地地産地消消消消ということということということということもももも一一一一歩歩歩歩、、、、二二二二歩歩歩歩進進進進むむむむんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っておりっておりっておりっておりますのでますのでますのでますので、、、、環境環境環境環境というというというという価値価値価値価値のののの考考考考ええええ方方方方をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度具具具具体的体的体的体的にににに、、、、おおおお金金金金のののの形形形形でそれをでそれをでそれをでそれを使使使使われるわれるわれるわれる人人人人、、、、買買買買うううう人人人人、、、、そういうことにもうまくそういうことにもうまくそういうことにもうまくそういうことにもうまく回回回回るようなるようなるようなるような社会社会社会社会ができができができができれれれればばばば、、、、環境環境環境環境というものももうというものももうというものももうというものももう少少少少しししし身近身近身近身近なななな話話話話題題題題となってくるんとなってくるんとなってくるんとなってくるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと、、、、そういうことをいそういうことをいそういうことをいそういうことをいつつつつもももも思思思思いながらいながらいながらいながら各地各地各地各地をををを回回回回っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、おかおかおかおかげげげげさまでさまでさまでさまで、、、、非非非非常常常常にににに全全全全国各地国各地国各地国各地ででででペペペペレレレレットのットのットのットのボボボボイラーイラーイラーイラー、、、、燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器のののの会社会社会社会社ははははごごごご支援支援支援支援いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、開発開発開発開発にににに一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命、、、、ココココンパクトでンパクトでンパクトでンパクトで高高高高性能性能性能性能なななな燃焼燃焼燃焼燃焼機機機機器器器器ををををつつつつくろくろくろくろうということでうということでうということでうということで取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいているのでいているのでいているのでいているので、、、、使使使使ううううほほほほうううう、、、、活用活用活用活用するするするするほほほほうもうもうもうも、、、、これからこれからこれからこれから二二二二、、、、三三三三年年年年のののの間間間間にがらっとにがらっとにがらっとにがらっと変変変変わったわったわったわった、、、、新新新新しいしいしいしい、、、、いいいいいいいいものがものがものがものが提提提提供供供供できるんできるんできるんできるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに山山山山からからからから燃燃燃燃料料料料がががが出出出出てくるてくるてくるてくる時代時代時代時代がががが来来来来るんるんるんるんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、林林林林業業業業がががが、、、、製材製材製材製材所所所所がががが元元元元気気気気になってになってになってになって、、、、私私私私たたたたちちちちバイオエネルバイオエネルバイオエネルバイオエネルギギギギーーーー会社会社会社会社のののの方方方方針針針針ででででごごごござざざざいますいますいますいます、、、、森森森森にににに生生生生かされたかされたかされたかされた――――――――私私私私たたたたちちちちのののの暮暮暮暮ららららしもしもしもしも変変変変えますえますえますえます――――――――森森森森にににに生生生生かされたかされたかされたかされた暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと、、、、新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業がががが創造創造創造創造できるんではないかなとできるんではないかなとできるんではないかなとできるんではないかなと、、、、そのよそのよそのよそのようなことをうなことをうなことをうなことを思思思思いながらいながらいながらいながら活動活動活動活動しておりますしておりますしておりますしております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター     ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大変変変変いいおいいおいいおいいお話話話話だだだだったとったとったとったと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、提提提提案案案案にににに近近近近いものいものいものいものだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。灯灯灯灯油油油油をををを使使使使ったイったイったイったイチチチチゴゴゴゴだだだだったらったらったらったら少少少少しししし高高高高くくくくねねねねとととと。。。。ペペペペレレレレットットットットだだだだったらったらったらったらばばばば、、、、少少少少しししし安安安安くくくくねねねねとととと。。。。場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては、、、、
CO2排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引みたいなものもみたいなものもみたいなものもみたいなものも利用利用利用利用できるとおもしろいですできるとおもしろいですできるとおもしろいですできるとおもしろいですねねねね、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか国国国国のののの行政行政行政行政のののの考考考考
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ええええ方方方方、、、、市市市市のののの考考考考ええええ方方方方があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、非非非非常常常常にににに難難難難しいとはしいとはしいとはしいとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、末松末松末松末松さんにさんにさんにさんに後後後後からからからからちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただだだだこうかこうかこうかこうか思思思思いますいますいますいます。。。。     スイスのジスイスのジスイスのジスイスのジュュュュネーブのネーブのネーブのネーブの燃燃燃燃料料料料電気電気電気電気会社会社会社会社というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、新聞新聞新聞新聞でおでおでおでお読読読読みになったことがあみになったことがあみになったことがあみになったことがあるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんがるかもしれませんが、、、、水水水水力力力力でのでのでのでの電気電気電気電気はははは青青青青いいいい電気電気電気電気、、、、木木木木からのからのからのからの電気電気電気電気はははは緑緑緑緑のののの電気電気電気電気とととと、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光もももも含含含含めてめてめてめて、、、、風風風風もももも含含含含めてめてめてめて、、、、というというというという色色色色分分分分けをけをけをけを。。。。電気電気電気電気にはにはにはには色色色色はははは付付付付かないんですけれどもかないんですけれどもかないんですけれどもかないんですけれども――――――――そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方でででで、、、、値値値値段段段段がががが全部全部全部全部違違違違うううう。。。。原子原子原子原子力力力力なりなりなりなり火火火火力力力力からのものはからのものはからのものはからのものは非非非非常常常常にににに高高高高くくくく、、、、少少少少しずしずしずしずつつつつ値段値段値段値段をををを変変変変えてえてえてえてややややっているっているっているっている。。。。そそそそれでれでれでれで、、、、緑緑緑緑のののの電気電気電気電気だだだだけをけをけをけを私私私私はははは買買買買いたいいたいいたいいたい。。。。青青青青いいいい電気電気電気電気とととと緑緑緑緑色色色色のののの電気電気電気電気をををを 2割割割割 8割割割割でででで買買買買いたいいたいいたいいたい。。。。そういうこそういうこそういうこそういうことがもうとがもうとがもうとがもう現実現実現実現実にににに始始始始まっておりますまっておりますまっておりますまっております。。。。ドドドドイイイイツツツツでもでもでもでも始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええ方方方方にににに近近近近いことがいことがいことがいことがこのこのこのこの真庭市真庭市真庭市真庭市のののの中中中中でででで、、、、特特特特別別別別なななな考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて、、、、ややややれるかどうかわかりませんがれるかどうかわかりませんがれるかどうかわかりませんがれるかどうかわかりませんが、、、、何何何何かこんなよかこんなよかこんなよかこんなようなことをかんがえたいですうなことをかんがえたいですうなことをかんがえたいですうなことをかんがえたいですねねねね。。。。何何何何かかかかごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら。。。。 

 末松末松末松末松課長課長課長課長     今今今今いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていていていていていて、、、、長田長田長田長田さんのさんのさんのさんの話話話話、、、、ここにここにここにここに名名名名前前前前がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの末松末松末松末松というというというという名名名名前前前前じゃじゃじゃじゃななななかったらかったらかったらかったら、「、「、「、「もっといいアイもっといいアイもっといいアイもっといいアイデデデデアがあるアがあるアがあるアがある」」」」とととと、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ議議議議論論論論したいんですがしたいんですがしたいんですがしたいんですが、、、、それはそれはそれはそれはまたまたまたまた夜夜夜夜おおおお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いましていましていましていまして、、、、一一一一応応応応、、、、今今今今私私私私がおがおがおがお話話話話ししたいのはししたいのはししたいのはししたいのは、、、、バイオマスのいろいろなバイオマスのいろいろなバイオマスのいろいろなバイオマスのいろいろな取取取取りりりり組組組組みなんですけどみなんですけどみなんですけどみなんですけど、、、、バイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッバイオマス・ニッポポポポンンンン総総総総合戦合戦合戦合戦略略略略というのをというのをというのをというのをつつつつくるときにくるときにくるときにくるときに、、、、アアアアドドドドバイバイバイバイザザザザリリリリーーーーグループというのをグループというのをグループというのをグループというのをつつつつくりましてくりましてくりましてくりまして、、、、有有有有識者識者識者識者のののの方方方方にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろごごごご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺うといううといううといううという会議会議会議会議をしたんですをしたんですをしたんですをしたんです。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり農農農農業業業業、、、、農農農農業業業業しているとしているとしているとしているとややややっっっっぱぱぱぱりよくないんりよくないんりよくないんりよくないんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思ってってってって、、、、小宮小宮小宮小宮山先山先山先山先生生生生というというというという東東東東大大大大のののの工工工工学学学学部部部部のののの先先先先生生生生にににに座座座座長長長長をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたんですいたんですいたんですいたんです。。。。今今今今はははは東東東東大大大大のののの総長総長総長総長になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、何何何何かかかか、、、、バイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマスに関連関連関連関連したしたしたした方方方方はみんなはみんなはみんなはみんな偉偉偉偉くなっていくんくなっていくんくなっていくんくなっていくんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、すすすすごごごごくいいことくいいことくいいことくいいことだだだだとととと思思思思っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、そのそのそのその工工工工学学学学部部部部のののの小宮小宮小宮小宮山先山先山先山先生生生生のところにのところにのところにのところに、、、、単単単単身身身身訪訪訪訪ねねねねていっていっていっていってててて、、、、これからはこれからはこれからはこれからは地域地域地域地域のバイオマスをのバイオマスをのバイオマスをのバイオマスを生生生生かすかすかすかす、、、、そういうそういうそういうそういう日日日日本本本本ををををつつつつくりたいんくりたいんくりたいんくりたいんだだだだというというというという話話話話をををを熱熱熱熱くくくく、、、、青青青青臭臭臭臭くくくく語語語語ったときにったときにったときにったときに、、、、最最最最初初初初、、、、小宮小宮小宮小宮山先山先山先山先生生生生はははは、、、、日日日日本本本本のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス、、、、いろいろあるなといろいろあるなといろいろあるなといろいろあるなと。。。。木木木木材材材材とかとかとかとか、、、、いいいいろいろろいろろいろろいろ活用活用活用活用できるのがあるなとできるのがあるなとできるのがあるなとできるのがあるなと。。。。東東東東日日日日本本本本とととと西日西日西日西日本本本本にににに 1個個個個ずずずずつつつつ工場工場工場工場ををををつつつつくってくってくってくって、、、、そこでそこでそこでそこでややややれれれればばばばかなかなかなかなりいいりいいりいいりいい発発発発電電電電所所所所ができるとができるとができるとができると。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、それはそれはそれはそれは運運運運搬搬搬搬のののの問問問問題題題題があるなというようながあるなというようながあるなというようながあるなというような話話話話をされていましをされていましをされていましをされていましたたたた。。。。今今今今までのまでのまでのまでの考考考考ええええ方方方方というのはというのはというのはというのは、、、、石石石石油油油油をををを使使使使ってってってって日日日日本本本本はははは発展発展発展発展してきたわけでしてきたわけでしてきたわけでしてきたわけで、、、、それそれそれそれ自体自体自体自体、、、、私私私私はすはすはすはすごごごごくいくいくいくいいこといこといこといことだだだだとととと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方からするとからするとからするとからすると、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、木木木木くずをくずをくずをくずを使使使使ったりったりったりったり、、、、木木木木材材材材をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、いろんなものをいろんなものをいろんなものをいろんなものを使使使使ってするってするってするってする発発発発電電電電とかとかとかとか、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー事業事業事業事業というのはというのはというのはというのは、、、、日日日日本本本本にににに大大大大きなきなきなきな発発発発電電電電所所所所をををを 2カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そうそうそうそうややややってってってって集集集集約約約約してしてしてして、、、、ややややっとっとっとっと石石石石油油油油とととと同同同同じじじじようなようなようなような産業産業産業産業になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというふふふふうにうにうにうに、、、、最最最最初初初初、、、、小宮小宮小宮小宮山先山先山先山先生生生生はははは言言言言ったんですったんですったんですったんです。。。。私私私私がそれをがそれをがそれをがそれを最最最最近近近近またまたまたまた言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「そんなことそんなことそんなことそんなこと言言言言ったかったかったかったかなななな」」」」とかってとかってとかってとかって、、、、ととととぼぼぼぼけていますけどけていますけどけていますけどけていますけど、、、、それがいろいろそれがいろいろそれがいろいろそれがいろいろ議議議議論論論論していくうしていくうしていくうしていくうちちちちにににに変変変変わってきてわってきてわってきてわってきて、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域ででででややややっていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大大大大切切切切であるとであるとであるとであると。。。。学学学学者者者者的的的的にはにはにはには、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり収収収収集集集集・・・・運運運運搬搬搬搬ののののココココストといストといストといストというのがいろいろあるんでうのがいろいろあるんでうのがいろいろあるんでうのがいろいろあるんで、、、、それからそれからそれからそれから、、、、できたものをできたものをできたものをできたものを運運運運ぶぶぶぶということもあるんでということもあるんでということもあるんでということもあるんで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり地産地地産地地産地地産地消消消消というのがというのがというのがというのが大大大大切切切切でででで、、、、そういうそういうそういうそういう経済経済経済経済というのはというのはというのはというのは成成成成りりりり立立立立つつつつとととと。。。。学学学学問問問問的的的的にもそうにもそうにもそうにもそうだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに今今今今言言言言っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。 

  あとあとあとあと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり大大大大規規規規模模模模なななな話話話話をををを小宮小宮小宮小宮山先山先山先山先生生生生はははは忘忘忘忘れられなくてれられなくてれられなくてれられなくて、、、、外外外外国国国国にににに日日日日本本本本のこのバイオマスののこのバイオマスののこのバイオマスののこのバイオマスの活活活活用技術用技術用技術用技術をををを持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、ややややるときはるときはるときはるときは少少少少しししし大大大大きくきくきくきくややややらないとらないとらないとらないとだだだだめめめめじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと言言言言っておられますがっておられますがっておられますがっておられますが、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消のバイオマスのバイオマスのバイオマスのバイオマス活用活用活用活用というのがとてもというのがとてもというのがとてもというのがとても大大大大切切切切だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに言言言言っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。それはそれはそれはそれは、、、、考考考考えてみますとえてみますとえてみますとえてみますと、、、、今今今今までまでまでまで石石石石油油油油でででで大大大大規規規規模模模模ににににややややっていたっていたっていたっていた、、、、我我我我々々々々それによってそれによってそれによってそれによって生生生生活活活活がががが豊豊豊豊かになってきたわかになってきたわかになってきたわかになってきたわ
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けですけどけですけどけですけどけですけど、、、、そこにはそこにはそこにはそこには、、、、何何何何というかというかというかというか、、、、隠隠隠隠れているれているれているれている別別別別のののの負担負担負担負担があってがあってがあってがあって、、、、おおおお金金金金はははは払払払払っていないんですっていないんですっていないんですっていないんですけどけどけどけど、、、、負担負担負担負担しているわけですしているわけですしているわけですしているわけですねねねね。。。。それはそれはそれはそれは環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化だだだだったりったりったりったり、、、、途途途途上上上上国国国国のののの方方方方々々々々がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか高高高高いおいおいおいお給給給給料料料料をもらえないをもらえないをもらえないをもらえない話話話話とかとかとかとか、、、、いろんないろんないろんないろんな隠隠隠隠れているれているれているれている負担負担負担負担があるんでがあるんでがあるんでがあるんで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりそのりそのりそのりその地域地域地域地域でバイオマスをでバイオマスをでバイオマスをでバイオマスを利利利利活用活用活用活用するというするというするというするという社会社会社会社会ををををつつつつくっていくということはくっていくということはくっていくということはくっていくということは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり世世世世界界界界のためにもいいんのためにもいいんのためにもいいんのためにもいいんだだだだということということということということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、今行政今行政今行政今行政がががが、、、、ほほほほんとうにすんとうにすんとうにすんとうにすごごごごいいいい力力力力をををを持持持持ってってってって地産地地産地地産地地産地消消消消のバイオマスののバイオマスののバイオマスののバイオマスの圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな優優優優遇遇遇遇策策策策とととと、、、、石石石石油油油油をををを使使使使うううう今今今今までのまでのまでのまでの産業産業産業産業にににに莫莫莫莫大大大大なななな税税税税金金金金をかけるとかをかけるとかをかけるとかをかけるとか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような公平公平公平公平措措措措置置置置をとるというのはをとるというのはをとるというのはをとるというのはすすすすぐぐぐぐにはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、今今今今のののの社会社会社会社会のままでもこういうのままでもこういうのままでもこういうのままでもこういう取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが出出出出てきててきててきててきて、、、、こういうこういうこういうこういう取取取取りりりり組組組組みができてみができてみができてみができて、、、、できることがわかってできることがわかってできることがわかってできることがわかって、、、、それからそれからそれからそれから次次次次にににに、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、それをそれをそれをそれを全全全全国国国国にににに広広広広げげげげるるるるためにどうしようというためにどうしようというためにどうしようというためにどうしようという議議議議論論論論がががが出出出出てくるんてくるんてくるんてくるんだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの行政行政行政行政のあまりよくないことなのかもしれないんですけどのあまりよくないことなのかもしれないんですけどのあまりよくないことなのかもしれないんですけどのあまりよくないことなのかもしれないんですけど、、、、税税税税制制制制のののの改改改改正正正正とかとかとかとか、、、、そういうのをいろいろそういうのをいろいろそういうのをいろいろそういうのをいろいろ要望要望要望要望したりしたりしたりしたり、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、税税税税金金金金をををを取取取取るときるときるときるとき、、、、補補補補助助助助金金金金もももも、、、、財政財政財政財政当当当当局局局局とかとかとかとか、、、、国民国民国民国民のののの税税税税金金金金をををを使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだくわけですからくわけですからくわけですからくわけですから、、、、バイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマスに支援支援支援支援するためにするためにするためにするために国民国民国民国民のののの税税税税金金金金をををを使使使使ってってってっていいかということでいろいろいいかということでいろいろいいかということでいろいろいいかということでいろいろ議議議議論論論論をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、税税税税金金金金をまけるをまけるをまけるをまける制制制制度度度度ををををつつつつくったりということでいろいくったりということでいろいくったりということでいろいくったりということでいろいろろろろ議議議議論論論論するときにいするときにいするときにいするときにいつつつつもももも出出出出るのがるのがるのがるのが、、、、そんなことそんなことそんなことそんなこと言言言言ったってったってったってったって、、、、ままままだだだだ実実実実例例例例がないがないがないがないじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。ままままだだだだそんなのそんなのそんなのそんなのややややっているところなんてっているところなんてっているところなんてっているところなんてほほほほとんどないとんどないとんどないとんどないじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと。。。。あるあるあるある程程程程度社会的度社会的度社会的度社会的なななな実実実実態態態態がががが出出出出たらたらたらたら、、、、税税税税金金金金のののの減減減減税税税税とかもとかもとかもとかも議議議議論論論論できるんできるんできるんできるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに言言言言われわれわれわれちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに正正正正しいのはしいのはしいのはしいのは、、、、そういうそういうそういうそういう制制制制度度度度ををををちちちちゃゃゃゃんとんとんとんとつつつつくってくってくってくって、、、、それでそれでそれでそれで産業産業産業産業をををを育成育成育成育成するというのがするというのがするというのがするというのが正正正正ししししいいいい姿姿姿姿だだだだとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり国国国国のののの財政財政財政財政をあずかっているをあずかっているをあずかっているをあずかっている立立立立場場場場のののの人人人人たたたたちちちちからするとからするとからするとからすると、、、、何何何何がががが本本本本当当当当にいいのかにいいのかにいいのかにいいのか、、、、本本本本当当当当にできるのかどうかわからないものににできるのかどうかわからないものににできるのかどうかわからないものににできるのかどうかわからないものに貴重貴重貴重貴重なななな税税税税金金金金をををを費費費費ややややしたりしたりしたりしたり、、、、税税税税金金金金をまけたをまけたをまけたをまけたりするってりするってりするってりするって、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり例例例例ををををちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと出出出出していくというのがしていくというのがしていくというのがしていくというのが大大大大切切切切なんなんなんなんだだだだとととと思思思思いいいいますますますます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども申申申申しししし上上上上げげげげましたけどましたけどましたけどましたけど、、、、例例例例をををを見見見見せせせせつつつつけるということがけるということがけるということがけるということが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、市市市市長長長長さんがいろいろさんがいろいろさんがいろいろさんがいろいろ頑頑頑頑張張張張っておられますけどっておられますけどっておられますけどっておられますけど、、、、真庭真庭真庭真庭がががが日日日日本本本本全全全全国国国国でででで有有有有名名名名になるというこになるというこになるというこになるということはとはとはとは、、、、真庭真庭真庭真庭のためにもいいですしのためにもいいですしのためにもいいですしのためにもいいですし、、、、真真真真庭庭庭庭のようにバイオマスののようにバイオマスののようにバイオマスののようにバイオマスの利活用利活用利活用利活用をををを進進進進めるめるめるめるほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域のためのためのためのためにもすにもすにもすにもすごごごごくいいことくいいことくいいことくいいことだだだだとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ああああちちちちここここちちちち行行行行ってってってって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん PR してしてしてして、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん威威威威張張張張るるるる。。。。こんなにすこんなにすこんなにすこんなにすごごごごいんいんいんいんだだだだということをということをということをということを威威威威張張張張っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、真庭真庭真庭真庭にににに来来来来たたたた人人人人たたたたちちちちにはにはにはには、、、、真庭真庭真庭真庭というのはというのはというのはというのはこんなにすこんなにすこんなにすこんなにすごごごごいところでいところでいところでいところで、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに楽楽楽楽しいんしいんしいんしいんだだだだというようなことをというようなことをというようなことをというようなことを言言言言っていたっていたっていたっていただだだだくというのがくというのがくというのがくというのが、、、、日日日日本本本本をををを変変変変えていくというかえていくというかえていくというかえていくというか、、、、行政行政行政行政をををを動動動動かすかすかすかす一一一一番番番番のののの力力力力になるんになるんになるんになるんじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いましいましいましいましたたたた。。。。ききききょょょょうもうもうもうも、、、、私私私私もいろんなもいろんなもいろんなもいろんな方方方方のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり、、、、ここにここにここにここに来来来来るるるる前前前前にもいろんなのをにもいろんなのをにもいろんなのをにもいろんなのを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだいていていていて、、、、こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを見見見見るとるとるとると、、、、こうこうこうこういうことをしていかなくいうことをしていかなくいうことをしていかなくいうことをしていかなくちちちちゃゃゃゃいけないなといういけないなといういけないなといういけないなというふふふふうにうにうにうに心心心心にににに刻刻刻刻ままままれてれてれてれて帰帰帰帰るるるる。。。。こういうこういうこういうこういう人人人人がががが増増増増えるというのがえるというのがえるというのがえるというのが大大大大切切切切じゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに今日今日今日今日、、、、感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。はいはいはいはい、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 井手井手井手井手市市市市長長長長 

  日日日日本本本本はははは、、、、資源資源資源資源がががが少少少少ないとないとないとないと言言言言われているわけでありますがわれているわけでありますがわれているわけでありますがわれているわけでありますが、、、、必必必必ずしもそうでないようなずしもそうでないようなずしもそうでないようなずしもそうでないような気気気気がしてがしてがしてがしてなりませんなりませんなりませんなりません。。。。私私私私たたたたちちちちのののの地域地域地域地域にはにはにはには、、、、まさにきまさにきまさにきまさにきょょょょうのおうのおうのおうのお話話話話のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、80％％％％がががが森森森森林林林林であるであるであるである。。。。バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスというようなことにというようなことにというようなことにというようなことにつつつついていていていて宝宝宝宝庫庫庫庫であるであるであるである、、、、このようなこのようなこのようなこのような話話話話がががが出出出出ているわけでありましてているわけでありましてているわけでありましてているわけでありまして、、、、これからそこれからそこれからそこれからそ
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うしたうしたうしたうした無尽無尽無尽無尽蔵蔵蔵蔵のののの資源資源資源資源をどうをどうをどうをどう活用活用活用活用してしてしてして産業産業産業産業にににに結結結結びびびびつつつつけけけけ、、、、そしてそしてそしてそして豊豊豊豊かさにかさにかさにかさに結結結結びびびびつつつつけていくのかけていくのかけていくのかけていくのか、、、、これこれこれこれはもうはもうはもうはもう行政行政行政行政のののの最最最最もももも大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  再再再再々々々々言言言言うようでありますがうようでありますがうようでありますがうようでありますが、、、、私私私私はははは森森森森林組林組林組林組合合合合にもかかわっておりますしにもかかわっておりますしにもかかわっておりますしにもかかわっておりますし、、、、県森連県森連県森連県森連のののの会会会会長長長長もいたしもいたしもいたしもいたしておりますておりますておりますております。。。。ややややはりはりはりはり最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、山山山山にあるにあるにあるにある林林林林地地地地残材残材残材残材、、、、いくらでもあるいくらでもあるいくらでもあるいくらでもある。。。。これがこれがこれがこれが金金金金になるようなになるようなになるようなになるような時時時時代代代代をををを迎迎迎迎えることができるかどうかえることができるかどうかえることができるかどうかえることができるかどうか。。。。ぜひぜひぜひぜひバイオエタノールがバイオエタノールがバイオエタノールがバイオエタノールが商商商商品品品品化化化化できるようなできるようなできるようなできるような状況状況状況状況にしていたにしていたにしていたにしていただだだだくくくく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ペペペペレレレレットにしてもットにしてもットにしてもットにしても、、、、チチチチップにしましてもップにしましてもップにしましてもップにしましても、、、、あるいはバイオあるいはバイオあるいはバイオあるいはバイオ発発発発電電電電所所所所、、、、それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの間間間間、、、、月月月月田田田田にににに行行行行きましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、灰灰灰灰ででででボボボボーーーードドドドををををつつつつくるくるくるくる。。。。灰灰灰灰ででででボボボボーーーードドドドををををつつつつくりますとくりますとくりますとくりますと、、、、そのそのそのそのボボボボーーーードドドドにににに消消消消臭臭臭臭のののの力力力力、、、、臭臭臭臭いものいものいものいもの吸収吸収吸収吸収するするするする力力力力、、、、それからそれからそれからそれからホホホホルムアルルムアルルムアルルムアルデデデデヒヒヒヒドドドドのようなのようなのようなのような化学化学化学化学物物物物質質質質のものをのものをのものをのものを吸吸吸吸収収収収するするするする力力力力があるがあるがあるがある、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような製製製製品品品品もできているわけでありましてもできているわけでありましてもできているわけでありましてもできているわけでありまして、、、、ぜひぜひぜひぜひ私私私私はそういうものがはそういうものがはそういうものがはそういうものができるようにできるようにできるようにできるように。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、末松末松末松末松課長課長課長課長はははは、、、、これからはバイオマスもこれからはバイオマスもこれからはバイオマスもこれからはバイオマスも木木木木質質質質だだだだけでなしにけでなしにけでなしにけでなしに農農農農業業業業とかとかとかとか、、、、そうしたものにそうしたものにそうしたものにそうしたものにぜぜぜぜひひひひ力力力力をををを入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと言言言言われておりましたわれておりましたわれておりましたわれておりました。。。。非非非非常常常常にありがたいことでありますにありがたいことでありますにありがたいことでありますにありがたいことであります。。。。地域地域地域地域再再再再生生生生マネジマネジマネジマネジャャャャーーーー事業事業事業事業、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤先先先先生生生生におにおにおにお願願願願いをしていをしていをしていをして、、、、今今今今年年年年はバイオマスはバイオマスはバイオマスはバイオマスツツツツアーアーアーアー真庭真庭真庭真庭とととと、、、、立立立立派派派派なななな成成成成果果果果をををを上上上上げげげげることがでることがでることがでることができましたきましたきましたきました。。。。来来来来年年年年もももも予予予予算算算算づけしておりまづけしておりまづけしておりまづけしておりますすすす。。。。今今今今度度度度はははは農農農農業業業業、、、、そしてそしてそしてそして蒜蒜蒜蒜山山山山のあののあののあののあの畜畜畜畜産産産産のののの糞尿糞尿糞尿糞尿、、、、このバイこのバイこのバイこのバイオマスをオマスをオマスをオマスを活用活用活用活用してしてしてして、、、、何何何何かかかか事事事事をををを起起起起こすこすこすこす。。。。蒜蒜蒜蒜山山山山とかとかとかとか、、、、それがまたそれがまたそれがまたそれがまた観観観観光光光光にもにもにもにも結結結結びびびびつつつつくようなくようなくようなくような、、、、これにこれにこれにこれに手手手手をかけていたをかけていたをかけていたをかけていただだだだきたいときたいときたいときたいと渋渋渋渋澤澤澤澤先先先先生生生生にもおにもおにもおにもお願願願願いをしているわけでありますいをしているわけでありますいをしているわけでありますいをしているわけであります。。。。バイオマスをこれからバイオマスをこれからバイオマスをこれからバイオマスをこれからのののの真庭真庭真庭真庭のののの産業振興産業振興産業振興産業振興にどうにどうにどうにどう生生生生かすかかすかかすかかすか、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた環境環境環境環境保保保保全全全全にどうにどうにどうにどう生生生生かすかかすかかすかかすか、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりにどうりにどうりにどうりにどう生生生生かしていくのかかしていくのかかしていくのかかしていくのか。。。。ひひひひいてはいてはいてはいては、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちのののの環境環境環境環境教教教教育育育育にににに生生生生かせるようにかせるようにかせるようにかせるようにぜひぜひぜひぜひしていしていしていしていきたいきたいきたいきたい。。。。そのことがそのことがそのことがそのことが、、、、総総総総体的体的体的体的にににに地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止ににににつつつつながってくるながってくるながってくるながってくる。。。。我我我我々々々々はははは地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止にににに大大大大ききききなななな貢献貢献貢献貢献をしているんをしているんをしているんをしているんだだだだとととと、、、、こういこういこういこういうことになりますとうことになりますとうことになりますとうことになりますと、、、、市民市民市民市民もももも少少少少しでもしでもしでもしでも豊豊豊豊かになれかになれかになれかになればばばば地域地域地域地域にににに自自自自信信信信がよみがえってくるがよみがえってくるがよみがえってくるがよみがえってくる、、、、誇誇誇誇りがりがりがりが持持持持てるてるてるてる、、、、そうしたことによってそうしたことによってそうしたことによってそうしたことによって若若若若いいいい方方方方々々々々がががが真庭市真庭市真庭市真庭市にににに愛愛愛愛着着着着をををを感感感感じじじじ、、、、帰帰帰帰ろうかなということになるろうかなということになるろうかなということになるろうかなということになる。。。。都市都市都市都市部部部部ののののほほほほうからうからうからうから帰帰帰帰ってくるとってくるとってくるとってくると、、、、雇雇雇雇用用用用のののの機機機機会会会会をまたをまたをまたをまた設設設設けなきけなきけなきけなきゃゃゃゃなりなりなりなりませんがませんがませんがませんが、、、、そういうさまそういうさまそういうさまそういうさまざざざざまなところにこのバイオマスがまなところにこのバイオマスがまなところにこのバイオマスがまなところにこのバイオマスが波波波波及及及及してくるしてくるしてくるしてくる。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、バイオマバイオマバイオマバイオマスススス先進地真庭先進地真庭先進地真庭先進地真庭、、、、環境先進地真庭環境先進地真庭環境先進地真庭環境先進地真庭、、、、そしてそしてそしてそして私私私私がががが市市市市長長長長になってになってになってになって今今今今までずっとまでずっとまでずっとまでずっと旗旗旗旗をををを掲掲掲掲げげげげておりましたておりましたておりましたておりました、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市をををを社社社社（（（（もりもりもりもり））））のののの都都都都とととと例例例例えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、賑賑賑賑わいとわいとわいとわいと安安安安ららららぎぎぎぎのののの森森森森のののの都真庭都真庭都真庭都真庭、、、、これがこれがこれがこれがほほほほんとうんとうんとうんとうにににに実現実現実現実現できるできるできるできる日日日日がががが来来来来るのではるのではるのではるのではないかないかないかないか。。。。このこのこのこの夢夢夢夢をををを掲掲掲掲げげげげてててて私私私私もももも頑頑頑頑張張張張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ほほほほとんどもうとんどもうとんどもうとんどもう時時時時間間間間がががが参参参参りましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、会会会会場場場場のののの方方方方々々々々でででで、、、、これこれこれこれだだだだけはというようなけはというようなけはというようなけはというような方方方方がおられがおられがおられがおられましたらましたらましたらましたら、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご質問質問質問質問なりなりなりなり、、、、ごごごご意見意見意見意見なりをなりをなりをなりを述述述述べべべべてくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。 

  おられませんかおられませんかおられませんかおられませんか。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 質問質問質問質問 

  島島島島根根根根県県県県のののの安来安来安来安来市市市市からからからから参参参参りましたりましたりましたりました田中田中田中田中といいますといいますといいますといいます。。。。御御御御市市市市のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを中中中中国国国国四四四四国国国国農政局農政局農政局農政局ののののほほほほうからもおうからもおうからもおうからもお聞聞聞聞きをいたしておりましてきをいたしておりましてきをいたしておりましてきをいたしておりまして、、、、本本本本日参日参日参日参りましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、特特特特にににに木木木木質質質質バイオマスにバイオマスにバイオマスにバイオマスに取取取取りりりり組組組組みみみみ深深深深いわけでいわけでいわけでいわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、我我我我々々々々のののの地域地域地域地域ではではではでは、、、、特特特特にににに竹竹竹竹がががが森森森森林林林林をををを侵侵侵侵しているというしているというしているというしているという現現現現状状状状ががががごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、御御御御市市市市ではではではでは林林林林業業業業がががが盛盛盛盛んでありますのでんでありますのでんでありますのでんでありますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの竹竹竹竹のののの被被被被害害害害はないかとははないかとははないかとははないかとは思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、もしもしもしもし、、、、これこれこれこれだだだだけたくさんのけたくさんのけたくさんのけたくさんの森森森森林林林林ががががごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、竹竹竹竹のののの被被被被害害害害にににに困困困困っておられるのかっておられるのかっておられるのかっておられるのか、、、、そしてそしてそしてそしてもしそういうもしそういうもしそういうもしそういう現現現現状状状状がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、竹竹竹竹をどのようにバイオマスととらえてこれからをどのようにバイオマスととらえてこれからをどのようにバイオマスととらえてこれからをどのようにバイオマスととらえてこれからややややっていかれっていかれっていかれっていかれ
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るのかるのかるのかるのか、、、、もしもしもしもしごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  どなたにおどなたにおどなたにおどなたにお答答答答えいたえいたえいたえいただだだだいたらいいかいたらいいかいたらいいかいたらいいか……………………。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、長田長田長田長田さんさんさんさん。。。。 

 長田取長田取長田取長田取締役締役締役締役総務部長総務部長総務部長総務部長 

  ちちちちょょょょうどそのようなことがうどそのようなことがうどそのようなことがうどそのようなことが 3 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに山山山山口口口口県県県県ののののほほほほうからうからうからうからごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。山山山山口口口口県県県県はははは、、、、非非非非常常常常にににに孟孟孟孟宗宗宗宗竹竹竹竹(モモモモウウウウソソソソウウウウチチチチクククク)がががが、、、、道路道路道路道路のののの塀塀塀塀とかとかとかとか、、、、住住住住宅宅宅宅のののの周周周周辺辺辺辺にににに出出出出てててて、、、、公公公公害害害害ののののごごごごときときときとき状状状状態態態態ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、各地各地各地各地をををを回回回回ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、山山山山ががががほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに下下下下ののののほほほほうからうからうからうから上上上上までまでまでまで竹竹竹竹にににに侵侵侵侵食食食食されているようなされているようなされているようなされているような森森森森林林林林がががが多多多多ううううごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、山山山山口口口口県県県県はははは、、、、県県県県としてとしてとしてとして孟孟孟孟宗宗宗宗竹竹竹竹をををを刈刈刈刈りりりり取取取取られましてられましてられましてられまして、、、、それをそれをそれをそれを引引引引きききき受受受受けてけてけてけて、、、、県森連県森連県森連県森連でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、ペペペペレレレレットのットのットのットの製製製製造造造造施設施設施設施設をおをおをおをおつつつつくりになられましたくりになられましたくりになられましたくりになられました。。。。そこでそこでそこでそこでペペペペレレレレットットットット燃燃燃燃料料料料にされまにされまにされまにされましてしてしてして、、、、孟孟孟孟宗宗宗宗竹竹竹竹ののののペペペペレレレレットットットット燃燃燃燃料料料料にしてにしてにしてにして、、、、ニシニシニシニシキキキキ町町町町をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして一一一一帯帯帯帯のののの温泉温泉温泉温泉のののの加温加温加温加温施設施設施設施設にににに回回回回されたりされたりされたりされたり、、、、山山山山口口口口県県県県林林林林業業業業指指指指導導導導セセセセンターのンターのンターのンターの暖房暖房暖房暖房・・・・冷冷冷冷房房房房におにおにおにお使使使使いいいいだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。隠隠隠隠岐岐岐岐島島島島のののの方方方方もこういうことをおっもこういうことをおっもこういうことをおっもこういうことをおっししししゃゃゃゃったったったった方方方方がおられましたががおられましたががおられましたががおられましたが、、、、ぜひぜひぜひぜひ一度山一度山一度山一度山口口口口県県県県のののの岩岩岩岩国国国国のののの辺辺辺辺からからからからちちちちょょょょっとっとっとっと奥奥奥奥までまでまでまで行行行行ったところとかったところとかったところとかったところとか、、、、山山山山口口口口県県県県のののの林林林林業業業業指指指指導導導導セセセセンターをンターをンターをンターを一一一一遍遍遍遍おおおお訪訪訪訪ねねねねになられれになられれになられれになられればばばば、、、、山山山山口口口口県県県県はははは、、、、それでそれでそれでそれで処処処処理理理理されているされているされているされている例例例例ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  問問問問題題題題点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、ボボボボイラーイラーイラーイラーメメメメーーーーカカカカーさんにーさんにーさんにーさんに聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、ネアネアネアネアがががが出出出出るとかるとかるとかるとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ言言言言われますがわれますがわれますがわれますが、、、、それはそれなりにそれはそれなりにそれはそれなりにそれはそれなりに、、、、山山山山口口口口県県県県はははは使使使使いこなしておられますのでいこなしておられますのでいこなしておられますのでいこなしておられますので、、、、使使使使いこなすということもいこなすということもいこなすということもいこなすということも大大大大変変変変重要重要重要重要じじじじゃゃゃゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。当然当然当然当然、、、、竹炭竹炭竹炭竹炭等等等等々々々々ももももごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、それはそれはそれはそれは市市市市場場場場にににに大大大大変変変変ああああふふふふれかえっているれかえっているれかえっているれかえっているものですからものですからものですからものですから、、、、そのそのそのその点点点点、、、、ペペペペレレレレッッッットでトでトでトで燃燃燃燃料料料料でででで県県県県のののの施設施設施設施設にににに回回回回すということになれすということになれすということになれすということになればばばば、、、、地域地域地域地域をををを挙挙挙挙げげげげてててて、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても取取取取りりりり組組組組まれるいいまれるいいまれるいいまれるいい事事事事例例例例があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。一度一度一度一度見見見見学学学学されたらとされたらとされたらとされたらと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 竹竹竹竹林林林林ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。時時時時間間間間をををを数数数数分分分分だだだだけけけけ過過過過ぎぎぎぎましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、まとめというのはまとめというのはまとめというのはまとめというのはちちちちょょょょっとっとっとっと僣僣僣僣越越越越ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、数数数数分分分分だだだだけけけけちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお時時時時間間間間をもらいましておをもらいましておをもらいましておをもらいましてお話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭ということでということでということでということで、、、、非非非非常常常常にににに熱熱熱熱いいいい、、、、よいよいよいよい討討討討議議議議がががができたのではないかなとできたのではないかなとできたのではないかなとできたのではないかなと勝勝勝勝手手手手にににに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。地地地地下下下下資源資源資源資源というのはというのはというのはというのは、、、、使使使使ええええばばばばなくなりますなくなりますなくなりますなくなります、、、、今今今今後後後後、、、、子子子子供供供供、、、、孫孫孫孫、、、、ひひひひ孫孫孫孫、、、、そのそのそのその先先先先のののの会会会会うううう事事事事のののの無無無無いいいい未来未来未来未来のののの子子子子孫孫孫孫のためにのためにのためにのために残残残残しししし、、、、今今今今勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってって、、、、英英英英知知知知をををを持持持持ってってってって環境環境環境環境、、、、地地地地元元元元のためにのためにのためにのために動動動動けというけというけというけというふふふふうにうにうにうに、、、、たしかたしかたしかたしか渋渋渋渋澤澤澤澤さんがさんがさんがさんが言言言言われたとわれたとわれたとわれたと思思思思いますいますいますいます。。。。若若若若者者者者にににに真真真真庭庭庭庭にににに根根根根をはってをはってをはってをはって生生生生きろというきろというきろというきろという言言言言葉葉葉葉がががが確確確確かあったとかあったとかあったとかあったと思思思思いますいますいますいます。。。。小小小小さくともさくともさくともさくとも、、、、ややややれることはれることはれることはれることは積積積積みみみみ上上上上げげげげてててて、、、、ここここつつつつここここつつつつととととややややれというれというれというれというふふふふうにもうにもうにもうにも言言言言われたとわれたとわれたとわれたと思思思思いますいますいますいます。。。。森森森森林林林林はははは太陽太陽太陽太陽のののの恵恵恵恵みであるみであるみであるみである。。。。太陽太陽太陽太陽があれがあれがあれがあればばばば、、、、森森森森をををを使使使使いいいい過過過過ぎぎぎぎなけれなけれなけれなければばばば、、、、ずっとここはずっとここはずっとここはずっとここは宝宝宝宝のののの山山山山をををを持持持持ちちちち続続続続けるということにもなるとけるということにもなるとけるということにもなるとけるということにもなると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  古古古古林林林林さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「温泉温泉温泉温泉はははは自自自自然然然然のののの恵恵恵恵みなんみなんみなんみなんだだだだ」」」」ということでということでということでということで、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題そのものでもそのものでもそのものでもそのものでもあるというおあるというおあるというおあるというお話話話話ですからですからですからですから、、、、温泉廃温泉廃温泉廃温泉廃熱熱熱熱をもっとをもっとをもっとをもっと上手上手上手上手にどうにどうにどうにどう使使使使うかというようなうかというようなうかというようなうかというような事事事事柄柄柄柄もももも 1つつつつ言言言言えるのではないかとえるのではないかとえるのではないかとえるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題をよくをよくをよくをよく知知知知りりりり、、、、真庭真庭真庭真庭のよいのよいのよいのよい点点点点をををを認識認識認識認識してくしてくしてくしてくだだだださいよとさいよとさいよとさいよと。。。。市民市民市民市民ののののごごごご理理理理解解解解をといをといをといをというのがうのがうのがうのが井出井出井出井出市市市市長様長様長様長様のおのおのおのお話話話話でもあったかとでもあったかとでもあったかとでもあったかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、これからこれからこれからこれから真庭真庭真庭真庭のエのエのエのエココココ社会社会社会社会デデデデザザザザインみたいなインみたいなインみたいなインみたいなものをものをものをものをつつつつくりたいなというくりたいなというくりたいなというくりたいなというふふふふうにもうにもうにもうにも、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては聞聞聞聞こえましたこえましたこえましたこえました。。。。地産地地産地地産地地産地消消消消、、、、消費消費消費消費するするするする、、、、ともにともにともにともに生生生生きるというようなきるというようなきるというようなきるというような事事事事柄柄柄柄だだだだったというったというったというったというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 
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  末松末松末松末松様様様様はははは、、、、そういうそういうそういうそういう事事事事柄柄柄柄にににに関連関連関連関連しながらしながらしながらしながら、、、、もっともっともっともっと国国国国にににに問問問問題題題題ををををぶぶぶぶつつつつけてくけてくけてくけてくだだだださいとさいとさいとさいと。。。。何何何何かあれかあれかあれかあればばばば、、、、
PR もしもしもしもし、、、、助助助助けられるところはけられるところはけられるところはけられるところは助助助助けますよというありがたいおけますよというありがたいおけますよというありがたいおけますよというありがたいお言言言言葉葉葉葉がありましたがありましたがありましたがありました。。。。小小小小さなさなさなさな行行行行動動動動のののの第第第第一一一一歩歩歩歩というのがというのがというのがというのがペペペペレレレレットからもットからもットからもットからもＢＤＢＤＢＤＢＤＦＦＦＦからもからもからもからも始始始始まるのかもしれませんまるのかもしれませんまるのかもしれませんまるのかもしれません。。。。    いろいろさまいろいろさまいろいろさまいろいろさまざざざざまなまなまなまなおおおお話話話話がががが出出出出てててて、、、、時時時時間間間間がなくなりましたががなくなりましたががなくなりましたががなくなりましたが、、、、井出井出井出井出市市市市長様長様長様長様、、、、末松末松末松末松課長様課長様課長様課長様、、、、渋渋渋渋澤澤澤澤様様様様、、、、長田様長田様長田様長田様、、、、古古古古林様林様林様林様ありありありありがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  これからこれからこれからこれから懇懇懇懇親親親親会会会会がありがありがありがあり、、、、明明明明日日日日はまたバイオマスはまたバイオマスはまたバイオマスはまたバイオマスツツツツアーということでアーということでアーということでアーということで、、、、日日日日本本本本でもでもでもでも珍珍珍珍しいしいしいしい事事事事例例例例がでがでがでができますきますきますきます。。。。真庭真庭真庭真庭はバイオマスではバイオマスではバイオマスではバイオマスで非非非非常常常常にににに有有有有名名名名でありでありでありであり、、、、真庭真庭真庭真庭にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだきききき、、、、一一一一層層層層、、、、真庭真庭真庭真庭良良良良くくくくしていたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの方方方方、、、、そしてパネそしてパネそしてパネそしてパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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閉会閉会閉会閉会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、閉閉閉閉会会会会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市助役助役助役助役、、、、高田浩高田浩高田浩高田浩一一一一からからからからごごごごあいさあいさあいさあいさつつつつをををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 高田高田高田高田助役助役助役助役 

  紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市助役助役助役助役のののの高田高田高田高田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、ここにここにここにここに全全全全国国国国からこのようにからこのようにからこのようにからこのように多多多多くのくのくのくの方方方方ののののごごごご参席参席参席参席をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラム・イン・ーラム・イン・ーラム・イン・ーラム・イン・真庭真庭真庭真庭がががが盛盛盛盛会会会会裏裏裏裏にににに開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだくことができましてくことができましてくことができましてくことができまして、、、、心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。またまたまたまた、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました C.W.ニニニニココココルルルル様様様様、、、、そしてそしてそしてそして泊泊泊泊様様様様、、、、ココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めてめてめてめていたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました竹竹竹竹林様林様林様林様、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、大大大大変変変変長時長時長時長時間間間間、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。貴重貴重貴重貴重ななななごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご提言提言提言提言をををを賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、ほほほほんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  今今今今、、、、私私私私どもどもどもども真庭市真庭市真庭市真庭市ではではではでは、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業、、、、行政行政行政行政がががが手手手手をををを携携携携えましてえましてえましてえまして、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの実現実現実現実現へへへへ向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいるところでんでいるところでんでいるところでんでいるところでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、先先先先ほほほほどどどどココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの竹竹竹竹林林林林さんがまとめてくさんがまとめてくさんがまとめてくさんがまとめてくだだだださいさいさいさいましたようなましたようなましたようなましたような、、、、非非非非常常常常にににに豊豊豊豊富富富富なななな資源資源資源資源をををを将将将将来来来来ともにともにともにともに子子子子々々々々孫孫孫孫々々々々にににに使使使使いいいい残残残残せるようにこのせるようにこのせるようにこのせるようにこの社会環境社会環境社会環境社会環境をををを保保保保っっっっていくていくていくていくべべべべくくくく、、、、全全全全国国国国のののの皆皆皆皆様様様様方方方方とこのとこのとこのとこの精神精神精神精神をををを遂遂遂遂行行行行してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後ともどうともどうともどうともどうぞごぞごぞごぞご指指指指導導導導、、、、ごごごご鞭撻鞭撻鞭撻鞭撻をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、真庭市真庭市真庭市真庭市がががが自自自自慢慢慢慢にしておりますにしておりますにしておりますにしております湯原温泉湯原温泉湯原温泉湯原温泉にににに会会会会場場場場をををを移移移移しましてしましてしましてしまして交交交交流会流会流会流会をををを予定予定予定予定いたしておりいたしておりいたしておりいたしておりますますますます。。。。またそまたそまたそまたそちちちちらのらのらのらのほほほほうでうでうでうで活発活発活発活発ななななごごごご意見意見意見意見のののの交交交交換換換換がいたがいたがいたがいただだだだけますならけますならけますならけますならばばばば幸幸幸幸いでいでいでいでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、交交交交流流流流会会会会場場場場ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環というというというというほほほほうでなしにうでなしにうでなしにうでなしに、、、、消費消費消費消費型型型型でででで、、、、存存存存分分分分におくにおくにおくにおくつつつつろろろろぎぎぎぎをいたをいたをいたをいただだだだけますなけますなけますなけますなららららばばばば、、、、またさらにまたさらにまたさらにまたさらに幸甚幸甚幸甚幸甚ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  終終終終わりになりますがわりになりますがわりになりますがわりになりますが、、、、本本本本日日日日のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・真庭真庭真庭真庭のののの開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの皆皆皆皆様様様様、、、、ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました関係各関係各関係各関係各位位位位、、、、そしてそしてそしてそして最後最後最後最後までまでまでまで熱熱熱熱心心心心ににににごごごご聴聴聴聴講講講講いたいたいたいただだだだききききましたましたましたました皆皆皆皆様様様様方方方方にににに深甚深甚深甚深甚のののの感謝感謝感謝感謝、、、、重重重重ねねねねておておておてお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして、、、、甚甚甚甚だだだだ簡簡簡簡単単単単ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、閉閉閉閉会会会会ののののあいさあいさあいさあいさつつつつにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていたにかえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。これでこれでこれでこれで、、、、本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの日日日日程程程程をすをすをすをすべべべべてててて終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。（（（（事事事事務務務務連連連連絡絡絡絡）））） 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 

 

 


