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はじめにはじめにはじめにはじめに    

        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット宣言宣言宣言宣言アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ２１２１２１２１（（（（１９９２１９９２１９９２１９９２））））をうけてをうけてをうけてをうけて１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展・・・・社会構築社会構築社会構築社会構築のためののためののためののための１１１１サブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとしてサブシステムとして、、、、環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする資源資源資源資源のののの効率的効率的効率的効率的利用利用利用利用およびおよびおよびおよび循環循環循環循環システムをシステムをシステムをシステムを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、いわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッションいわゆるゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想をををを提唱提唱提唱提唱したしたしたした。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的およびおよびおよびおよび科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究科学技術的研究をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッション構想構想構想構想のののの普及活動普及活動普及活動普及活動をををを社会各社会各社会各社会各パートナーとパートナーとパートナーとパートナーと密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係のもとにのもとにのもとにのもとに積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきているしてきているしてきているしてきている。。。。国国国国際連合大学際連合大学際連合大学際連合大学はははは、、、、各各各各パートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーとの関係強化関係強化関係強化関係強化をさらにをさらにをさらにをさらに促進促進促進促進しししし普及活動普及活動普及活動普及活動をををを積極化積極化積極化積極化するためするためするためするため、、、、国国国国連連合大学連連合大学連連合大学連連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム((((ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦ))))をををを２０００２０００２０００２０００年年年年４４４４月月月月にににに設立設立設立設立したしたしたした。。。。本本本本フォーラフォーラフォーラフォーラムはムはムはムは、、、、自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、学界学界学界学界ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、産業界産業界産業界産業界ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの３３３３分野分野分野分野からからからから構成構成構成構成さささされれれれ、、、、３３３３グループがグループがグループがグループが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって活動活動活動活動をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、各各各各ネットワークはネットワークはネットワークはネットワークは各各各各グループのグループのグループのグループの固固固固有有有有のニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいたのニーズにもとづいた活動活動活動活動もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ（ＺＥＦ））））およびおよびおよびおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学はははは、、、、活動活動活動活動のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のためののためののためののための研究会研究会研究会研究会をををを２００１２００１２００１２００１年度年度年度年度からスタートさせていからスタートさせていからスタートさせていからスタートさせているるるる。。。。一方一方一方一方、、、、先導的自治体先導的自治体先導的自治体先導的自治体からからからから始始始始まったまったまったまった持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会形成社会形成社会形成社会形成のののの活動活動活動活動・・・・流流流流れがれがれがれが、、、、地域地域地域地域・・・・自治体自治体自治体自治体のみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらずのみにとどまらず、、、、産業界産業界産業界産業界・・・・企業企業企業企業、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ等等等等にににに拡大拡大拡大拡大していることをしていることをしていることをしていることを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、自治体自治体自治体自治体ととととＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦがががが協働協働協働協働してしてしてして２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから「「「「ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・地域地域地域地域」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成循環型地域社会形成のためののためののためののための啓発啓発啓発啓発・・・・普及活動普及活動普及活動普及活動をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    ２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度のののの地域地域地域地域フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県、、、、富山県富山県富山県富山県、、、、飯飯飯飯田市田市田市田市でででで開催開催開催開催されされされされたがたがたがたが、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの主題主題主題主題はははは次次次次のようであったのようであったのようであったのようであった；；；；    庄内町庄内町庄内町庄内町：：：：エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止    秋田県秋田県秋田県秋田県：：：：県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして    富山県富山県富山県富山県：：：：みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会    ～～～～    ３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進    ～～～～    飯田市飯田市飯田市飯田市：：：：みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ    －－－－    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ    －－－－    これらのこれらのこれらのこれらの主題主題主題主題のもとにのもとにのもとにのもとに実施実施実施実施されたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムのされたフォーラムの内容内容内容内容はははは、、、、本報告書本報告書本報告書本報告書（（（（議事録編及議事録編及議事録編及議事録編及びびびび資料編資料編資料編資料編））））にににに詳細詳細詳細詳細にににに記載記載記載記載されているがされているがされているがされているが、「、「、「、「各自治体各自治体各自治体各自治体はははは、、、、現在現在現在現在のののの世界世界世界世界・・・・社会社会社会社会のののの最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題であるであるであるである地球温暖地球温暖地球温暖地球温暖化防止活動化防止活動化防止活動化防止活動とととと循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、企業企業企業企業・・・・市民市民市民市民・・・・ＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ・・・・ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のパートナーとのパートナーとのパートナーとのパートナーと協働協働協働協働してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域のののの特性特性特性特性とととと強強強強さをさをさをさを活活活活かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会実現社会実現社会実現社会実現のためののためののためののための行行行行動動動動をををを着着着着実実実実にににに実施実施実施実施しているしているしているしている」」」」とととと要要要要約約約約することができるすることができるすることができるすることができる。。。。２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから２００２００２００２００６６６６年度年度年度年度にににに開開開開催催催催されたされたされたされた１７１７１７１７回回回回のフォーラムにおいてものフォーラムにおいてものフォーラムにおいてものフォーラムにおいても、、、、自治体自治体自治体自治体およびおよびおよびおよび各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーからルダーからルダーからルダーから素晴素晴素晴素晴らしらしらしらしいいいい活動事活動事活動事活動事例例例例がががが発発発発表表表表されたがされたがされたがされたが、、、、本年度本年度本年度本年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、理念理念理念理念・・・・構想構想構想構想・・・・実実実実践践践践がががが、、、、地域地域地域地域のののの関係関係関係関係機機機機関関関関のののの協働協働協働協働によってによってによってによって一一一一層深層深層深層深化化化化されておりされておりされておりされており、、、、市民市民市民市民のののの意識意識意識意識のののの高高高高まりとまりとまりとまりと積極的積極的積極的積極的なななな関関関関与与与与ともあいまってともあいまってともあいまってともあいまって、、、、環境事業環境事業環境事業環境事業としてもとしてもとしてもとしても具具具具体的体的体的体的なななな成成成成果果果果がががが得得得得られつつあることをられつつあることをられつつあることをられつつあることを認識認識認識認識することができたすることができたすることができたすることができた。。。。同時同時同時同時にににに、、、、地域発地域発地域発地域発のののの成成成成果果果果がががが、、、、政府政府政府政府がががが、、、、温暖化防止活動温暖化防止活動温暖化防止活動温暖化防止活動・・・・３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進のためののためののためののための国国国国全全全全体体体体のののの活動活動活動活動をさらにをさらにをさらにをさらに積極積極積極積極化化化化するためのするためのするためのするための具具具具体的体的体的体的政策政策政策政策をををを強化強化強化強化するためのするためのするためのするための大大大大きいきいきいきい基盤基盤基盤基盤になっていることはになっていることはになっていることはになっていることは、、、、極極極極めてめてめてめて喜喜喜喜ばばばばししししいことであるいことであるいことであるいことである。。。。同様同様同様同様のののの行行行行動動動動はははは、、、、フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが開催開催開催開催されたされたされたされた以以以以外外外外のののの多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体・・・・地域地域地域地域においにおいにおいにおいてもてもてもても進展進展進展進展しておりしておりしておりしており、、、、同様同様同様同様のののの成成成成果果果果がががが実現実現実現実現されているであされているであされているであされているであろろろろうううう。。。。    換換換換言言言言すれすれすれすればばばば、、、、国連国連国連国連がががが１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年にブラジルのにブラジルのにブラジルのにブラジルのリオデリオデリオデリオデジジジジャャャャネーロでネーロでネーロでネーロで開催開催開催開催したしたしたした地球地球地球地球サミットサミットサミットサミットのののの宣言宣言宣言宣言・・・・「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展のためののためののためののための人類人類人類人類のののの行行行行動動動動計画計画計画計画」」」」にににに要要要要望望望望されているされているされているされている行行行行動動動動がががが、、、、日日日日本本本本のののの地域地域地域地域でででで着着着着実実実実にににに実実実実践践践践されされされされ、、、、そのそのそのその成成成成果果果果がががが世界世界世界世界にににに発発発発信信信信されようとしているされようとしているされようとしているされようとしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、わがわがわがわが国国国国のすのすのすのすべべべべてててて



のののの機機機機関関関関・・・・関係関係関係関係者者者者にとってにとってにとってにとって、、、、またこのためにまたこのためにまたこのためにまたこのために活動活動活動活動をををを続続続続けているけているけているけている国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学・・・・国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムにとってもゼロエミッションフォーラムにとってもゼロエミッションフォーラムにとってもゼロエミッションフォーラムにとっても極極極極めてめてめてめて喜喜喜喜ばばばばしいことであるしいことであるしいことであるしいことである。。。。    各自治体各自治体各自治体各自治体がががが地域地域地域地域のののの各各各各ステークステークステークステークホホホホルダーとルダーとルダーとルダーと協働協働協働協働してしてしてして今後今後今後今後もももも一一一一層層層層のののの努努努努力力力力をををを続続続続けけけけ、、、、日日日日本本本本およびおよびおよびおよび世界世界世界世界がががが目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境とととと調和調和調和調和するするするする持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会実現循環型社会実現循環型社会実現循環型社会実現のためののためののためののための基盤基盤基盤基盤をををを創創創創りりりり上上上上げげげげていくこていくこていくこていくことととと念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学およびおよびおよびおよび国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムもゼロエミションフォーラムも、、、、政府政府政府政府・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・各各各各機機機機関関関関とととと密接密接密接密接なななな連連連連携携携携をたもをたもをたもをたもちちちちながらながらながらながら、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体やややや地域地域地域地域がががが必必必必要要要要とするプロとするプロとするプロとするプロセセセセススススやややや手手手手法法法法のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに普及普及普及普及活動活動活動活動にもにもにもにも協力協力協力協力しししし、、、、活力活力活力活力あるあるあるある持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自治体自治体自治体自治体・・・・地地地地域社会域社会域社会域社会がががが形成形成形成形成されることにされることにされることにされることに貢献貢献貢献貢献したいとしたいとしたいとしたいと念願念願念願念願しているしているしているしている。。。。        なおなおなおなお、、、、本年度本年度本年度本年度フォーラムでフォーラムでフォーラムでフォーラムで講演講演講演講演・・・・発発発発表表表表・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストとしてストとしてストとしてストとしてごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関関関関はははは次次次次のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならびにならびにならびにならびに各各各各位位位位にににに深甚深甚深甚深甚なななな謝意謝意謝意謝意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムにににに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきききき、、、、またまたまたまた、、、、貴貴貴貴重重重重ななななごごごご意見意見意見意見をををを発発発発表表表表していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました多多多多くのくのくのくの出席者出席者出席者出席者各各各各位位位位にもにもにもにも感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しあしあしあしあげげげげますますますます。。。。    
    ごごごご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関一関一関一関一覧覧覧覧（（（（発発発発表順表順表順表順））））        自治体自治体自治体自治体    ：：：：山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県、、、、富山県富山県富山県富山県、、、、長長長長野県飯田市野県飯田市野県飯田市野県飯田市    教育機教育機教育機教育機関関関関：：：：国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラムゼロエミションフォーラム、、、、東北公益東北公益東北公益東北公益文化文化文化文化大学大学大学大学、、、、                        東北芸東北芸東北芸東北芸術術術術工工工工科大学科大学科大学科大学、、、、東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院、、、、国際国際国際国際教養教養教養教養大学大学大学大学、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学、、、、                        富山大学富山大学富山大学富山大学、、、、鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学大学大学大学            産業界産業界産業界産業界        ：：：：秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドド株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社伊徳伊徳伊徳伊徳、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社リコリコリコリコーーーー、、、、アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料株式株式株式株式会社会社会社会社、、、、                                イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社    ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ    ：：：：世界自世界自世界自世界自然保護然保護然保護然保護基基基基金金金金ジジジジャャャャパンパンパンパン、、、、ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーワークとーワークとーワークとーワークとややややまままま    

                団体団体団体団体        ：：：：山山山山根根根根事事事事務所務所務所務所    環境市民環境市民環境市民環境市民：：：：あきたあきたあきたあきた環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー協議会協議会協議会協議会（（（（市民市民市民市民部門部門部門部門））））    
    ２００２００２００２００８８８８年年年年５５５５月月月月    
    研究実施研究実施研究実施研究実施部門部門部門部門    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム        坂坂坂坂本本本本    憲憲憲憲一一一一（（（（アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー））））    佐佐佐佐々々々々木木木木    宏宏宏宏（（（（前前前前プログプログプログプログラムラムラムラムココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））                                                                                            
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目次目次目次目次    

    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

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

    

ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・地域議事録地域議事録地域議事録地域議事録    

        

                    第第第第１１１１回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・庄内庄内庄内庄内            ・・・・    ・・・・    ４４４４                                            

〜〜〜〜    「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」    〜〜〜〜    

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶             原原原原田田田田真樹真樹真樹真樹    氏氏氏氏    山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町長長長長 

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

 記記記記念念念念講演講演講演講演      「「「「環業環業環業環業革命革命革命革命とととと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策」」」」 

                 山山山山根根根根一一一一真真真真    氏氏氏氏      ノノノノンフンフンフンフィィィィクッションクッションクッションクッション作家作家作家作家         基調基調基調基調講演講演講演講演    「「「「地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション型社会型社会型社会型社会」」」」 

                 三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体                                                             ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表・・・・千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策政策政策政策情情情情報学科報学科報学科報学科教授教授教授教授                                                                          パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」                            ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                             大大大大歳歳歳歳恒彦恒彦恒彦恒彦     氏氏氏氏        東北公益東北公益東北公益東北公益文化大学文化大学文化大学文化大学公益公益公益公益学学学学部長部長部長部長                                 パネパネパネパネリリリリストストストスト                             鮎川鮎川鮎川鮎川ゆりかゆりかゆりかゆりか 氏氏氏氏        世界自世界自世界自世界自然保護然保護然保護然保護基基基基金金金金ジジジジャャャャパンパンパンパン気候変気候変気候変気候変動動動動特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問                             三浦秀三浦秀三浦秀三浦秀一一一一     氏氏氏氏     東北芸東北芸東北芸東北芸術術術術工工工工科大学科大学科大学科大学建建建建築築築築・・・・環境環境環境環境デザデザデザデザインインインイン学科学科学科学科助教授助教授助教授助教授                             原原原原田田田田真樹真樹真樹真樹     氏氏氏氏     庄内町庄内町庄内町庄内町長長長長 

 閉閉閉閉会会会会挨拶挨拶挨拶挨拶            奥奥奥奥山山山山賢賢賢賢一一一一     氏氏氏氏     庄内町庄内町庄内町庄内町副副副副町町町町長長長長                                          

    

                    第第第第２２２２回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・ゼロエミッションフォーラム・inininin・あきた・あきた・あきた・あきた        ・・・・    ・・・・    ３３３３

３３３３                

〜〜〜〜    県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして    〜〜〜〜    

    開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            西村哲男西村哲男西村哲男西村哲男        氏氏氏氏    秋田県秋田県秋田県秋田県副知副知副知副知事事事事    
                                                        三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏   氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体                                                              ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表・・・・千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学科報学科報学科報学科教授教授教授教授                                 基調基調基調基調講演講演講演講演１１１１            「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションをををを機軸機軸機軸機軸としたとしたとしたとした循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」    
                                                        三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏   氏氏氏氏    国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体 
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                                                             ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表・・・・千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学科報学科報学科報学科教授教授教授教授        基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２        「「「「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルへのサイクルへのサイクルへのサイクルへの挑戦挑戦挑戦挑戦～～～～廃小廃小廃小廃小型型型型電子電子電子電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器                                    のののの試験収集試験収集試験収集試験収集ととととレレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルの回収回収回収回収～」～」～」～」                                白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一    氏氏氏氏            東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科教授教授教授教授                            パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」                                ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                                    熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆    氏氏氏氏        国際国際国際国際教養教養教養教養大学大学大学大学准教授准教授准教授准教授                                パネパネパネパネリリリリストストストスト                                    白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一    氏氏氏氏        東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科教授教授教授教授                                    三浦清久三浦清久三浦清久三浦清久    氏氏氏氏        秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドド株式株式株式株式会社代会社代会社代会社代表取締役表取締役表取締役表取締役社社社社長長長長                                    福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦    氏氏氏氏        株式株式株式株式会社会社会社会社伊徳取締役人伊徳取締役人伊徳取締役人伊徳取締役人事事事事部部部部総総総総務部部長務部部長務部部長務部部長                                    那須那須那須那須チカチカチカチカ子子子子    氏氏氏氏        環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー（（（（市民市民市民市民部門部門部門部門））））                                    佐藤佐藤佐藤佐藤    充充充充    氏氏氏氏        県県県県生生生生活環境文化活環境文化活環境文化活環境文化部部部部次次次次長長長長    
    

    

                    第第第第３３３３回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・冨山冨山冨山冨山        ・・・・    ・・・・    ８１８１８１８１                

                        「「「「みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会～～～～３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進～」～」～」～」    

    開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶           石井隆石井隆石井隆石井隆一一一一     氏氏氏氏     富山富山富山富山県県県県知知知知事事事事 

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

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進によるによるによるによる循環型循環型循環型循環型ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」 

 安井安井安井安井  至至至至     氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長・・・・東京東京東京東京大学大学大学大学名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介            「「「「リコリコリコリコーのーのーのーの環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」                             則武祐二則武祐二則武祐二則武祐二        氏氏氏氏            株式株式株式株式会社会社会社会社リコリコリコリコーーーー社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部環境経環境経環境経環境経営営営営推進推進推進推進室長室長室長室長 

 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進～」～」～」～」                             ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター                                 竹竹竹竹内内内内茂彌茂彌茂彌茂彌    氏氏氏氏      富山大学富山大学富山大学富山大学名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授                             パネパネパネパネリリリリストストストスト                                 井口井口井口井口一一一一朗朗朗朗    氏氏氏氏        アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料株式株式株式株式会社会社会社会社北陸工場長北陸工場長北陸工場長北陸工場長                                 茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫    氏氏氏氏        イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社ジジジジャャャャススススココココ高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長                                 三神百三神百三神百三神百合合合合子氏子氏子氏子氏        ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーネットワークとーネットワークとーネットワークとーネットワークとややややまままま代代代代表表表表                                 浦浦浦浦田田田田裕裕裕裕治治治治    氏氏氏氏        富山県富山県富山県富山県生生生生活環境文化活環境文化活環境文化活環境文化部部部部環境環境環境環境政策政策政策政策課課課課廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長                             アアアアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー 

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

 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 
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                                        第第第第４４４４回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラム・インゼロエミッションフォーラム・インゼロエミッションフォーラム・インゼロエミッションフォーラム・イン・・・・飯田飯田飯田飯田        ・・・・    ・・・・    １２１２１２１２８８８８                
「「「「みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ」」」」 

――――    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ    ―――― 

 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            牧牧牧牧野野野野光光光光朗朗朗朗    氏氏氏氏      飯田市市飯田市市飯田市市飯田市市長長長長 

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

 基調提基調提基調提基調提案案案案      「「「「みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ」」」」 ――――    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持持持持続可能続可能続可能続可能なななな飯田市飯田市飯田市飯田市へへへへ    ―――― 

  坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一    氏氏氏氏        国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム 

                    プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイサーイサーイサーイサー 

 笛笛笛笛演演演演奏奏奏奏                「「「「地球地球地球地球のかけらののかけらののかけらののかけらの響響響響きききき」」」」                                 雲雲雲雲龍龍龍龍            氏氏氏氏                                                      記記記記念講演念講演念講演念講演            「「「「からからからからだだだだはははは星星星星からできているからできているからできているからできている」」」」                                 佐佐佐佐治治治治晴夫晴夫晴夫晴夫    氏氏氏氏       鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学学大学学大学学大学学長長長長 

                                        

 



 4

ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・庄内庄内庄内庄内 

～～～～「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」～」～」～」～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2007 年年年年 7 月月月月 20日日日日（（（（金金金金））））13:00－－－－16:40 場所場所場所場所    ：：：：    庄内町文化庄内町文化庄内町文化庄内町文化創創創創造館造館造館造館 響響響響ホホホホールールールール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            原原原原田田田田眞眞眞眞樹樹樹樹    氏氏氏氏 庄内町庄内町庄内町庄内町長長長長 

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

 記記記記念念念念講演講演講演講演         「「「「環業環業環業環業革命革命革命革命とととと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策」」」」 山山山山根根根根一一一一眞眞眞眞    氏氏氏氏            ノノノノンフンフンフンフィィィィクショクショクショクションンンン作家作家作家作家 基調基調基調基調講演講演講演講演     「「「「地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション型社会型社会型社会型社会」」」」 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネッネッネッネットワークトワークトワークトワーク代代代代表表表表・・・・千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 大大大大歳恒彦歳恒彦歳恒彦歳恒彦  氏氏氏氏            東北公益東北公益東北公益東北公益文科大学文科大学文科大学文科大学公益公益公益公益学学学学部長部長部長部長                         パネパネパネパネラーラーラーラー                             鮎川鮎川鮎川鮎川ゆりかゆりかゆりかゆりか氏氏氏氏            世界自世界自世界自世界自然保護然保護然保護然保護基基基基金金金金ジジジジャャャャパンパンパンパン気候変気候変気候変気候変動動動動特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問                             三浦秀三浦秀三浦秀三浦秀一一一一  氏氏氏氏            東北芸東北芸東北芸東北芸術術術術工工工工科大学科大学科大学科大学建建建建築築築築・・・・環境環境環境環境デザデザデザデザインインインイン学科学科学科学科助助助助教授教授教授教授                             原原原原田田田田眞眞眞眞樹樹樹樹    氏氏氏氏            庄内町庄内町庄内町庄内町長長長長 

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

 閉閉閉閉会会会会挨拶挨拶挨拶挨拶      奥奥奥奥山山山山賢賢賢賢一一一一  氏氏氏氏      庄内町庄内町庄内町庄内町副副副副町町町町長長長長 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会（（（（柿崎柿崎柿崎柿崎））））     ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ようこそおようこそおようこそおようこそお越越越越しくしくしくしくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラム・イン・ラム・イン・ラム・イン・ラム・イン・庄内庄内庄内庄内、、、、本本本本日日日日司司司司会会会会をををを担当担当担当担当いたしますいたしますいたしますいたします、、、、庄内町環境課庄内町環境課庄内町環境課庄内町環境課のののの柿崎柿崎柿崎柿崎容容容容子子子子とととと申申申申しますしますしますします。。。。 このフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とととと各地各地各地各地のののの自治体自治体自治体自治体がががが共共共共同同同同でででで開催開催開催開催するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、今回今回今回今回はははは、、、、ここここここここ山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町山形県庄内町においてにおいてにおいてにおいて、、、、地域地域地域地域特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした自自自自然然然然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地産地産地産・・・・地消地消地消地消やややや資源循環資源循環資源循環資源循環型町型町型町型町づくりなどをづくりなどをづくりなどをづくりなどを通通通通してしてしてして私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりとりとりとりにできることをにできることをにできることをにできることを考考考考ええええ、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みにつなみにつなみにつなみにつなげげげげるためるためるためるため開催開催開催開催するものですするものですするものですするものです。。。。終了終了終了終了時時時時刻刻刻刻はははは午午午午後後後後 4時時時時 40 分分分分をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ最最最最後後後後までおつきまでおつきまでおつきまでおつき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・庄内庄内庄内庄内をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 
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司司司司会会会会 

  まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに、、、、開催地開催地開催地開催地のののの主催主催主催主催者者者者をををを代代代代表表表表しましてしましてしましてしまして、、、、原原原原田田田田眞眞眞眞樹樹樹樹庄内町庄内町庄内町庄内町長長長長よりよりよりより、、、、ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさつあいさつあいさつあいさつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 原原原原田町田町田町田町長長長長 

  大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところろろろ、、、、このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・このゼロエミッションフォーラム・イン・庄内庄内庄内庄内におにおにおにお集集集集まりまりまりまりいたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町のののの町町町町長長長長のののの原原原原田田田田とととと申申申申しますしますしますします。。。。本本本本日日日日はははは、、、、このこのこのこの響響響響ホホホホールにようこそおいでいたールにようこそおいでいたールにようこそおいでいたールにようこそおいでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、歓迎歓迎歓迎歓迎をををを申申申申しししし上上上上げげげげたたたたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このゼロエミッションフォーラムにつきましてはこのゼロエミッションフォーラムにつきましてはこのゼロエミッションフォーラムにつきましてはこのゼロエミッションフォーラムにつきましては、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと公益公益公益公益文科大学文科大学文科大学文科大学ののののごごごご協力協力協力協力にににによりましてよりましてよりましてよりまして、「、「、「、「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで自自自自然然然然循環循環循環循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」というテーというテーというテーというテーママママでででで開催開催開催開催ををををさせていたさせていたさせていたさせていただだだだくことになりましたくことになりましたくことになりましたくことになりました。。。。本町庄内町本町庄内町本町庄内町本町庄内町はははは、、、、旧旧旧旧立立立立川川川川町町町町とととと余余余余目町目町目町目町がががが合合合合併併併併をしてできたをしてできたをしてできたをしてできた町町町町でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、人口人口人口人口 2万万万万 5,000人人人人のののの町町町町ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。霊峰霊峰霊峰霊峰月山月山月山月山のののの山山山山頂頂頂頂をををを有有有有しししし、、、、日日日日本一本一本一本一住住住住みみみみややややすくすくすくすく、、、、住住住住みみみみ続続続続けたいけたいけたいけたい町町町町をををを目指目指目指目指してしてしてして、「、「、「、「教育教育教育教育とととと子育子育子育子育てはてはてはては庄内町庄内町庄内町庄内町におにおにおにお任任任任せせせせ」、「」、「」、「」、「元元元元気気気気ででででごごごご長寿日長寿日長寿日長寿日本一本一本一本一」、「」、「」、「」、「産業産業産業産業振興振興振興振興はははは町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの基基基基礎礎礎礎」」」」というというというという 3 つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱をををを据据据据えながらえながらえながらえながら町町町町づくりをしてづくりをしてづくりをしてづくりをしているいるいるいる町町町町でもでもでもでもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、日日日日本一本一本一本一おいしいおいしいおいしいおいしい米米米米のののの里里里里としてとしてとしてとして、、、、今今今今年年年年はははは日日日日本一本一本一本一おいしいおいしいおいしいおいしい米米米米ののののココココンテストもンテストもンテストもンテストも本町本町本町本町でででで開催開催開催開催するするするする予定予定予定予定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、全全全全国発国発国発国発信信信信をしてまいりたいといをしてまいりたいといをしてまいりたいといをしてまいりたいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、ききききょょょょうのこのフォーラムにつきましてはうのこのフォーラムにつきましてはうのこのフォーラムにつきましてはうのこのフォーラムにつきましては、、、、合合合合併前併前併前併前のののの立立立立川川川川町町町町ささささんがんがんがんが、、、、風車風車風車風車をををを使使使使ったったったった風風風風力発力発力発力発電電電電をををを全全全全国国国国でもでもでもでも先先先先駆駆駆駆けとしてけとしてけとしてけとして設設設設置置置置しししし、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい町町町町づくりをさづくりをさづくりをさづくりをされていたということかられていたということかられていたということかられていたということから、、、、改改改改めてめてめてめて会会会会員員員員にににに加加加加入入入入をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきききき、、、、このこのこのこの町町町町としてとしてとしてとして新新新新しいしいしいしい町町町町づづづづくりにくりにくりにくりに加加加加えてまいりたいということでえてまいりたいということでえてまいりたいということでえてまいりたいということで開催開催開催開催しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このたびこのたびこのたびこのたび、、、、合合合合併併併併をををを機機機機にににに、、、、地方地方地方地方でのでのでのでの情情情情報報報報交交交交換換換換活動活動活動活動のののの場場場場としてとしてとしてとして今回今回今回今回このフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムをこのフォーラムを開催開催開催開催すすすすることになりましたがることになりましたがることになりましたがることになりましたが、、、、改改改改めてめてめてめて関係関係関係関係者者者者のののの方方方方々々々々にににに感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今のののの時時時時代代代代、、、、地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの温暖化温暖化温暖化温暖化がががが大大大大変変変変にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。気候変気候変気候変気候変動動動動がががが大大大大きくきくきくきく、、、、世界各国世界各国世界各国世界各国にににに甚甚甚甚大大大大なななな被害被害被害被害をもたらすようなをもたらすようなをもたらすようなをもたらすようなハハハハリリリリケケケケーンのーンのーンのーンの災害災害災害災害、、、、それからそれからそれからそれから国内国内国内国内でもでもでもでも、、、、今今今今年年年年のよのよのよのようにうにうにうに歴史歴史歴史歴史的的的的なななな少雨少雨少雨少雨とととと言言言言われていたとこわれていたとこわれていたとこわれていたところろろろからからからから一一一一転転転転してしてしてして今今今今度度度度はははは歴史歴史歴史歴史的的的的なななな豪豪豪豪雨雨雨雨、、、、記録的記録的記録的記録的なななな豪雨豪雨豪雨豪雨というというというというふふふふうにうにうにうに大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化しておりますしておりますしておりますしております。。。。こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも温暖化温暖化温暖化温暖化がががが原原原原因因因因であるということであるということであるということであるということはもうはもうはもうはもう否否否否めないめないめないめない事実事実事実事実となっているようでとなっているようでとなっているようでとなっているようでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの温暖化温暖化温暖化温暖化をををを食食食食いとめようといとめようといとめようといとめようと、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの規規規規制制制制をををを定定定定めためためためた京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書のののの発効発効発効発効ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのその約約約約束束束束期期期期限限限限もももも近近近近づきづきづきづき、、、、これこれこれこれまでさままでさままでさままでさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行われてきたわけでありますがわれてきたわけでありますがわれてきたわけでありますがわれてきたわけでありますが、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける再再再再生生生生可能可能可能可能なエネなエネなエネなエネルギールギールギールギー利用利用利用利用、、、、省省省省エネエネエネエネ活動活動活動活動というものがというものがというものがというものが今今今今改改改改めてめてめてめて注注注注目目目目されているとこされているとこされているとこされているところろろろでもでもでもでもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  今後今後今後今後のののの地域地域地域地域特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした自自自自然然然然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、そしてそしてそしてそして資源資源資源資源のののの循環型循環型循環型循環型のののの町町町町づくりづくりづくりづくりなどがなどがなどがなどが今回今回今回今回のフのフのフのフォーラムをォーラムをォーラムをォーラムを通通通通しましてしましてしましてしまして今後今後今後今後のののの地球環境地球環境地球環境地球環境のののの浄浄浄浄化化化化、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな情情情情報発報発報発報発信信信信になれになれになれになればばばばというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  最最最最後後後後までまでまでまで、、、、少少少少しししし長時長時長時長時間間間間にはなりますがにはなりますがにはなりますがにはなりますが、、、、おつきおつきおつきおつき合合合合いをいたいをいたいをいたいをいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、皆皆皆皆さんでさんでさんでさんで今後今後今後今後でででできることをきることをきることをきることを考考考考ええええ、、、、そしてそしてそしてそして実実実実行行行行していっていたしていっていたしていっていたしていっていただだだだけれけれけれければばばばありがたいというありがたいというありがたいというありがたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。今回今回今回今回ごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきましたことにきましたことにきましたことにきましたことに重重重重ねねねねてててて感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげてててて、、、、開会開会開会開会のあいさつにかのあいさつにかのあいさつにかのあいさつにかえさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大変変変変ごごごご苦労苦労苦労苦労さまでさまでさまでさまでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 司司司司会会会会 

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

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました藤村藤村藤村藤村ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご出席出席出席出席をををを賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、原原原原田町田町田町田町長長長長さんにはさんにはさんにはさんには、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中ごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りりりり、、、、そしてそしてそしてそして大大大大変変変変力強力強力強力強いおいおいおいお言言言言葉葉葉葉をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。感謝感謝感謝感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。またまたまたまた、、、、おおおお話話話話しをいたしをいたしをいたしをいただだだだきますきますきますきます山山山山根様根様根様根様、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、そしてパネラーのそしてパネラーのそしてパネラーのそしてパネラーの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ココココーーーーディディディディネートしていたネートしていたネートしていたネートしていただだだだけるけるけるける大大大大歳様歳様歳様歳様、、、、どうもどうもどうもどうもごごごご出席出席出席出席ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの準備準備準備準備にににに大大大大変変変変なおなおなおなお骨折骨折骨折骨折りをいたりをいたりをいたりをいただだだだきましたきましたきましたきました庄庄庄庄内町内町内町内町のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというココココンンンンセセセセプトはプトはプトはプトは、、、、92 年年年年ににににリオリオリオリオでででで環境環境環境環境サミットがサミットがサミットがサミットがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、持持持持続可能続可能続可能続可能なななな発展発展発展発展というというというという、、、、そういうそういうそういうそういう共通共通共通共通認識認識認識認識がががが得得得得られたわけでられたわけでられたわけでられたわけでごごごござざざざいますいますいますいますがががが、、、、それをいかにそれをいかにそれをいかにそれをいかに進進進進めるかということでめるかということでめるかということでめるかということではははは、、、、従来従来従来従来のシステムといいますかのシステムといいますかのシステムといいますかのシステムといいますか、、、、社会社会社会社会システムシステムシステムシステム、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業界産業界産業界産業界、、、、あるいはライフスタイルあるいはライフスタイルあるいはライフスタイルあるいはライフスタイル等等等等々々々々ではではではでは、、、、これはこれはこれはこれは持続可能持続可能持続可能持続可能になりになりになりになり得得得得ないないないない。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように移移移移っっっっていくていくていくていくべべべべきかきかきかきか、、、、ライフスタイルはどのようにライフスタイルはどのようにライフスタイルはどのようにライフスタイルはどのように変変変変ええええなけれなけれなけれなければばばばいけないかいけないかいけないかいけないか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業界産業界産業界産業界ははははどのようにどのようにどのようにどのように変変変変わっていかわっていかわっていかわっていかなけれなけれなけれなければばばばいけないけないけないけないかいかいかいか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会のののの制制制制度度度度、、、、社会社会社会社会そのものそのものそのものそのもの、、、、どのどのどのどのようにようにようにように変変変変わっていかわっていかわっていかわっていかなけれなけれなけれなければばばばいけないかといういけないかといういけないかといういけないかという具具具具体的体的体的体的なななな研究研究研究研究プロジェクトがプロジェクトがプロジェクトがプロジェクトが発発発発足足足足したのがしたのがしたのがしたのが
94 年年年年ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。2000 年年年年からからからから、、、、さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれを実際実際実際実際にににに力強力強力強力強くくくく、、、、ススススピピピピーーーードドドドをもってをもってをもってをもって普及普及普及普及させさせさせさせるためにるためにるためにるために、、、、ゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムがゼロエミッションフォーラムが発発発発足足足足いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、行政行政行政行政のののの方方方方にもにもにもにも、、、、企業企業企業企業のののの方方方方ににににもももも、、、、市民市民市民市民のののの方方方方にもにもにもにも、、、、大大大大変変変変温温温温かくかくかくかく受受受受けけけけ入入入入れられましてれられましてれられましてれられまして、、、、国内国内国内国内外外外外でででで、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉もそうでもそうでもそうでもそうでごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、大大大大変認識変認識変認識変認識をいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行行行行動動動動がががが進化進化進化進化してまいっておしてまいっておしてまいっておしてまいっておりますりますりますります。。。。これこれこれこれ、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方のおかのおかのおかのおかげげげげでででであるとあるとあるとあると、、、、大大大大変感謝変感謝変感謝変感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  私私私私はははは、、、、実実実実はははは庄内町庄内町庄内町庄内町のののの隣隣隣隣のののの酒酒酒酒田田田田とかとかとかとか、、、、鶴鶴鶴鶴岡岡岡岡とかとかとかとか、、、、山形山形山形山形とかとかとかとか、、、、たびたびたびたびたびたびたびたび遊遊遊遊びにきておりまびにきておりまびにきておりまびにきておりますすすす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは仕仕仕仕事事事事でででで来来来来るるるる機機機機会会会会ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。山形山形山形山形にはにはにはには、、、、私私私私ののののほほほほうのうのうのうの会社会社会社会社としてのとしてのとしてのとしての生生生生産産産産をサをサをサをサポポポポーーーートしてくトしてくトしてくトしてくだだだださるさるさるさる非常非常非常非常にににに有力有力有力有力なななな協力協力協力協力工場工場工場工場ももももごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、酒酒酒酒田田田田ではではではでは、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却場場場場をををを納納納納入入入入させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。このこのこのこの庄内町庄内町庄内町庄内町でもでもでもでも、、、、ココココンンンンポポポポストストストスト設設設設備備備備、、、、これはこれはこれはこれは私私私私どもどもどもどもがつくらがつくらがつくらがつくらせていたせていたせていたせていただだだだいたものでいたものでいたものでいたものでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、仕仕仕仕事事事事のののの面面面面でもでもでもでも大大大大変変変変にににに親親親親しみがあるしみがあるしみがあるしみがある町町町町ででででごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、何何何何といいましてもサクランといいましてもサクランといいましてもサクランといいましてもサクランボボボボがうまいしがうまいしがうまいしがうまいし、、、、おおおお肉肉肉肉もうまいしもうまいしもうまいしもうまいし、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉もうまいしもうまいしもうまいしもうまいし、、、、食食食食べべべべるものるものるものるもの全部全部全部全部うまいうまいうまいうまい。。。。温温温温泉泉泉泉もよもよもよもよろろろろししししゅゅゅゅううううごごごござざざざいますいますいますいます。。。。たたたただだだだ、、、、ブランブランブランブランドドドドのののの形成形成形成形成はははは、、、、サクランサクランサクランサクランボボボボはははは確確確確かかかかにににに有有有有名名名名ブランブランブランブランドドドドになってになってになってになっていますがいますがいますがいますが、、、、これからこれからこれからこれからだだだだなあとおもいますなあとおもいますなあとおもいますなあとおもいます。。。。しかししかししかししかし、、、、いつもいつもいつもいつも思思思思うんうんうんうんですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、山形山形山形山形はははは大大大大変変変変すすすすばばばばらしいとこらしいとこらしいとこらしいところろろろであるであるであるである。。。。特特特特にこのにこのにこのにこの庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、これはこれはこれはこれは時時時時代代代代のののの先先先先端端端端をををを行行行行くくくく、、、、21 世世世世紀紀紀紀のののの地域地域地域地域とはこういうものであるとはこういうものであるとはこういうものであるとはこういうものであるべべべべききききだだだだということをということをということをということを率先率先率先率先してしてしてして実実実実行行行行していらっしていらっしていらっしていらっししししゃゃゃゃるるるる地域地域地域地域だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  先先先先ほほほほどもどもどもども町町町町長長長長さんといさんといさんといさんといろろろろいいいいろろろろなおなおなおなお話話話話もしたわけですがもしたわけですがもしたわけですがもしたわけですが、、、、ままままだだだだままままだだだだ豊豊豊豊富富富富なななな資源資源資源資源をおをおをおをお持持持持ちちちちででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、これはこれからこれはこれからこれはこれからこれはこれから山山山山根根根根先先先先生生生生、、、、「「「「環環環環業業業業革命革命革命革命」」」」というというというという名前名前名前名前でおでおでおでお話話話話しになるしになるしになるしになる内容内容内容内容ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自然然然然エネルギーとかエネルギーとかエネルギーとかエネルギーとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはババババイイイイママママスススス、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに持続持続持続持続性性性性のあるのあるのあるのある資源資源資源資源ででででごごごござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、生物生物生物生物そのもののそのもののそのもののそのものの営営営営みとみとみとみと同同同同じじじじででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、これをこれをこれをこれをココココンンンンセセセセプトにしたプトにしたプトにしたプトにした新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業、、、、地域地域地域地域興興興興しししし、、、、あるいはライフスタイルあるいはライフスタイルあるいはライフスタイルあるいはライフスタイル、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが世界世界世界世界をををを救救救救うのではないかというのではないかというのではないかというのではないかといううううふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、ますますブラッシますますブラッシますますブラッシますますブラッシュュュュアップしていたアップしていたアップしていたアップしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、国国国国だだだだけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、これをこれをこれをこれを必必必必要要要要としているとしているとしているとしている地域地域地域地域、、、、あるいはこれはあるいはこれはあるいはこれはあるいはこれは全全全全世界世界世界世界がががが必必必必要要要要としているわけでとしているわけでとしているわけでとしているわけで
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ごごごござざざざいますけどいますけどいますけどいますけど、、、、当面中当面中当面中当面中国国国国とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは東南東南東南東南アジアとかアジアとかアジアとかアジアとか、、、、インインインインドドドドとかとかとかとか、、、、これからこれからこれからこれから大大大大いにいにいにいに発展発展発展発展しようとしているとこしようとしているとこしようとしているとこしようとしているところろろろにににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできる町町町町づくりになるとづくりになるとづくりになるとづくりになると思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひそういうそういうそういうそういう地域地域地域地域にににに発発発発信信信信してしてしてして、、、、ますますのますますのますますのますますのごごごご貢献貢献貢献貢献をおをおをおをお願願願願いいたしましていいたしましていいたしましていいたしまして、、、、ごごごごあいさつといたしあいさつといたしあいさつといたしあいさつといたしますますますます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、ここでここでここでここで、、、、改改改改めましてめましてめましてめまして本本本本日日日日のプログラムをのプログラムをのプログラムをのプログラムを紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていたていたていたていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、おおおお二人二人二人二人のののの先先先先生生生生にににに記記記記念講演念講演念講演念講演とととと基調基調基調基調講演講演講演講演をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。最最最最初初初初にににに、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演とととといたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ノノノノンフンフンフンフィィィィクションクションクションクション作家作家作家作家のののの山山山山根根根根一一一一眞眞眞眞様様様様によりますによりますによりますによります「「「「環業環業環業環業革命革命革命革命とととと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対対対対策策策策」」」」とととと題題題題してのしてのしてのしての講演講演講演講演ですですですです。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラムッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表でででで、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授のののの三橋規三橋規三橋規三橋規宏様宏様宏様宏様によりますによりますによりますによります「「「「地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション型社会型社会型社会型社会」」」」ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその後後後後、、、、若干若干若干若干のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、3時時時時 15 分分分分からパネルからパネルからパネルからパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの予定予定予定予定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ココココーーーーディディディディネーターとパネネーターとパネネーターとパネネーターとパネリリリリストストストスト 4 名名名名によるによるによるによる「「「「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」ということでパネルということでパネルということでパネルということでパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションがッションがッションがッションが終了終了終了終了ししししたとこたとこたとこたところろろろでででで、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました皆皆皆皆様様様様方方方方からからからから質疑質疑質疑質疑をををを受受受受けるけるけるける予予予予定定定定ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 
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記念講演記念講演記念講演記念講演 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速ではではではではごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。記記記記念講演念講演念講演念講演をおをおをおをお願願願願いいたしますのはいいたしますのはいいたしますのはいいたしますのは、、、、ノノノノンフンフンフンフィィィィクションクションクションクション作家作家作家作家のののの山山山山根根根根一一一一眞眞眞眞様様様様ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、ごごごご登壇登壇登壇登壇、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  山山山山根様根様根様根様はははは、、、、1947 年年年年のおのおのおのお生生生生まれでまれでまれでまれで、、、、ノノノノンフンフンフンフィィィィクションクションクションクション作家作家作家作家としてとしてとしてとして多多多多数数数数のののの著著著著書書書書をををを発発発発表表表表。。。。1990年代年代年代年代にはにはにはには、、、、NHK 総合総合総合総合テテテテレレレレビビビビのののの外部外部外部外部キキキキャャャャスターをスターをスターをスターを担当担当担当担当されましたされましたされましたされました。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題にもにもにもにも精精精精力的力的力的力的にににに取取取取りりりり組組組組んでおられんでおられんでおられんでおられ、、、、野野野野生生物生生物生生物生生物からからからから文文文文明明明明をををを見見見見直直直直すすすす取取取取材材材材活動活動活動活動やややや、、、、環境環境環境環境をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた新新新新産業産業産業産業のののの創創創創造造造造、、、、本本本本日日日日のののの記記記記念講演念講演念講演念講演のののの題題題題名名名名でもありますでもありますでもありますでもあります「「「「環業環業環業環業革命革命革命革命」」」」とととと命名命名命名命名しししし、、、、進展進展進展進展をををを訴訴訴訴えておられますえておられますえておられますえておられます。。。。 

  本本本本日日日日のののの講演講演講演講演はははは画画画画像像像像をををを使使使使ってのってのってのっての講演講演講演講演となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、画画画画像像像像についてはについてはについてはについては撮影撮影撮影撮影をしないようおをしないようおをしないようおをしないようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、山山山山根様根様根様根様にににに記記記記念講演念講演念講演念講演をおをおをおをお願願願願いいたしましいいたしましいいたしましいいたしましょょょょうううう。「。「。「。「環業環業環業環業革命革命革命革命とととと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化対策対策対策対策」」」」ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 山山山山根根根根先先先先生生生生 （（（（記記記記念念念念講演講演講演講演のののの結語結語結語結語のみをのみをのみをのみを掲掲掲掲載載載載）））） 

  今今今今までまでまでまで私私私私たたたたちちちちはははは化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料やややや鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消消消消費費費費のののの日日日日々々々々をををを、、、、文文文文明明明明をををを送送送送っっっってきましたてきましたてきましたてきました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。これからこれからこれからこれから私私私私たたたたちちちちががががややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないこいけないこいけないこいけないことはことはことはことはこちちちちらですらですらですらです。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが訴訴訴訴えてきたゼロエミッションえてきたゼロエミッションえてきたゼロエミッションえてきたゼロエミッション。。。。ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない、、、、望望望望ましいましいましいましい生生生生産産産産とととと消消消消費費費費とととと再再再再生生生生、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの文文文文明明明明のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、それにそれにそれにそれに立立立立川川川川町町町町（（（（現庄内町現庄内町現庄内町現庄内町））））がががが取取取取りりりり組組組組んでいるようなんでいるようなんでいるようなんでいるような再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーをもっとエネルギーをもっとエネルギーをもっとエネルギーをもっと取取取取りりりり入入入入れていくことれていくことれていくことれていくこと。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、わずかなエわずかなエわずかなエわずかなエネルギーでももっとネルギーでももっとネルギーでももっとネルギーでももっと有効有効有効有効にににに使使使使うようなうようなうようなうような技術技術技術技術、、、、そういうそういうそういうそういう時時時時代代代代にににに早早早早くくくく、、、、このこのこのこの左左左左からからからから右右右右へのへのへのへの移移移移行行行行ををををややややっていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばば、、、、私私私私たたたたちちちちはははは危危危危ないとないとないとないと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。     そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで何何何何がががが必必必必要要要要なのかということになるわけですけれどもなのかということになるわけですけれどもなのかということになるわけですけれどもなのかということになるわけですけれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、産業界産業界産業界産業界ももももややややらなくらなくらなくらなくちちちちゃゃゃゃいけないこともあいけないこともあいけないこともあいけないこともあるけれどもるけれどもるけれどもるけれども、、、、皆皆皆皆さんそれさんそれさんそれさんそれぞぞぞぞれがれがれがれがややややはりはりはりはりややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないことがあるといけないことがあるといけないことがあるといけないことがあると思思思思いますいますいますいます。。。。     例例例例ええええばばばば、、、、私私私私自自自自身何身何身何身何ををををややややってきたかというとってきたかというとってきたかというとってきたかというと、、、、９９９９９９９９年年年年にににに自分自分自分自分のののの家家家家をををを建建建建てたときにエてたときにエてたときにエてたときにエココココハハハハスススススをつくってみましたスをつくってみましたスをつくってみましたスをつくってみました。。。。ここにここにここにここに今見今見今見今見えているのはえているのはえているのはえているのは、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌にそのことをにそのことをにそのことをにそのことを書書書書いたんですけれどいたんですけれどいたんですけれどいたんですけれどもももも、、、、例例例例ええええばばばば、、、、これなんかそうなんですけどこれなんかそうなんですけどこれなんかそうなんですけどこれなんかそうなんですけど、、、、夏夏夏夏のののの冷房冷房冷房冷房用用用用にににに、、、、東京東京東京東京ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、井井井井戸戸戸戸をををを掘掘掘掘りましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのその井井井井戸戸戸戸のののの冷熱冷熱冷熱冷熱をををを使使使使ってってってって冷房冷房冷房冷房をしているんですがをしているんですがをしているんですがをしているんですが、、、、そのそのそのその後後後後のののの水水水水をををを、、、、下水下水下水下水にににに捨捨捨捨ててててないでないでないでないで、、、、庭庭庭庭にににに４４４４．．．．５５５５トンのタンクをつくってトンのタンクをつくってトンのタンクをつくってトンのタンクをつくって、、、、ためましたためましたためましたためました。。。。ためているためているためているためているだだだだけではもったいけではもったいけではもったいけではもったいないのでないのでないのでないので、、、、そのタンクのそのタンクのそのタンクのそのタンクの水水水水ををををソソソソーラーーラーーラーーラーのパワーのパワーのパワーのパワーだだだだけでけでけでけで、、、、パパパパチチチチンとスイッンとスイッンとスイッンとスイッチチチチをををを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、夏夏夏夏のものすのものすのものすのものすごごごごくくくく暑暑暑暑いいいい日日日日にそれがにそれがにそれがにそれが雨雨雨雨としてとしてとしてとして降降降降るんでするんでするんでするんです。。。。霧雨霧雨霧雨霧雨とにわかとにわかとにわかとにわか雨雨雨雨になりますになりますになりますになります。。。。そうするそうするそうするそうするとととと、、、、雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると同時同時同時同時にににに打打打打ちちちち水水水水のののの効効効効果果果果でででで涼涼涼涼しくなるんですしくなるんですしくなるんですしくなるんですねねねね。。。。もっとうれしいのはもっとうれしいのはもっとうれしいのはもっとうれしいのは、、、、かんかかんかかんかかんかんんんん照照照照りですからりですからりですからりですから、、、、虹虹虹虹がががが出出出出るんでするんでするんでするんです。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本でででで、、、、自自自自宅宅宅宅でででで自分自分自分自分のスイッのスイッのスイッのスイッチチチチ１１１１つでつでつでつで虹虹虹虹がががが出出出出せるせるせるせるのはのはのはのは私私私私だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、それでどれそれでどれそれでどれそれでどれだだだだけのけのけのけの効効効効果果果果があるんがあるんがあるんがあるんだだだだということはまということはまということはまということはまたたたた別別別別なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。楽楽楽楽しいんですよしいんですよしいんですよしいんですよ。。。。     エエエエココココというのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでいくのがんでいくのがんでいくのがんでいくのが深深深深刻刻刻刻でででで、、、、重重重重苦苦苦苦しくてしくてしくてしくて、、、、何何何何かかかか楽楽楽楽しくなかしくなかしくなかしくなかったらったらったらったら、、、、私私私私はははは進進進進まないとまないとまないとまないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代のののの、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明づくりというづくりというづくりというづくりというのはのはのはのは実実実実はははは絶絶絶絶対対対対にににに楽楽楽楽しいしいしいしい作作作作業業業業のはずなんですのはずなんですのはずなんですのはずなんです。。。。立立立立川川川川町町町町（（（（現庄内町現庄内町現庄内町現庄内町））））のののの風車風車風車風車をををを見見見見てててて私私私私がががが何何何何かわかわかわかわ
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くわくしたというのはそれくわくしたというのはそれくわくしたというのはそれくわくしたというのはそれだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんですねねねね。。。。今今今今、、、、酒酒酒酒田田田田にににに増増増増えていますよえていますよえていますよえていますよ。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことをこのをこのをこのをこの地域地域地域地域がががが始始始始めたということはめたということはめたということはめたということは、、、、僕僕僕僕はすはすはすはすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。であれであれであれであればばばば、、、、ここここここここのののの地域地域地域地域がががが実実実実はははは世界世界世界世界のののの手手手手本本本本になるということをになるということをになるということをになるということをややややれるれるれるれる素素素素地地地地があるんですがあるんですがあるんですがあるんですねねねね。。。。ままままだだだだ十十十十分分分分じゃじゃじゃじゃなななないですよいですよいですよいですよ。。。。メメメメッッッッセセセセージージージージ性性性性もももも足足足足りないですりないですりないですりないです。。。。だだだだれもれもれもれも立立立立川川川川町町町町というというというという名前知名前知名前知名前知っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども－－－－－－－－まあまあまあまあ、、、、立立立立川川川川町町町町というというというという名前名前名前名前はなくなったんですはなくなったんですはなくなったんですはなくなったんですねねねね。。。。まずいですまずいですまずいですまずいですねねねね、、、、ななななくしくしくしくしちちちちゃゃゃゃうのはうのはうのはうのは。。。。残残残残したしたしたしたほほほほうがよかったんうがよかったんうがよかったんうがよかったんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、まあまあまあまあ、、、、いいですいいですいいですいいです。。。。皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、あのあのあのあの立立立立川川川川のののの風風風風力力力力のののの日日日日本本本本のののの原原原原点点点点がががが今今今今度度度度はこういうことをはこういうことをはこういうことをはこういうことを始始始始めためためためたぞぞぞぞというようなことをというようなことをというようなことをというようなことを世界世界世界世界中中中中のののの人人人人にににに見見見見せてせてせてせてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。     ヨヨヨヨーロッパにはそういうとこーロッパにはそういうとこーロッパにはそういうとこーロッパにはそういうところろろろありますしありますしありますしありますし、、、、うまいですようまいですようまいですようまいですよ。。。。ソソソソーラーのフライブルグとーラーのフライブルグとーラーのフライブルグとーラーのフライブルグとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはデデデデンンンンママママークのークのークのークのカカカカルンルンルンルンボボボボ。。。。ききききょょょょうもそのうもそのうもそのうもその写写写写真真真真をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん持持持持ってきたんですけどってきたんですけどってきたんですけどってきたんですけど、、、、出出出出せませんでしたせませんでしたせませんでしたせませんでした。。。。火火火火力発力発力発力発電所電所電所電所をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした望望望望ましいましいましいましい循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくっていますをつくっていますをつくっていますをつくっています。。。。でもでもでもでも、、、、そんなものにそんなものにそんなものにそんなものに負負負負けけけけててててちちちちゃゃゃゃいけないんですよいけないんですよいけないんですよいけないんですよ。。。。私私私私ももももＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫのののの取取取取材材材材でででで行行行行きましきましきましきましたたたた。。。。でもでもでもでも、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、すすすすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと言言言言うことはもううことはもううことはもううことはもうややややめにしたいなというめにしたいなというめにしたいなというめにしたいなという気気気気もあるんですもあるんですもあるんですもあるんですねねねね。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり庄内庄内庄内庄内がががが一一一一番番番番だだだだということをということをということをということを言言言言おうおうおうおうじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですか。。。。そのためにそのためにそのためにそのためにややややれることがあるんですれることがあるんですれることがあるんですれることがあるんです。。。。楽楽楽楽しけれしけれしけれしければばばばできるんですできるんですできるんですできるんです。。。。同時同時同時同時にににに、、、、今今今今こういうことにこういうことにこういうことにこういうことに取取取取りりりり組組組組むむむむとととと国国国国からからからからちちちちゃゃゃゃんとおんとおんとおんとお金金金金がががが出出出出るようなるようなるようなるような時時時時代代代代がががが来来来来ているんですているんですているんですているんですねねねね。。。。皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代をつくるをつくるをつくるをつくるチャチャチャチャンスがンスがンスがンスが今今今今ややややってきてってきてってきてってきているということをいるということをいるということをいるということを肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じじじじていたていたていたていただだだだいていていていて、、、、頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。できるできるできるできるだだだだけでもけでもけでもけでも、、、、僕僕僕僕はははは、、、、かかかかげげげげながらですがながらですがながらですがながらですが、、、、ここのここのここのここの火葬火葬火葬火葬場場場場までまでまでまで見見見見てしまいましたからてしまいましたからてしまいましたからてしまいましたから、、、、首突首突首突首突っっっっ込込込込んんんんじゃじゃじゃじゃいましたかいましたかいましたかいましたからららら、、、、最最最最後後後後までおまでおまでおまでお手手手手伝伝伝伝いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

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

 司司司司会会会会 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表でいらでいらでいらでいらっしっしっしっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様によりますによりますによりますによります基調基調基調基調講演講演講演講演ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、ごごごご登壇登壇登壇登壇をおをおをおをお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 

  三橋様三橋様三橋様三橋様はははは、、、、1964 年年年年にににに慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾大学経済学大学経済学大学経済学大学経済学部部部部ををををごごごご卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞社社社社にににに入入入入社社社社されされされされ、、、、ロロロロンンンンドドドドンンンン支局支局支局支局長長長長、、、、論説論説論説論説副副副副主主主主幹幹幹幹などをなどをなどをなどを歴任歴任歴任歴任。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学がががが提唱提唱提唱提唱したゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッションしたゼロエミッション運運運運動動動動のののの推進推進推進推進者者者者のののの 1人人人人としとしとしとしてててて活動活動活動活動されていますされていますされていますされています。。。。2000 年年年年 4 月月月月からからからから、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授ののののほほほほかかかか、、、、中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会議会議会議会委員委員委員委員などもなどもなどもなども兼任兼任兼任兼任しししし、、、、ごごごご活活活活躍躍躍躍されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日のののの演演演演題題題題、「、「、「、「地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション型社会型社会型社会型社会」、」、」、」、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 三橋三橋三橋三橋自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ききききょょょょうはうはうはうは「「「「地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止とゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッション型社会型社会型社会型社会」」」」というこというこというこということですけれどもとですけれどもとですけれどもとですけれども、、、、最最最最初初初初にににに、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに、、、、最最最最新新新新のののの日日日日本本本本のののの技術技術技術技術をををを使使使使ったシミったシミったシミったシミュレュレュレュレーションでーションでーションでーションで、、、、温温温温暖化暖化暖化暖化によってによってによってによって、、、、2100 年年年年ごろごろごろごろのののの日日日日本本本本はどうなるのかということとはどうなるのかということとはどうなるのかということとはどうなるのかということと、、、、ややややはりはりはりはり温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって日日日日本本本本ににににややややってくるってくるってくるってくる台風台風台風台風のののの姿姿姿姿がどういうがどういうがどういうがどういう変変変変化化化化をををを見見見見せようとしているのかということについてませようとしているのかということについてませようとしているのかということについてませようとしているのかということについてまずずずず見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題はははは 50 年年年年、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 100 年先年先年先年先のののの問問問問題題題題ではではではではなくてなくてなくてなくて、、、、もうもうもうもう足元足元足元足元にににに迫迫迫迫っているっているっているっている問問問問題題題題なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。特特特特にこのにこのにこのにこの半半半半年年年年ほほほほどのどのどのどの間間間間にににに温暖化温暖化温暖化温暖化にににに対対対対するするするするさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな科学的科学的科学的科学的なななな知見知見知見知見がががが発発発発表表表表されていますされていますされていますされています。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを見見見見るともうそのるともうそのるともうそのるともうその影響影響影響影響はははは歴歴歴歴然然然然としていますとしていますとしていますとしています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たたたたちちちちはははは温暖化温暖化温暖化温暖化問問問問題題題題をををを自分自分自分自分のののの問問問問題題題題としてとしてとしてとして考考考考えていかなくてはえていかなくてはえていかなくてはえていかなくてはいけないいけないいけないいけない時期時期時期時期にににに来来来来ているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響はははは次次次次のののの世代世代世代世代のののの問問問問題題題題だだだだとととと数数数数年年年年前前前前まではまではまではまでは思思思思わわわわれていましたがれていましたがれていましたがれていましたが、、、、実実実実はははは違違違違いますいますいますいます。。。。できるできるできるできるだだだだけけけけ速速速速ややややかにかにかにかに私私私私たたたたちちちちがががが温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてして対策対策対策対策をををを打打打打たないとたないとたないとたないと、、、、人類人類人類人類のののの生生生生存条件存条件存条件存条件そのものがおびそのものがおびそのものがおびそのものがおびややややかされてしまうかされてしまうかされてしまうかされてしまう。。。。こういうこういうこういうこういう、、、、非常非常非常非常にににに差差差差しししし迫迫迫迫ったったったった問問問問題題題題になってきているわけですになってきているわけですになってきているわけですになってきているわけです。。。。 

  温暖化温暖化温暖化温暖化のののの最最最最近近近近のののの議議議議論論論論がどうなっているかということにつきましてはがどうなっているかということにつきましてはがどうなっているかということにつきましてはがどうなっているかということにつきましては、、、、このこのこのこの後後後後シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムがムがムがムが開開開開かれますかれますかれますかれます、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、ききききょょょょうのパネうのパネうのパネうのパネリリリリストのストのストのストの 1 人人人人であるであるであるである、、、、WWF のののの鮎川鮎川鮎川鮎川さんがおさんがおさんがおさんがお話話話話しなさるのでしなさるのでしなさるのでしなさるので、、、、ききききょょょょうううう私私私私ががががレレレレジジジジュメュメュメュメにににに書書書書いてあったいてあったいてあったいてあった温暖化温暖化温暖化温暖化のののの部部部部分分分分はははは割愛割愛割愛割愛してしてしてして、、、、3 つのつのつのつの動動動動画画画画にににについてついてついてついてだだだだけけけけ説明説明説明説明しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの動動動動画画画画をををを見見見見ていたていたていたていただだだだくにくにくにくに当当当当たってたってたってたって、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと注釈注釈注釈注釈をつけさをつけさをつけさをつけさせてくせてくせてくせてくだだだださいさいさいさい。。。。ここここのののの動動動動画画画画はははは地球地球地球地球シミシミシミシミュレュレュレュレーターとーターとーターとーターと名名名名づけられていますづけられていますづけられていますづけられています。。。。1950 年年年年からからからから 2100 年年年年までまでまでまで大体大体大体大体 150 年年年年間間間間のののの気気気気温温温温のののの変変変変化化化化がががが 1 分分分分間間間間のののの動動動動画画画画でででで示示示示されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる高高高高速速速速ココココンンンンピピピピュュュュータータータータ、、、、1秒間秒間秒間秒間にににに 40 兆兆兆兆回回回回のののの計計計計算算算算ができるができるができるができる、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなシミきなシミきなシミきなシミュレュレュレュレーションーションーションーションモモモモデデデデルになっているわけですルになっているわけですルになっているわけですルになっているわけです。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる現現現現象象象象をををを取取取取りりりり入入入入れてつくったものですれてつくったものですれてつくったものですれてつくったものです。。。。これからこれからこれからこれから見見見見ていたていたていたていただだだだくくくく地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のシミのシミのシミのシミュュュュレレレレーションはーションはーションはーションは、、、、現在現在現在現在のののの化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ったったったった経済発展経済発展経済発展経済発展がそのままがそのままがそのままがそのまま変変変変わらないでわらないでわらないでわらないで続続続続くくくく場場場場合合合合、、、、２１２１２１２１００００００００年年年年頃頃頃頃のののの世界世界世界世界はどうなるかということをシミはどうなるかということをシミはどうなるかということをシミはどうなるかということをシミュレュレュレュレーションしていますーションしていますーションしていますーションしています。。。。したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、地地地地球球球球のののの将来将来将来将来にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに好好好好ましくないましくないましくないましくない結論結論結論結論になっていますになっていますになっていますになっています。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの人人人人ココココースはースはースはースは将来将来将来将来、、、、最最最最もももも起起起起こりうるこりうるこりうるこりうる姿姿姿姿でもありでもありでもありでもあり、、、、人類人類人類人類はははは最最最最もももも好好好好ましくないましくないましくないましくない方方方方向向向向をををを選択選択選択選択ししようとしているわけししようとしているわけししようとしているわけししようとしているわけですですですです。。。。このこのこのこの地球地球地球地球シミシミシミシミュレュレュレュレーターはーターはーターはーターは、、、、産業産業産業産業革命革命革命革命以以以以前前前前のののの温度温度温度温度をををを基基基基準準準準にしてにしてにしてにして、、、、気気気気温温温温上上上上昇昇昇昇をををを 2℃℃℃℃以以以以下下下下にににに抑抑抑抑えるということがえるということがえるということがえるということが望望望望ましいとしているわけですけれどもましいとしているわけですけれどもましいとしているわけですけれどもましいとしているわけですけれども、、、、現現現現状状状状のままではのままではのままではのままでは、、、、２０３０２０３０２０３０２０３０
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年年年年頃頃頃頃にににに 2℃℃℃℃をををを突突突突破破破破しししし、、、、それそれそれそれ以以以以後後後後、、、、さらにさらにさらにさらに急激急激急激急激にににに地球地球地球地球のののの温度温度温度温度がががが上上上上がっていくがっていくがっていくがっていく姿姿姿姿をこのをこのをこのをこの 1 分分分分間間間間のののの動動動動画画画画でででで見見見見ていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このシミこのシミこのシミこのシミュレュレュレュレーションではーションではーションではーションでは、、、、世界世界世界世界のののの経済成経済成経済成経済成長長長長率率率率がががが
2.9％％％％でででで続続続続くというこくというこくというこくということがとがとがとが前前前前提提提提となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。過去過去過去過去 10 年年年年間間間間のののの世界世界世界世界のののの GDP のののの伸伸伸伸びびびび率率率率はははは年率年率年率年率でででで大体大体大体大体 3.3％％％％ぐぐぐぐらいですかららいですかららいですかららいですから、、、、2.9％％％％というというというという数数数数字字字字はははは、、、、妥妥妥妥当当当当なななな数数数数字字字字だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、地地地地図図図図上上上上のののの色色色色はははは、、、、1900 年年年年、、、、今今今今 2007 年年年年ですからですからですからですから 107 年年年年前前前前のののの温度温度温度温度がががが基基基基準準準準になっていになっていになっていになっていますますますます。。。。全全全全体体体体がブルーのがブルーのがブルーのがブルーの濃濃濃濃いいいい世界世界世界世界になっていますになっていますになっていますになっています。。。。温度温度温度温度上上上上昇昇昇昇によってによってによってによって、、、、青青青青からからからから赤赤赤赤、、、、さらにさらにさらにさらに黄黄黄黄色色色色、、、、白白白白にににに変変変変化化化化するするするするほほほほどどどど地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる姿姿姿姿がわかりますがわかりますがわかりますがわかります。。。。気気気気温温温温はははは 1861 年年年年からからからから 1890 年年年年のののの平均値平均値平均値平均値をををを基基基基準準準準にしていますにしていますにしていますにしています。。。。日日日日本本本本のののの明明明明治治治治維維維維新新新新はいつでしたかはいつでしたかはいつでしたかはいつでしたかねねねね。。。。1868 年年年年ぐぐぐぐららららいいいいだだだだったですかったですかったですかったですか。。。。だだだだからからからから、、、、ちちちちょょょょうどそのこうどそのこうどそのこうどそのころろろろのののの平均平均平均平均温度温度温度温度をををを基基基基準準準準にしてにしてにしてにして考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。1 分分分分間間間間ですからあっというですからあっというですからあっというですからあっという間間間間にににに終終終終わってしまうとわってしまうとわってしまうとわってしまうと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、このこのこのこのシミシミシミシミュレュレュレュレーションではーションではーションではーションでは摂摂摂摂氏氏氏氏 2 度度度度上上上上昇昇昇昇するというときがするというときがするというときがするというときが 2028 年年年年になっていますになっていますになっていますになっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、
2028 年年年年というのはというのはというのはというのは地球地球地球地球のののの将来将来将来将来にとってにとってにとってにとって危危危危機機機機的的的的なななな状況状況状況状況のののの始始始始まりのまりのまりのまりの年年年年になりますになりますになりますになります。。。。世界世界世界世界のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな科学科学科学科学者者者者もももも２０３０２０３０２０３０２０３０年年年年頃頃頃頃がががが大大大大きなきなきなきな転転転転換期換期換期換期、、、、危危危危機機機機のののの時期時期時期時期のののの始始始始まりとまりとまりとまりと予予予予測測測測していますしていますしていますしています。。。。 

  産業産業産業産業革命革命革命革命以以以以前前前前とととと比比比比べべべべてててて 3℃℃℃℃をををを突突突突破破破破するのがするのがするのがするのが 2052 年年年年、、、、4℃℃℃℃突突突突破破破破がががが 2070 年年年年、、、、5℃℃℃℃をををを突突突突破破破破するのするのするのするのがががが 2100 年年年年というようなというようなというようなというような形形形形になるわになるわになるわになるわけですけれどもけですけれどもけですけれどもけですけれども、、、、このこのこのこの 5 度度度度というのはというのはというのはというのは平均平均平均平均温度温度温度温度ですですですです。。。。北北北北極極極極のようにのようにのようにのように、、、、平均平均平均平均温度温度温度温度のののの 2 倍倍倍倍からからからから 3 倍倍倍倍温度温度温度温度がががが上上上上がるがるがるがる地域地域地域地域もありもありもありもあり、、、、そのそのそのその影響影響影響影響もももも非常非常非常非常にににに大大大大きくきくきくきくなるわけですなるわけですなるわけですなるわけです。。。。平均平均平均平均温度温度温度温度がががが 5℃℃℃℃上上上上昇昇昇昇すれすれすれすればばばば、、、、北北北北極極極極ではではではでは１０１０１０１０℃℃℃℃からからからから、、、、場場場場合合合合によってはによってはによってはによっては１１１１５５５５℃℃℃℃度度度度ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上昇昇昇昇してしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけです。。。。永永永永久久久久凍土凍土凍土凍土、、、、流流流流氷氷氷氷、、、、氷河氷河氷河氷河などなどなどなど溶溶溶溶けてしまいますけてしまいますけてしまいますけてしまいます。。。。まさにそまさにそまさにそまさにそのののの状況状況状況状況のののの中中中中ではではではでは人類人類人類人類のののの生生生生存条件存条件存条件存条件がががが失失失失われてしまうわれてしまうわれてしまうわれてしまう心心心心配配配配がありますがありますがありますがあります。。。。 

  （（（（それではそれではそれではそれでは、、、、動動動動画画画画ををををごごごご覧覧覧覧くくくくだだだださいさいさいさい）））） 

 （（（（動動動動画画画画開始開始開始開始）））） 

     １９１９１９１９５５５５００００年年年年頃頃頃頃はははは全全全全体体体体はははは非常非常非常非常にににに青青青青いいいい、、、、ブルーのブルーのブルーのブルーの色色色色ですよですよですよですよねねねね。。。。 

  このこのこのこの辺辺辺辺はまはまはまはまだだだだ温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響はあまりはあまりはあまりはあまり見見見見られませられませられませられませんんんん。。。。2000 年年年年をををを超超超超えたあたりからえたあたりからえたあたりからえたあたりからだだだだんんんんだだだだんんんん赤赤赤赤くなっていきますくなっていきますくなっていきますくなっていきますねねねね。。。。     2000 年年年年にににに入入入入ったあたりからどんどんったあたりからどんどんったあたりからどんどんったあたりからどんどん温暖化温暖化温暖化温暖化がががが進進進進行行行行していますしていますしていますしています。。。。２０２２０２２０２２０２８８８８年年年年のこののこののこののこの辺辺辺辺がががが 2度度度度をををを突突突突破破破破するするするする可能可能可能可能性性性性がががが非常非常非常非常にににに強強強強いということですいということですいということですいということです。。。。 

  北北北北極極極極ののののほほほほうがもううがもううがもううがもう黄色黄色黄色黄色をををを過過過過ぎぎぎぎてててて白白白白くなっていますくなっていますくなっていますくなっていますねねねね。。。。アラスアラスアラスアラスカカカカ、、、、ヒマヒマヒマヒマララララヤヤヤヤあたりあたりあたりあたり、、、、このこのこのこの辺辺辺辺もももも温暖化温暖化温暖化温暖化がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん進進進進んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。 

  ２０３０２０３０２０３０２０３０年年年年をををを過過過過ぎぎぎぎるとるとるとると、、、、黄色黄色黄色黄色からからからから白白白白になるになるになるになる部部部部分分分分がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん増増増増えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。北北北北極極極極、、、、それそれそれそれからからからからヒマヒマヒマヒマララララヤヤヤヤあたりがあたりがあたりがあたりが大大大大変変変変ですですですですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカのののの穀倉穀倉穀倉穀倉地地地地帯帯帯帯もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん白白白白くなってくなってくなってくなっていますいますいますいますねねねね。。。。 これがこれがこれがこれが 2100 年年年年のののの姿姿姿姿でででですすすす。。。。北北北北極極極極ののののほほほほうはうはうはうは温度温度温度温度がおそらくがおそらくがおそらくがおそらく 10 度以度以度以度以上上上上上上上上昇昇昇昇していますしていますしていますしています。。。。ヒマヒマヒマヒマララララヤヤヤヤではではではでは、、、、温度温度温度温度上上上上でででで氷河氷河氷河氷河がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん融融融融けていますけていますけていますけています。。。。ヒマヒマヒマヒマララララヤヤヤヤのののの氷河氷河氷河氷河のののの融解融解融解融解はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを起起起起こしますこしますこしますこします。。。。インインインインドドドドをををを流流流流れているれているれているれているガガガガンジスンジスンジスンジス川川川川とかインダスとかインダスとかインダスとかインダス川川川川、、、、それからそれからそれからそれから中中中中国国国国をををを流流流流れれれれるるるる長長長長江江江江、、、、黄河黄河黄河黄河、、、、これらのこれらのこれらのこれらの大大大大河河河河はみんなはみんなはみんなはみんなヒマヒマヒマヒマララララヤヤヤヤをををを源流源流源流源流としているわけですとしているわけですとしているわけですとしているわけですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、氷河氷河氷河氷河がががが融融融融けるけるけるける河河河河川川川川流域流域流域流域にしにしにしにしばばばばししししばばばば大大大大洪洪洪洪水水水水がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。氷河氷河氷河氷河がががが全部全部全部全部溶溶溶溶けてしまうとけてしまうとけてしまうとけてしまうと、、、、大大大大河河河河のののの周辺周辺周辺周辺はははは、、、、今今今今度度度度はからからにはからからにはからからにはからからに乾燥乾燥乾燥乾燥していくわけですしていくわけですしていくわけですしていくわけです。。。。だだだだからからからから、、、、穀倉穀倉穀倉穀倉地地地地帯帯帯帯だだだだったとこったとこったとこったところろろろがががが砂砂砂砂漠漠漠漠化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。そういうおそれがあるわけですそういうおそれがあるわけですそういうおそれがあるわけですそういうおそれがあるわけです。。。。 

  ブラジルのアブラジルのアブラジルのアブラジルのアママママゾゾゾゾンのあたりもかなりンのあたりもかなりンのあたりもかなりンのあたりもかなり白白白白くなっていますくなっていますくなっていますくなっていますねねねね。。。。悪悪悪悪くするとくするとくするとくすると、、、、あのあのあのあの大大大大ジジジジャャャャンンンン
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グルがグルがグルがグルが砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化してしまうおそれもあるわけですしてしまうおそれもあるわけですしてしまうおそれもあるわけですしてしまうおそれもあるわけです。。。。それからそれからそれからそれから北北北北米米米米のののの温暖化温暖化温暖化温暖化もももも大大大大変変変変なものですなものですなものですなものですねねねね。。。。シシシシベベベベリリリリアからアからアからアから北北北北極極極極にかけてはにかけてはにかけてはにかけては、、、、永永永永久久久久凍土凍土凍土凍土がががが溶溶溶溶けてけてけてけて大大大大湿湿湿湿地地地地帯帯帯帯になるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれません。。。。ここここのののの地球地球地球地球シミシミシミシミュレュレュレュレーションーションーションーション通通通通りにりにりにりに進進進進むむむむとととと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 2100 年年年年、、、、人類人類人類人類がががが生生生生きききき残残残残ることはかなりることはかなりることはかなりることはかなり難難難難しくなってきますしくなってきますしくなってきますしくなってきます。。。。人類人類人類人類がががが生生生生きききき残残残残るとるとるとると言言言言ってもってもってもっても、、、、ももももちろちろちろちろんんんん生生生生存存存存しているしているしているしている人人人人たたたたちちちちはいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいいいいいるわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれどもいるわけですけれども、、、、何何何何億億億億人人人人というというというというレレレレベベベベルでおそらくルでおそらくルでおそらくルでおそらく生生生生きていられないきていられないきていられないきていられない人人人人たたたたちちちちがががが出出出出てくてくてくてくるるるるだろだろだろだろうということですうということですうということですうということです。。。。 

  これをもうこれをもうこれをもうこれをもう一一一一回回回回通通通通してしてしてして見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。青青青青いいいい世界世界世界世界がどんどんとがどんどんとがどんどんとがどんどんと赤赤赤赤からからからから黄色黄色黄色黄色、、、、そしてそしてそしてそして白白白白色色色色のののの世界世界世界世界にににに変変変変わっていきますわっていきますわっていきますわっていきます。。。。2000 年年年年にににに入入入入ったこったこったこったころろろろからからからから温暖化温暖化温暖化温暖化がががが一一一一気気気気にににに進進進進んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。 

 （（（（動動動動画画画画終了終了終了終了）））） 

     （（（（どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。）。）。）。）     結局結局結局結局、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって何何何何がががが起起起起こるかというとこるかというとこるかというとこるかというと、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がががが海海海海流流流流およびおよびおよびおよび大大大大気気気気のののの流流流流れにれにれにれに影響影響影響影響をををを与与与与えるということでさまえるということでさまえるということでさまえるということでさまざざざざまなまなまなまな災害災害災害災害をををを人類人類人類人類にもたらすということになるわけですにもたらすということになるわけですにもたらすということになるわけですにもたらすということになるわけです。。。。     次次次次にににに温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって日日日日本本本本ににににややややってくるってくるってくるってくる台風台風台風台風にどういうにどういうにどういうにどういう影響影響影響影響がががが出出出出てくるかということをてくるかということをてくるかということをてくるかということを見見見見てもらいたいとてもらいたいとてもらいたいとてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず最最最最初初初初にににに見見見見てもらうてもらうてもらうてもらうややややつはつはつはつは、、、、現現現現状状状状のののの台風台風台風台風のののの進進進進路路路路、、、、それからそれからそれからそれから、、、、後後後後でででで、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響をををを受受受受けたけたけたけた台風台風台風台風のののの進進進進路路路路、、、、このこのこのこの 2 つをつをつをつを見見見見てもらうわけですてもらうわけですてもらうわけですてもらうわけです。。。。注注注注目目目目していたしていたしていたしていただだだだきたいのはきたいのはきたいのはきたいのは、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって台風台風台風台風のののの規規規規模模模模がががが従来従来従来従来のののの台風台風台風台風よりもよりもよりもよりも俄俄俄俄然然然然大大大大きくなってきくなってきくなってきくなって、、、、激激激激しくしくしくしくなるなるなるなる、、、、そのそのそのその影響影響影響影響もももも凶暴凶暴凶暴凶暴化化化化してくるしてくるしてくるしてくる、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをををを見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、まずまずまずまず現現現現状状状状のののの台台台台風風風風ですですですです。。。。。。。。 

 （（（（動動動動画画画画開始開始開始開始）））） 

 

  台風台風台風台風のののの目目目目がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。台風台風台風台風のののの目目目目がががが見見見見えてきましたえてきましたえてきましたえてきましたねねねね。。。。台風台風台風台風のののの目目目目のののの大大大大きさをきさをきさをきさを頭頭頭頭のののの中中中中にににに入入入入れておいてくれておいてくれておいてくれておいてくだだだださいさいさいさい。。。。これがこれがこれがこれが通常通常通常通常のののの台風台風台風台風ですですですですねねねね。。。。次次次次にこれがにこれがにこれがにこれが温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影響影響影響影響をををを受受受受けたけたけたけた台風台風台風台風でででですすすす。。。。台風台風台風台風のののの渦巻渦巻渦巻渦巻きがきがきがきが非常非常非常非常にににに大大大大きくなってきていますきくなってきていますきくなってきていますきくなってきていますねねねね。。。。とてもとてもとてもとても荒荒荒荒っっっっぽぽぽぽいいいい動動動動きをしていますきをしていますきをしていますきをしていますねねねね。（。（。（。（はいはいはいはい、、、、結結結結構構構構ですですですです。）。）。）。） 

 （（（（動動動動画画画画終了終了終了終了）））） 

     こういうようにこういうようにこういうようにこういうように、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化によってによってによってによって、、、、日日日日本本本本をををを襲襲襲襲ってくるってくるってくるってくる台風台風台風台風がががが非常非常非常非常にににに規規規規模模模模がががが大大大大きくきくきくきく、、、、凶暴凶暴凶暴凶暴化化化化してきますしてきますしてきますしてきます。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化というのはというのはというのはというのは単単単単にににに温度温度温度温度がががが上上上上がるがるがるがるだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、それにそれにそれにそれによってよってよってよって大大大大気気気気のののの流流流流れれれれ、、、、海海海海流流流流のののの流流流流れにれにれにれに決決決決定定定定的的的的なななな影響影響影響影響をををを与与与与えてえてえてえて、、、、干干干干ばばばばつをつをつをつを起起起起こしたりこしたりこしたりこしたり、、、、台風台風台風台風をををを巨巨巨巨大化大化大化大化、、、、凶暴凶暴凶暴凶暴なものにするわけですなものにするわけですなものにするわけですなものにするわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化をををを何何何何とかとかとかとか食食食食いとめていくというこいとめていくというこいとめていくというこいとめていくということがとがとがとが今今今今世世世世紀紀紀紀最大最大最大最大のののの課題課題課題課題になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。そのことについてはそのことについてはそのことについてはそのことについては、、、、このこのこのこの後後後後のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの中中中中でででで議議議議論論論論されますのでされますのでされますのでされますので、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの影影影影響響響響についてはこのについてはこのについてはこのについてはこの 3 つのつのつのつの動動動動画画画画をををを見見見見ていていていていたたたただだだだくということくということくということくということだだだだけでけでけでけで私私私私のののの温暖化温暖化温暖化温暖化についてのについてのについてのについての話話話話はははは終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの地球地球地球地球シミシミシミシミュレュレュレュレーターはーターはーターはーターは東京東京東京東京大学大学大学大学のののの気候気候気候気候システムシステムシステムシステム研究研究研究研究セセセセンターンターンターンター、、、、それからそれからそれからそれから国立環境研国立環境研国立環境研国立環境研究究究究所所所所、、、、海洋海洋海洋海洋研究開発研究開発研究開発研究開発機機機機構構構構、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境フロンテフロンテフロンテフロンティィィィアアアア研究研究研究研究セセセセンターンターンターンター、、、、こういうとここういうとここういうとここういうところろろろがががが力力力力をををを合合合合わせてつくったものでわせてつくったものでわせてつくったものでわせてつくったもので、、、、世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも注注注注目目目目されたシミされたシミされたシミされたシミュレュレュレュレーションになっていますーションになっていますーションになっていますーションになっています。。。。 
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  さてさてさてさて、、、、ここからここからここからここから、、、、ききききょょょょうのゼロエミッションうのゼロエミッションうのゼロエミッションうのゼロエミッション社会社会社会社会へのへのへのへの展展展展望望望望についてのについてのについてのについての話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  最最最最初初初初にににに動動動動画画画画をををを見見見見てもらいましたがてもらいましたがてもらいましたがてもらいましたが、、、、ななななぜぜぜぜ地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のようなのようなのようなのような環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが発発発発生生生生ししししてきたのてきたのてきたのてきたのでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのそのそのその原原原原因因因因はははは、、、、地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性がががが失失失失われてしまったわれてしまったわれてしまったわれてしまった結結結結果果果果ににににほほほほかなりませんかなりませんかなりませんかなりません。、。、。、。、地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィとはとはとはとは、、、、健健健健全全全全なななな地球地球地球地球のののの営営営営みをみをみをみを過去過去過去過去からからからから現在現在現在現在、、、、そそそそしてしてしてして未未未未来来来来へへへへ途途途途絶絶絶絶えることなくえることなくえることなくえることなく引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことですことですことですことです。。。。地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィをををを維維維維持持持持するためするためするためするためにはにはにはには少少少少なくともなくともなくともなくとも次次次次のののの三三三三つのつのつのつの条件条件条件条件がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。 

  1 つはつはつはつは、、、、地球有地球有地球有地球有限限限限性性性性のののの認識認識認識認識ですですですです。。。。地球地球地球地球はははは無無無無限限限限ではなくではなくではなくではなく、、、、有有有有限限限限なななな存存存存在在在在ですですですです。。。。地球地球地球地球にあるにあるにあるにある資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使ええええばばばば、、、、資源資源資源資源ははははややややがてなくなってしまいますがてなくなってしまいますがてなくなってしまいますがてなくなってしまいます。。。。有有有有害害害害物質物質物質物質をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出すれすれすれすればばばば、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はははは悪悪悪悪化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。それはそれはそれはそれは地球地球地球地球がががが無無無無限限限限ではではではではなくてなくてなくてなくて有有有有限限限限なななな存存存存在在在在だだだだからでからでからでからですすすす。。。。私私私私たたたたちちちちはいはいはいはいろろろろいいいいろろろろなななな経済活動経済活動経済活動経済活動、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日日日日々々々々のののの生生生生活活活活をををを送送送送るにるにるにるに当当当当たってたってたってたって絶絶絶絶えずえずえずえず地球地球地球地球のののの有有有有限限限限性性性性、、、、地球地球地球地球はははは有有有有限限限限だだだだというというというという認識認識認識認識をををを持持持持ってってってって行行行行動動動動しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。それがそれがそれがそれが守守守守られていなられていなられていなられていないためにサステナいためにサステナいためにサステナいためにサステナビビビビリリリリテテテティィィィがががが壊壊壊壊れてしまっているということになるわけですれてしまっているということになるわけですれてしまっているということになるわけですれてしまっているということになるわけです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、二二二二つつつつ目目目目はははは、、、、生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保全保全保全保全ですですですです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、森林森林森林森林などをなどをなどをなどを中心中心中心中心とするとするとするとする生生生生態系態系態系態系はははは専専専専らららら私私私私たたたたちちちちのののの頭頭頭頭のののの中中中中ではではではでは経済経済経済経済財財財財、、、、おおおお金金金金にににに換換換換算算算算できるできるできるできる価値価値価値価値としてとしてとしてとして認識認識認識認識されていたわけされていたわけされていたわけされていたわけですですですです。。。。だだだだがががが、、、、生生生生態系態系態系態系がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん壊壊壊壊されるされるされるされる中中中中でででで改改改改めてめてめてめて認識認識認識認識されてきたことがありますされてきたことがありますされてきたことがありますされてきたことがあります。。。。それそれそれそれはははは非非非非貨幣貨幣貨幣貨幣的的的的価値価値価値価値のののの大大大大切切切切さですさですさですさです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空空空空気気気気、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは私私私私たたたたちちちちがががが生生生生活活活活していくのにしていくのにしていくのにしていくのにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい適適適適度度度度なななな温度温度温度温度、、、、こういったものはこういったものはこういったものはこういったものは生生生生態系態系態系態系があってがあってがあってがあって初初初初めてめてめてめて守守守守られてられてられてられているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。特特特特にににに森森森森はははは空空空空気気気気をきれいにしをきれいにしをきれいにしをきれいにし、、、、水水水水もきれいなものにしてくれるわけですもきれいなものにしてくれるわけですもきれいなものにしてくれるわけですもきれいなものにしてくれるわけですねねねね。。。。有有有有害害害害物質物質物質物質をををを固固固固定定定定化化化化しししし、、、、大大大大気気気気中中中中からからからから分分分分離離離離してくれるしてくれるしてくれるしてくれる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地球地球地球地球のののの温度温度温度温度、、、、私私私私たたたたちちちちがががが生生生生活活活活していくためにしていくためにしていくためにしていくために適適適適度度度度なななな温度温度温度温度がががが必必必必要要要要ですがですがですがですが、、、、それもそれもそれもそれも森森森森によってによってによってによって保保保保たれているたれているたれているたれている、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、生生生生態系態系態系態系のののの果果果果たすたすたすたす役役役役割割割割はははは大大大大きいきいきいきい。。。。そういうそういうそういうそういう非非非非貨幣貨幣貨幣貨幣的的的的なななな価値価値価値価値というものがというものがというものがというものが今見今見今見今見直直直直されてきていされてきていされてきていされてきているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私たたたたちちちちがががが快適快適快適快適なななな生生生生活活活活をををを維維維維持持持持っするためにはっするためにはっするためにはっするためには、、、、生生生生態系態系態系態系をこれをこれをこれをこれ以以以以上上上上壊壊壊壊してはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけない。。。。生生生生態系態系態系態系をををを何何何何としてもとしてもとしてもとしても全全全全体的体的体的体的にににに保保保保存存存存していくしていくしていくしていく。。。。これがこれがこれがこれが 2 つつつつ目目目目のののの条件条件条件条件ですですですですねねねね。。。。 

3 つつつつ目目目目がががが、、、、未未未未来来来来世代世代世代世代のののの利利利利益益益益配慮配慮配慮配慮ですですですです。。。。私私私私たたたたちちちち現代世代現代世代現代世代現代世代がががが資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使ってってってって未未未未来来来来世代世代世代世代にににに資源資源資源資源をををを残残残残さなけれさなけれさなけれさなければばばば、、、、未未未未来来来来世代世代世代世代はははは資源資源資源資源がががが使使使使えずえずえずえず、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をををを送送送送ることができませんることができませんることができませんることができません。。。。有有有有害害害害物質物質物質物質をををを排排排排出出出出しししし続続続続けれけれけれければばばば、、、、次次次次のののの世代世代世代世代のののの人人人人たたたたちちちちのののの生生生生活環境活環境活環境活環境はははは悪悪悪悪化化化化してしまいますしてしまいますしてしまいますしてしまいます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、以以以以上上上上のののの三三三三つのつのつのつの条件条件条件条件をををを満満満満たすことがたすことがたすことがたすことが必必必必要要要要ですですですです。。。。現在現在現在現在のののの温暖化温暖化温暖化温暖化によるによるによるによる気候変気候変気候変気候変動動動動のののの脅威脅威脅威脅威はまさにはまさにはまさにはまさに私私私私たたたたちちちちがががが持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを失失失失ってしまったためにってしまったためにってしまったためにってしまったために起起起起こってきこってきこってきこってきたものでたものでたものでたものであるわけですあるわけですあるわけですあるわけです。。。。 人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史をををを振振振振りりりり返返返返るとるとるとると長長長長いいいい歳歳歳歳月月月月、、、、人人人人間間間間とととと環境環境環境環境はははは両両両両立立立立していましたしていましたしていましたしていました。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、大自大自大自大自然然然然界界界界にににに囲囲囲囲まれてまれてまれてまれて人人人人間間間間社会社会社会社会がががが存存存存在在在在していたことをしていたことをしていたことをしていたことを示示示示していますしていますしていますしています。。。。人人人人間間間間社会社会社会社会はははは自自自自然然然然界界界界からさまからさまからさまからさまざざざざ食食食食糧糧糧糧をををを調調調調達達達達しししし生生生生活活活活にににに必必必必要要要要なななな資源資源資源資源をををを掘掘掘掘りりりり起起起起こしてこしてこしてこして、、、、製品製品製品製品をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、生生生生活活活活のののの利利利利便便便便性性性性、、、、物物物物的的的的豊豊豊豊かかかかさをさをさをさを追求追求追求追求してきましたしてきましたしてきましたしてきました。、。、。、。、大自大自大自大自然然然然にににに対対対対してしてしてして人人人人間間間間社会社会社会社会がそれがそれがそれがそれほほほほどどどど大大大大きくなかったためにきくなかったためにきくなかったためにきくなかったために、、、、自自自自然然然然界界界界からさまからさまからさまからさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出してもしてもしてもしても自自自自然然然然ははははビビビビクともしませんでしたクともしませんでしたクともしませんでしたクともしませんでした。。。。またまたまたまた、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会がががが排排排排出出出出したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを自自自自然然然然界界界界にににに戻戻戻戻してもしてもしてもしても、、、、自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力がががが大大大大きかったためきかったためきかったためきかったため、、、、一一一一定定定定のののの時時時時間間間間がががが過過過過ぎぎぎぎれれれればばばば元元元元通通通通りのりのりのりの健健健健全全全全なななな自自自自然然然然がががが戻戻戻戻ってきたってきたってきたってきた。。。。このこのこのこの時時時時代代代代はははは、、、、ワンワンワンワンウウウウェイェイェイェイ型型型型のライフスタイルがのライフスタイルがのライフスタイルがのライフスタイルが特特特特にににに問問問問題題題題になるようなことはありませんでしたになるようなことはありませんでしたになるようなことはありませんでしたになるようなことはありませんでした。。。。 しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、あるあるあるある段階段階段階段階からからからから、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり過過過過ぎぎぎぎてしまいてしまいてしまいてしまい、、、、逆逆逆逆にににに自自自自然然然然界界界界をををを押押押押しつしつしつしつぶぶぶぶすようになりましたすようになりましたすようになりましたすようになりました。。。。それがそれがそれがそれが現代社会現代社会現代社会現代社会ですですですです。。。。もともともともともともともともと自自自自然然然然がががが母母母母でででで、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会はははは
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そのそのそのその子子子子供供供供であったわけですがであったわけですがであったわけですがであったわけですが、、、、気気気気がついてみるとがついてみるとがついてみるとがついてみると、、、、子子子子供供供供がががが大大大大暴暴暴暴れしてれしてれしてれして、、、、親親親親をををを足足足足蹴蹴蹴蹴にしてにしてにしてにして踏踏踏踏みつけてしまっているみつけてしまっているみつけてしまっているみつけてしまっている、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況がががが起起起起こってきてこってきてこってきてこってきて、、、、サステナサステナサステナサステナビビビビリリリリテテテティィィィ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性がががが壊壊壊壊れてしまったわけですれてしまったわけですれてしまったわけですれてしまったわけです。。。。 いつからいわゆるいつからいわゆるいつからいわゆるいつからいわゆる環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こってきたかということこってきたかということこってきたかということこってきたかということですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、一一一一般般般般的的的的にはにはにはには、、、、産産産産業業業業革命革命革命革命以降以降以降以降ということになりますということになりますということになりますということになります。。。。だだだだがががが、、、、今日今日今日今日のようにのようにのようにのように環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが深深深深刻刻刻刻化化化化しししし、、、、資源資源資源資源がががが枯渇枯渇枯渇枯渇するようになってきたのはするようになってきたのはするようになってきたのはするようになってきたのは、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに昔昔昔昔まででさかのまででさかのまででさかのまででさかのぼぼぼぼるるるる必必必必要要要要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。戦後戦後戦後戦後のののの 1950年年年年からからからから 2000 年年年年までのまでのまでのまでの半半半半世世世世紀紀紀紀がががが問問問問題題題題ですですですです。。。。このこのこのこの半半半半世世世世紀紀紀紀はははは膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代といわれといわれといわれといわれ、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会がががが極極極極端端端端にににに肥肥肥肥大化大化大化大化してしまったしてしまったしてしまったしてしまった時時時時代代代代ですですですです。。。。このこのこのこの膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代をををを経経経経てててて地球地球地球地球のののの限限限限界界界界があらわになってきがあらわになってきがあらわになってきがあらわになってきたということになるわけですたということになるわけですたということになるわけですたということになるわけです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、1950 年年年年からからからから 2000 年年年年までのまでのまでのまでの最最最最近近近近のののの半半半半世世世世紀紀紀紀、、、、どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが起起起起こってきたのでしこってきたのでしこってきたのでしこってきたのでしょょょょうかうかうかうか。。。。幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの経済指経済指経済指経済指標標標標でででで見見見見てみましてみましてみましてみましょょょょうううう。。。。例例例例ええええばばばば、、、、人口人口人口人口はははは 1950 年年年年段階段階段階段階ではまではまではまではまだだだだ 25 億億億億人人人人だだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。それがそれがそれがそれが 2000 年年年年にはにはにはには 61億億億億人人人人になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。現在現在現在現在 67億億億億人人人人にまでにまでにまでにまで増増増増えているそうですえているそうですえているそうですえているそうですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、世界世界世界世界のののの GDP、、、、国内総国内総国内総国内総生生生生産産産産はははは、、、、1950 年年年年にはまにはまにはまにはまだだだだ 3.8兆兆兆兆ドドドドルルルルだだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。それがそれがそれがそれが 2000 年年年年にはにはにはには 30.9兆兆兆兆ドドドドルルルル。。。。規規規規模模模模でででで 8.1倍倍倍倍にもにもにもにも膨膨膨膨れれれれ上上上上がってしまっがってしまっがってしまっがってしまったわけですたわけですたわけですたわけです。。。。石石石石油油油油のののの消消消消費量費量費量費量、、、、1950 年年年年にはにはにはには 38億億億億バレバレバレバレルルルル。。。。それがそれがそれがそれが 2000 年年年年にはにはにはには 276億億億億バレバレバレバレルルルル。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど 7.3倍倍倍倍。。。。GDP がががが 8.1倍倍倍倍ですからですからですからですから、、、、GDP がががが増増増増えるのとえるのとえるのとえるのとほほほほぼぼぼぼ平平平平行行行行してしてしてして石石石石油油油油のののの消消消消費量費量費量費量がががが増増増増えていっているわけですえていっているわけですえていっているわけですえていっているわけです。。。。発発発発電電電電量量量量 1.5億億億億キキキキロロロロリリリリットルがットルがットルがットルが 32.4億億億億キキキキロワットロワットロワットロワット。。。。21倍倍倍倍ですですですですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから小小小小麦麦麦麦のののの生生生生産産産産、、、、1.4億億億億トンからトンからトンからトンから 5.8億億億億トントントントン、、、、4.1倍倍倍倍ですですですです。。。。こういうこういうこういうこういう形形形形でででで、、、、最最最最近近近近のののの半半半半世世世世紀紀紀紀、、、、
50 年年年年のののの間間間間にににに、、、、大大大大量量量量のエネルギーとのエネルギーとのエネルギーとのエネルギーと資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって私私私私たたたたちちちちはははは便便便便利利利利でででで豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげたたたたわけですわけですわけですわけです。。。。 人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史はははは大体大体大体大体 500万万万万年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前にさかのにさかのにさかのにさかのぼぼぼぼることができますることができますることができますることができます。。。。過去過去過去過去半半半半世世世世紀紀紀紀、、、、1950 年年年年からからからから 2000 年年年年のののの間間間間にににに人類人類人類人類はははは、、、、人類人類人類人類がそれまでがそれまでがそれまでがそれまで消消消消費費費費してきたしてきたしてきたしてきた全全全全資源資源資源資源のののの 8割割割割からからからから 8割割割割 5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらいをををを集集集集中中中中的的的的にににに使使使使ったとったとったとったと言言言言われているわけですわれているわけですわれているわけですわれているわけです。。。。わずかわずかわずかわずか 50 年年年年のののの間間間間にににに資源資源資源資源のののの 8割割割割からからからから 8割割割割 5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使ってしってしってしってしまったというまったというまったというまったという、、、、異異異異常常常常なななな膨膨膨膨張張張張をををを見見見見せたわけですせたわけですせたわけですせたわけです。。。。このこのこのこの結結結結果果果果さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな弊弊弊弊害害害害がががが起起起起こってくるわけですこってくるわけですこってくるわけですこってくるわけです。。。。 ななななぜぜぜぜ膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代がががが起起起起こったかというとこったかというとこったかというとこったかというと、、、、そのそのそのその裏裏裏裏にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの人口人口人口人口増増増増加加加加がありますがありますがありますがあります。。。。わわわわずかずかずかずか 50 年年年年でででで人口人口人口人口がががが 2.4倍倍倍倍、、、、GDP がががが 8.1倍倍倍倍、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで経済活動経済活動経済活動経済活動をををを拡大拡大拡大拡大させてきたさせてきたさせてきたさせてきた結結結結果果果果、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあるようなさまいてあるようなさまいてあるようなさまいてあるようなさまざざざざまなまなまなまな地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題がががが発発発発生生生生してきたわけですしてきたわけですしてきたわけですしてきたわけです。。。。温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊のののの問問問問題題題題、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろありますありますありますあります。。。。 地球地球地球地球にあるにあるにあるにある資源資源資源資源がどのくらいがどのくらいがどのくらいがどのくらい使使使使われてきたかということをわれてきたかということをわれてきたかということをわれてきたかということを示示示示したのがこのしたのがこのしたのがこのしたのがこの図図図図ですですですです。。。。これこれこれこれはははは、、、、全全全全体体体体がががが 100％％％％。。。。全全全全体体体体というのはというのはというのはというのは地球地球地球地球全全全全体体体体ですですですです。。。。地球地球地球地球全全全全体体体体のののの資源資源資源資源のののの埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量をををを 100 としたとしたとしたとした場場場場合合合合にににに、、、、そのそのそのその何何何何％％％％がががが使使使使われているかわれているかわれているかわれているか示示示示したのがしたのがしたのがしたのが黒黒黒黒いいいい部部部部分分分分ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、水水水水銀銀銀銀とかとかとかとか、、、、銀銀銀銀とかとかとかとか、、、、スズとかスズとかスズとかスズとか鉛鉛鉛鉛、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの金金金金属属属属はははは埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量のうのうのうのうちちちちのののの 7 割割割割以以以以上上上上がががが発発発発掘掘掘掘されてされてされてされて、、、、使使使使われてしまっていわれてしまっていわれてしまっていわれてしまっているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。だだだだからもうからもうからもうからもう地地地地下下下下にはこれらのにはこれらのにはこれらのにはこれらの資源資源資源資源はあまりありませんはあまりありませんはあまりありませんはあまりありません。。。。それからそれからそれからそれから、、、、銅銅銅銅のののの場場場場合合合合にはもうにはもうにはもうにはもう 50％％％％近近近近くがくがくがくが発発発発掘掘掘掘されてされてされてされて使使使使われてしまっているわけですわれてしまっているわけですわれてしまっているわけですわれてしまっているわけです。。。。鉄鉄鉄鉄はははは、、、、無無無無限限限限にあるとにあるとにあるとにあると思思思思わわわわれていたわけですけれどもれていたわけですけれどもれていたわけですけれどもれていたわけですけれども、、、、それでもそれでもそれでもそれでも 3 割割割割ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われてしまっているわけですわれてしまっているわけですわれてしまっているわけですわれてしまっているわけです。。。。金金金金属属属属資源資源資源資源はははは地地地地下下下下にまにまにまにまだだだだいっいっいっいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると皆皆皆皆さんがおさんがおさんがおさんがお思思思思いになっているとすれいになっているとすれいになっているとすれいになっているとすればばばば、、、、それはそれはそれはそれは間違間違間違間違いでいでいでいでありませんありませんありませんありません。。。。それそれそれそれほほほほどどどど激激激激しくしくしくしく使使使使ってしまったということになるわけですってしまったということになるわけですってしまったということになるわけですってしまったということになるわけです。。。。 このこのこのこの図図図図はははは、「、「、「、「地球地球地球地球限限限限界界界界時時時時代代代代のののの経済経済経済経済領領領領域域域域」」」」をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。このグラフのことをこのグラフのことをこのグラフのことをこのグラフのことを自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線というというというというふふふふうにうにうにうに呼呼呼呼んでいるわけですんでいるわけですんでいるわけですんでいるわけです。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸はははは、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度というというというというふふふふううううにににに考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、横横横横軸軸軸軸はははは自自自自然然然然のののの利用利用利用利用量量量量をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。B 点点点点がががが環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度
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ですですですです。。。。生生生生態系態系態系態系がががが崩壊崩壊崩壊崩壊しないしないしないしないぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりのりのりのりの限限限限度度度度、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは有有有有害害害害物質物質物質物質をををを浄浄浄浄化化化化するするするする自自自自然然然然のののの力力力力のののの限限限限度度度度、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

B点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界をををを見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。B点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界はははは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどど生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん上上上上昇昇昇昇しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ自自自自然然然然をををを開発開発開発開発してしてしてして、、、、農農農農業業業業をするをするをするをする、、、、工場工場工場工場をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、道路道路道路道路をををを敷敷敷敷くくくく、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道をををを敷敷敷敷くくくく、、、、そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、自自自自然然然然をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん開発開発開発開発するするするする。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使うううう。。。。石石石石油油油油、、、、鉄鉄鉄鉄、、、、銅銅銅銅、、、、こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを使使使使ってさまってさまってさまってさまざざざざまなまなまなまな製品製品製品製品をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるるるる。。。。それによってそれによってそれによってそれによって生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん右右右右肩肩肩肩上上上上がりでがりでがりでがりで上上上上がるがるがるがる世界世界世界世界、、、、これがこれがこれがこれが B点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界ですですですです。。。。このこのこのこの世界世界世界世界はははは、、、、実実実実はははは私私私私たたたたちちちちがこれまでながこれまでながこれまでながこれまでなじじじじんできたんできたんできたんできた世界世界世界世界ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界をををを見見見見るとるとるとると、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどど、、、、今今今今度度度度はははは自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん落落落落下下下下しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度をををを超超超超してしてしてして自自自自然然然然をををを過剰過剰過剰過剰にににに利用利用利用利用すれすれすれすればばばば、、、、かえってかえってかえってかえって生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん低低低低下下下下してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。私私私私たたたたちちちちはははは今今今今ややややＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界のののの
C点近点近点近点近くにいるというくにいるというくにいるというくにいるというふふふふうにうにうにうに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

C のののの満満満満足足足足度度度度はははは W1 でででで表表表表現現現現されていますされていますされていますされています。。。。それにそれにそれにそれに対対対対しししし B点点点点のののの満満満満足足足足度度度度はははは W0 ですですですです。。。。C点点点点のののの生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はははは B 点点点点のののの満満満満足足足足度度度度よりもよりもよりもよりも低低低低くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。どうしてそういうどうしてそういうどうしてそういうどうしてそういう現現現現象象象象がががが起起起起こってくこってくこってくこってくるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのそのそのその理理理理由由由由はははは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。自自自自然然然然をををを過剰過剰過剰過剰にににに使使使使いいいい過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、有有有有害害害害物質物質物質物質をををを過剰過剰過剰過剰にににに自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出するするするする経済経済経済経済をををを続続続続けれけれけれければばばば、、、、公公公公害害害害がががが発発発発生生生生すすすするるるる、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化のようなのようなのようなのような地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん起起起起こってくるこってくるこってくるこってくる。。。。またまたまたまた、、、、私私私私たたたたちちちちにににに安安安安ららららぎぎぎぎをををを与与与与えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる森林森林森林森林もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん減減減減少少少少しているしているしているしている。。。。そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの相乗相乗相乗相乗効効効効果果果果としてとしてとしてとして、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側ではではではでは、、、、自自自自然然然然をををを使使使使ええええばばばば使使使使ううううほほほほどどどどむむむむししししろろろろ生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はははは落落落落ちちちちてくるわけですてくるわけですてくるわけですてくるわけです。。。。私私私私たたたたちちちちはこのはこのはこのはこの B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界にににに今今今今いるというわいるというわいるというわいるというわけですけですけですけです。。。。だだだだからからからから、、、、これからはこれからはこれからはこれからは B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界でででで自自自自然然然然といかにといかにといかにといかに折折折折りりりり合合合合ってってってって生生生生きていくかときていくかときていくかときていくかということをいうことをいうことをいうことを考考考考えていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけですえていかなくてはいけないわけです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線がががが教教教教ええええているようにているようにているようにているように、、、、私私私私たたたたちちちちはこれはこれはこれはこれ以以以以上上上上もうもうもうもう自自自自然然然然をををを利用利用利用利用するのはするのはするのはするのは極力極力極力極力控控控控えようえようえようえよう。。。。使使使使うううう場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、できるできるできるできるだだだだけいけいけいけいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら自自自自然然然然をををを利用利用利用利用していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうということになるうということになるうということになるうということになるわけですわけですわけですわけです。。。。そういうそういうそういうそういう世界世界世界世界にににに私私私私たたたたちちちちはははは住住住住んでいるわけですんでいるわけですんでいるわけですんでいるわけです。。。。 このこのこのこの図図図図はははは今今今今のののの自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線にストックというにストックというにストックというにストックという概概概概念念念念をををを入入入入れたものですれたものですれたものですれたものです。。。。ストックというストックというストックというストックというのはのはのはのは、、、、製品製品製品製品、、、、社会資本社会資本社会資本社会資本などのなどのなどのなどの蓄蓄蓄蓄積積積積量量量量のことですのことですのことですのことです。。。。B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界はまはまはまはまだだだだストックがストックがストックがストックが非常非常非常非常にににに不不不不足足足足しているしているしているしている世界世界世界世界ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日日日日本本本本をををを考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばば明明明明らかなようにらかなようにらかなようにらかなように、、、、戦戦戦戦争争争争でででで住宅住宅住宅住宅とかとかとかとか、、、、生生生生活活活活必必必必需品需品需品需品、、、、さらにさらにさらにさらに工場工場工場工場、、、、道路道路道路道路やややや鉄道鉄道鉄道鉄道などのさまなどのさまなどのさまなどのさまざざざざまなまなまなまな社会資本社会資本社会資本社会資本がががが失失失失われわれわれわれてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。、。、。、。、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界はははは大大大大変変変変なストックなストックなストックなストック不不不不足足足足のののの社会社会社会社会にににに陥陥陥陥っていたわけですっていたわけですっていたわけですっていたわけです。。。。ストックストックストックストック不不不不足足足足をををを解解解解消消消消するためのするためのするためのするための唯唯唯唯一一一一のののの方方方方法法法法はははは、、、、フローをどんどんフローをどんどんフローをどんどんフローをどんどん増増増増えしていくわけですえしていくわけですえしていくわけですえしていくわけです。。。。フローというのはフローというのはフローというのはフローというのは、、、、1 年年年年間間間間にににに新新新新たにつくりたにつくりたにつくりたにつくり出出出出されるされるされるされる新新新新しいしいしいしい付付付付加加加加価値価値価値価値ですですですです。。。。GDP（（（（国内総国内総国内総国内総生生生生産産産産））））はフローのはフローのはフローのはフローの代代代代表表表表的的的的なななな指指指指標標標標ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックをストックをストックをストックを増増増増ややややすためにはすためにはすためにはすためには高高高高度成度成度成度成長長長長がががが必必必必要要要要でしたでしたでしたでした。。。。高高高高度成度成度成度成長長長長をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というワンというワンというワンというワンウウウウェイェイェイェイ型型型型のののの経済経済経済経済システムがシステムがシステムがシステムが最最最最もももも合合合合理理理理的的的的であったわけですであったわけですであったわけですであったわけです。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことでででで、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日日日日本本本本はははは、、、、B点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界でででで、、、、足足足足りないストックをりないストックをりないストックをりないストックを増増増増ややややすためにすためにすためにすために GDP をどんどをどんどをどんどをどんどんんんん増増増増ややややすすすす高高高高度成度成度成度成長政策長政策長政策長政策がとられましたがとられましたがとられましたがとられました。。。。 

  一方一方一方一方、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界はははは、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にににに直面直面直面直面したしたしたした世界世界世界世界ではあるわけですけれどもではあるわけですけれどもではあるわけですけれどもではあるわけですけれども、、、、今今今今ややややストックがストックがストックがストックが十十十十分分分分蓄蓄蓄蓄積積積積されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。住宅住宅住宅住宅、、、、自動自動自動自動車車車車、、、、家家家家のののの中中中中のののの家電家電家電家電製品製品製品製品、、、、どれももどれももどれももどれももういっういっういっういっぱぱぱぱいいいい、、、、必必必必要要要要なものはなものはなものはなものはほほほほとんどとんどとんどとんど手手手手にににに入入入入っていますっていますっていますっています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界でででではははは、、、、B 点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界とととと違違違違ってってってって、、、、既既既既にににに存存存存在在在在しているストックをいかにうまくしているストックをいかにうまくしているストックをいかにうまくしているストックをいかにうまく利用利用利用利用していくしていくしていくしていくかということがかということがかということがかということが必必必必要要要要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。ストックをうまくストックをうまくストックをうまくストックをうまく利用利用利用利用することによってすることによってすることによってすることによって新規新規新規新規のののの資源資源資源資源投投投投入入入入
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をををを極力極力極力極力抑抑抑抑えていくえていくえていくえていく新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済をつくりをつくりをつくりをつくり出出出出していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要要要要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。ストッストッストッストックをうまクをうまクをうまクをうまくくくく活用活用活用活用していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めることがめることがめることがめることが必必必必要要要要ですですですです。。。。 

  資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めるということはどういうことかといいますとめるということはどういうことかといいますとめるということはどういうことかといいますとめるということはどういうことかといいますと、、、、資源資源資源資源をををを節節節節約約約約するといするといするといするということにうことにうことにうことに尽尽尽尽きるわけですきるわけですきるわけですきるわけです。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というワンというワンというワンというワンウウウウェイェイェイェイ型型型型のののの経済経済経済経済シスシスシスシステムはテムはテムはテムは、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、資源資源資源資源のののの多多多多消消消消費費費費にににに支支支支えられたえられたえられたえられた経済経済経済経済システムですがシステムですがシステムですがシステムですが、、、、それにそれにそれにそれに代代代代わってわってわってわって適適適適正正正正生生生生産産産産、、、、適正適正適正適正消消消消費費費費、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという円円円円形形形形といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、循環形循環形循環形循環形のののの経済経済経済経済システムをシステムをシステムをシステムをつくることによってつくることによってつくることによってつくることによって資源資源資源資源をををを効率的効率的効率的効率的にににに使使使使うことがうことがうことがうことが可能可能可能可能になってくるわけですになってくるわけですになってくるわけですになってくるわけです。。。。使使使使いいいい捨捨捨捨てててて製品製品製品製品ををををややややめてめてめてめて、、、、寿命寿命寿命寿命のののの長長長長いいいい製品製品製品製品をををを開発開発開発開発するするするする。。。。重重重重厚厚厚厚長長長長大型大型大型大型のののの技術技術技術技術をををを軽薄軽薄軽薄軽薄短小短小短小短小型型型型のののの技術技術技術技術にににに置置置置きききき換換換換ええええるるるる、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めることによってストックのめることによってストックのめることによってストックのめることによってストックの有効活用有効活用有効活用有効活用がががが可能可能可能可能になってくるということになるわけですになってくるということになるわけですになってくるということになるわけですになってくるということになるわけです。。。。 

  B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界でストックをでストックをでストックをでストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するためにはするためにはするためにはするためには、、、、製品製品製品製品のライフサイクルのライフサイクルのライフサイクルのライフサイクル全全全全体体体体をををを視視視視野野野野にいれることがにいれることがにいれることがにいれることが必必必必要要要要ですですですです。。。。製品製品製品製品をををを上上上上流流流流、、、、中中中中流流流流、、、、下下下下流流流流というというというというふふふふうにうにうにうに分分分分けてけてけてけて考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、まずまずまずまず上上上上流流流流のののの製製製製造造造造業業業業ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまでベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをアをアをアを使使使使ったったったった大大大大量量量量生生生生産方産方産方産方式式式式をををを止止止止めめめめ、、、、注注注注文文文文によによによによってってってって生生生生産産産産するするするする新新新新しいシステムにしいシステムにしいシステムにしいシステムに切切切切りかえていくことがりかえていくことがりかえていくことがりかえていくことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。既既既既にににに日日日日本本本本のののの製製製製造造造造業業業業のののの中中中中ではではではでは注注注注文文文文生生生生産方産方産方産方式式式式がががが急急急急速速速速にににに普普普普及及及及していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその代代代代表表表表ががががセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式ですですですです。。。。セセセセルというルというルというルというのはのはのはのは細細細細胞胞胞胞というというというという意意意意味味味味ですですですです。。。。1人人人人からからからから 5人人人人ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいがチチチチームをつくってームをつくってームをつくってームをつくって、、、、注注注注文文文文にににに応応応応じじじじてててて弾弾弾弾力的力的力的力的にににに製品製品製品製品をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく生生生生産産産産システムですシステムですシステムですシステムです。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産だだだだとととと、、、、売売売売れれれれ残残残残ったったったった製品製品製品製品はははは大大大大量量量量在在在在庫庫庫庫となっとなっとなっとなってててて、、、、ややややがてがてがてがて廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして捨捨捨捨てられますてられますてられますてられますねねねね。。。。しかししかししかししかし、、、、注注注注文文文文生生生生産産産産でででで物物物物をつくれをつくれをつくれをつくればばばば、、、、余余余余分分分分なななな製品製品製品製品をつくらないでをつくらないでをつくらないでをつくらないで済済済済むむむむわけですわけですわけですわけです。。。。注注注注文文文文にににに応応応応じじじじたものたものたものたものだだだだけをつくるけをつくるけをつくるけをつくる。。。。そういうそういうそういうそういう生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかわることによってかわることによってかわることによってかわることによって資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めていくことができるということですめていくことができるということですめていくことができるということですめていくことができるということです。。。。B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、もうもうもうもう大大大大量量量量にににに物物物物をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要要要要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。ストックストックストックストックがががが磨滅磨滅磨滅磨滅したりしたりしたりしたり消消消消滅滅滅滅してししてししてししてしまったときにまったときにまったときにまったときに、、、、それをそれをそれをそれを補補補補充充充充するするするする程程程程度度度度にににに新新新新品品品品をつくっていけをつくっていけをつくっていけをつくっていけばばばばよいよいよいよい世界世界世界世界ですですですです。。。。 次次次次にににに中中中中流流流流部門部門部門部門ですですですです。。。。このこのこのこの分野分野分野分野ではではではでは、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用していくためのさましていくためのさましていくためのさましていくためのさまざざざざまなサーまなサーまなサーまなサービビビビスがスがスがスが必必必必要要要要になってくるということになりますになってくるということになりますになってくるということになりますになってくるということになります。。。。それからそれからそれからそれから下下下下流流流流部門部門部門部門はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理、、、、いわゆいわゆいわゆいわゆるるるる静脈静脈静脈静脈産業産業産業産業部門部門部門部門ですですですです。。。。このこのこのこの製製製製造造造造業業業業部門部門部門部門からからからから流流流流通通通通・・・・消消消消費費費費部門部門部門部門、、、、廃棄物部門廃棄物部門廃棄物部門廃棄物部門をををを通通通通してしてしてして有有有有機機機機的的的的ににににストックのストックのストックのストックの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを図図図図っていくとことがっていくとことがっていくとことがっていくとことが新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済システムへのシステムへのシステムへのシステムへの道道道道につながっていくわにつながっていくわにつながっていくわにつながっていくわけですけですけですけです。。。。 

  ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの上上上上流流流流部門部門部門部門であるであるであるである製製製製造造造造業業業業ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドははははリデュリデュリデュリデュースですースですースですースです。。。。ごごごごみのみのみのみの発発発発生生生生をををを上上上上流流流流部部部部門門門門でででで抑抑抑抑制制制制することがすることがすることがすることが大大大大切切切切ですですですです。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産からからからから注注注注文文文文生生生生産産産産にににに切切切切りかえりかえりかえりかえていくということによってていくということによってていくということによってていくということによって、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になるものをになるものをになるものをになるものを、、、、いわいわいわいわばばばば製製製製造造造造段階段階段階段階でできるでできるでできるでできるだだだだけけけけ少少少少なくすなくすなくすなくすることがることがることがることが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。 

  中中中中流流流流部門部門部門部門ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドははははリリリリユユユユースですースですースですースです。。。。ここではここではここではここでは、、、、ストックとしてストックとしてストックとしてストックとして存存存存在在在在するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな既既既既存存存存品品品品をうまくをうまくをうまくをうまく活用活用活用活用していくしていくしていくしていく。。。。修修修修理理理理、、、、リリリリフォームフォームフォームフォーム、、、、中中中中古古古古市市市市場場場場、、、、リリリリース・ース・ース・ース・レレレレンタルンタルンタルンタル、、、、ママママッッッッチチチチングングングング、、、、ESCO 事業事業事業事業、、、、総合総合総合総合 IT システムサーシステムサーシステムサーシステムサービビビビスススス、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドド、、、、ググググリリリリーンーンーンーン融融融融資資資資、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな形形形形でででで、、、、既既既既にににに存存存存在在在在しているストックをうまくしているストックをうまくしているストックをうまくしているストックをうまく利用利用利用利用していくためのしていくためのしていくためのしていくための仕仕仕仕掛掛掛掛けがけがけがけが必必必必要要要要になってくるわになってくるわになってくるわになってくるわけですけですけですけです。。。。     たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業というのはというのはというのはというのは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく皆皆皆皆様様様様方方方方はははは製製製製造造造造業業業業をををを代代代代表表表表するするするする産業産業産業産業というというというというふふふふううううにおにおにおにお考考考考ええええだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業をよくをよくをよくをよく見見見見るとるとるとると大分大分大分大分いますいますいますいます。。。。このこのこのこの図図図図はははは 2004年現在年現在年現在年現在のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業のののの売売売売りりりり上上上上げげげげ規規規規模模模模ですですですです。。。。35 兆兆兆兆円円円円ありますありますありますあります。。。。そのそのそのその中中中中でででで新新新新車車車車のののの売売売売りりりり上上上上げげげげはははは全全全全体体体体のののの 31％％％％にすにすにすにすぎぎぎぎませんませんませんません。。。。残残残残りのりのりのりの 7割割割割はサーはサーはサーはサービビビビスススス部門部門部門部門のののの売売売売りりりり上上上上げげげげですですですです。。。。既既既既にににに存存存存在在在在しているしているしているしている既既既既存存存存品品品品のののの自動自動自動自動車車車車をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ長長長長くくくく使使使使うううう。。。。アフターサーアフターサーアフターサーアフターサービビビビスというのはスというのはスというのはスというのは修修修修理部門理部門理部門理部門ですですですです。。。。それかそれかそれかそれか
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らららら中中中中古古古古車車車車というのはというのはというのはというのは、、、、ままままだだだだ使使使使えるえるえるえる車車車車、、、、自分自分自分自分ではあきてしまったけどではあきてしまったけどではあきてしまったけどではあきてしまったけど、、、、ほほほほかのかのかのかの人人人人にはにはにはには気気気気にににに入入入入ってもらえるようなってもらえるようなってもらえるようなってもらえるような、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中古古古古市市市市場場場場でででで車車車車をををを売売売売るるるる。。。。またまたまたまた、、、、修修修修理理理理をするためにはをするためにはをするためにはをするためには保保保保険険険険、、、、ああああるいはるいはるいはるいは自動自動自動自動車車車車をををを買買買買うためにはうためにはうためにはうためには自動自動自動自動車車車車ローンローンローンローン、、、、こういうものもこういうものもこういうものもこういうものも必必必必要要要要ですですですです。。。。こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、今今今今やややや日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はははは 7 割割割割がサーがサーがサーがサービビビビスススス部門部門部門部門のののの売売売売りりりり上上上上げげげげでででで成成成成りりりり立立立立っているわけでっているわけでっているわけでっているわけですすすす。。。。現在現在現在現在日日日日本本本本にはストックとしてのにはストックとしてのにはストックとしてのにはストックとしての自動自動自動自動車車車車がががが 7,500万台万台万台万台ありますありますありますあります。。。。そのそのそのその 7,500万台万台万台万台をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用することでですることでですることでですることでで日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業はがはがはがはが成成成成りりりり立立立立っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 年年年年間間間間のののの自動自動自動自動車車車車のののの新新新新車車車車販売販売販売販売台数台数台数台数というのはというのはというのはというのは今今今今大体大体大体大体 600 万台万台万台万台弱弱弱弱ですですですです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして年年年年間間間間のののの廃廃廃廃車台数車台数車台数車台数はははは約約約約 500 万台万台万台万台ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、日日日日本本本本のののの新新新新車車車車販売販売販売販売台数台数台数台数ののののほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが今今今今やややや買買買買いかえでいかえでいかえでいかえで賄賄賄賄われているわれているわれているわれている状態状態状態状態ですですですです。。。。新新新新車車車車のののの販売販売販売販売台数台数台数台数 600 万台万台万台万台弱弱弱弱からからからから、、、、５５５５００００００００万台万台万台万台をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた約約約約 100万台万台万台万台がががが新規新規新規新規のののの需需需需要要要要増増増増ですですですです。。。。そのそのそのその部部部部分分分分はははは、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業全全全全体体体体からからからから見見見見れれれればばばば大大大大したことではありましたことではありましたことではありましたことではありませんせんせんせん。。。。このようなこのようなこのようなこのような視視視視点点点点からみれからみれからみれからみればばばば、、、、自動自動自動自動車車車車産業産業産業産業もももも今今今今やややや製製製製造造造造業業業業というよりもサーというよりもサーというよりもサーというよりもサービビビビスススス業業業業をををを代代代代表表表表するするするする産業産業産業産業になっているということですになっているということですになっているということですになっているということです。。。。 

  ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの下下下下流流流流部門部門部門部門ののののキキキキーワーーワーーワーーワードドドドががががリリリリサイクルですサイクルですサイクルですサイクルです。。。。これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんおなさんおなさんおなさんおなじじじじみのみのみのみのことでことでことでことで、、、、様様様様々々々々ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業がががが育育育育ってきていますってきていますってきていますってきています。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの地域社会地域社会地域社会地域社会はどうあるはどうあるはどうあるはどうあるべべべべきでしきでしきでしきでしょょょょうかうかうかうか。。。。これはこれはこれはこれは次次次次ののののパネルパネルパネルパネルデデデディィィィススススカカカカッションのッションのッションのッションの話話話話題題題題にもなっていますにもなっていますにもなっていますにもなっています。。。。ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの地域社会地域社会地域社会地域社会はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには地地地地産地消産地消産地消産地消、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でとれたものはできるでとれたものはできるでとれたものはできるでとれたものはできるだだだだけそのけそのけそのけその地域地域地域地域でででで利用利用利用利用しまししまししまししましょょょょうといううといううといううという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。。。。。それからそれからそれからそれから、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、そのそのそのその地域地域地域地域がががが必必必必要要要要とするエネルギーはできるとするエネルギーはできるとするエネルギーはできるとするエネルギーはできるだだだだけそのけそのけそのけその地域地域地域地域でででで調調調調達達達達しまししまししまししましょょょょうううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環、、、、そのそのそのその地域地域地域地域がががが出出出出したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はできるはできるはできるはできるだだだだけそけそけそけそのののの地域地域地域地域でででで処処処処理理理理しまししまししまししましょょょょうううう。。。。このこのこのこの三三三三つのつのつのつの要要要要素素素素、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地域地域地域地域循環循環循環循環をををを新新新新しいしいしいしいビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして育育育育てていくことがてていくことがてていくことがてていくことが必必必必要要要要ですですですですねねねね。。。。 

  地域地域地域地域にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろなななな自自自自然然然然のストックがのストックがのストックがのストックが存存存存在在在在ししししていますていますていますています。。。。景色景色景色景色とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは伝統的伝統的伝統的伝統的なななな住住住住宅宅宅宅、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは街街街街のののの様子様子様子様子、、、、おおおお祭祭祭祭りりりり、、、、そういったそういったそういったそういった地域地域地域地域にににに存存存存在在在在しているしているしているしている自自自自然然然然ストックストックストックストック、、、、長長長長年年年年引引引引きききき継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた文化文化文化文化にににに付付付付加加加加価値価値価値価値をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、それをそれをそれをそれを地域地域地域地域のののの売売売売りりりり物物物物にしていくにしていくにしていくにしていく、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことがこれからこれからこれからこれから必必必必要要要要になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますいますいますいます。。。。もうもうもうもう既既既既にこのにこのにこのにこの庄内町庄内町庄内町庄内町のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、旧旧旧旧立立立立川川川川町町町町のようのようのようのようにににに、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電でででで日日日日本本本本全全全全体体体体にににに知名知名知名知名度度度度をををを高高高高めているめているめているめているケケケケースがりますースがりますースがりますースがります。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、地域地域地域地域にににに根根根根差差差差したさましたさましたさましたさまざざざざまなストックまなストックまなストックまなストック（（（（景色景色景色景色やややや文化文化文化文化のののの伝統伝統伝統伝統））））にににに新新新新しいしいしいしい付付付付加加加加価値価値価値価値をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、それがそれがそれがそれが地域地域地域地域ののののビビビビジネスにもなるジネスにもなるジネスにもなるジネスにもなる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域におにおにおにお金金金金をもたらすようにするをもたらすようにするをもたらすようにするをもたらすようにする。。。。景観景観景観景観のののの維維維維持持持持・・・・復復復復元元元元、、、、ここここういったこともこれからうまくういったこともこれからうまくういったこともこれからうまくういったこともこれからうまく利用利用利用利用することによってさますることによってさますることによってさますることによってさまざざざざまなおまなおまなおまなお金金金金をををを地域地域地域地域にもたらしてにもたらしてにもたらしてにもたらしてくれるくれるくれるくれるだろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。立立立立川川川川町町町町がががが強強強強風風風風にににに嘆嘆嘆嘆くくくくだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、逆逆逆逆転転転転のののの発想発想発想発想でででで、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電にににに結結結結びつけたびつけたびつけたびつけた知知知知恵恵恵恵者者者者がいたわけですがいたわけですがいたわけですがいたわけです。。。。これからもこれからもこれからもこれからも地地地地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちのののの知知知知恵恵恵恵でででで新新新新しいしいしいしい価価価価値値値値どんどんをどんどんをどんどんをどんどんを作作作作りりりり出出出出してしてしてしてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  最最最最後後後後にゼロエミッションについてにゼロエミッションについてにゼロエミッションについてにゼロエミッションについて、、、、触触触触れたとれたとれたとれたと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たたたたちちちちがががが国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションフォーラムがョンフォーラムがョンフォーラムがョンフォーラムが主主主主張張張張していることはしていることはしていることはしていることは、、、、単単単単なるなるなるなる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの循環循環循環循環ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない企業企業企業企業経経経経営営営営をするためにをするためにをするためにをするために、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの概概概概念念念念をををを広広広広げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ゼロエミッションというとゼロエミッションというとゼロエミッションというとゼロエミッションというと、、、、下下下下流流流流部部部部門門門門でのでのでのでの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの資源化資源化資源化資源化手法手法手法手法とととと誤解誤解誤解誤解されがされがされがされがちちちちですがですがですがですが、、、、そうではありませんそうではありませんそうではありませんそうではありません。。。。製品製品製品製品のライフサのライフサのライフサのライフサイクルをイクルをイクルをイクルを通通通通してしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指したしたしたした運運運運動動動動ですですですです。。。。 

  地球地球地球地球をををを破壊破壊破壊破壊したのはしたのはしたのはしたのは人人人人間間間間でありでありでありであり、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、地球地球地球地球のののの再再再再生生生生もももも人人人人間間間間がががが責責責責任任任任をををを持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばばなりませんなりませんなりませんなりません。。。。ゴゴゴゴアさんはアさんはアさんはアさんは「「「「不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実」」」」のののの中中中中でででで、、、、不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実にににに向向向向きききき合合合合うううう勇勇勇勇気気気気をををを持持持持とうとうとうとう
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とととと呼呼呼呼びかけていますびかけていますびかけていますびかけています。。。。これをこれをこれをこれを私私私私のののの話話話話のののの最最最最後後後後ののののメメメメッッッッセセセセージにージにージにージに代代代代えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだいでいでいでいで、、、、基調基調基調基調講講講講演演演演をををを締締締締めくくらせていためくくらせていためくくらせていためくくらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  入入入入りりりり口口口口のとこのとこのとこのところろろろでででで私私私私のののの『『『『環境環境環境環境再再再再生生生生とととと日日日日本経済本経済本経済本経済』』』』というというというという本本本本をををを販売販売販売販売させてもらっていますさせてもらっていますさせてもらっていますさせてもらっています。。。。書書書書店店店店でででで 735円円円円でででで売売売売っているっているっているっている本本本本をををを、、、、600円円円円というというというという著著著著者者者者割割割割引引引引でででで販売販売販売販売をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば、、、、私私私私がサインをさせていたがサインをさせていたがサインをさせていたがサインをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 （（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

   司司司司会会会会 

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

  それではそれではそれではそれでは、、、、このこのこのこの後後後後はははは、、、、約約約約 10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてみましてみましてみまして、、、、3時時時時 25 分分分分ごろごろごろごろからからからから、「、「、「、「エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」をテーをテーをテーをテーママママにパネルにパネルにパネルにパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、大大大大ホホホホールールールール隣隣隣隣ののののホホホホワイエにはワイエにはワイエにはワイエには、、、、山形県山形県山形県山形県のののの地球温暖化防止啓発地球温暖化防止啓発地球温暖化防止啓発地球温暖化防止啓発パネルとパネルとパネルとパネルと、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町やややや周辺周辺周辺周辺でのでのでのでの新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー活用活用活用活用のパネルをのパネルをのパネルをのパネルを展展展展示示示示しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ごごごごらんくらんくらんくらんくだだだださいさいさいさい。。。。またまたまたまた、、、、ごごごご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました山山山山根様根様根様根様とととと三橋様三橋様三橋様三橋様がががが執筆執筆執筆執筆されましたされましたされましたされました書書書書籍籍籍籍ももももホホホホワイエでワイエでワイエでワイエで販売販売販売販売しておりますしておりますしておりますしております。。。。ぜぜぜぜひひひひおおおお求求求求めいためいためいためいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごご活用活用活用活用くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

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

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」ををををテーテーテーテーママママにいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、パパパパネルネルネルネルディディディディススススカカカカッションのパネッションのパネッションのパネッションのパネリリリリストストストスト、、、、そしてそしてそしてそしてココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずはパネまずはパネまずはパネまずはパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様からからからからごごごご紹介紹介紹介紹介してまいりまししてまいりまししてまいりまししてまいりましょょょょうううう。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治自治自治自治体体体体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、世界自世界自世界自世界自然保護然保護然保護然保護基基基基金金金金ジジジジャャャャパンパンパンパン自自自自然保然保然保然保護室護室護室護室・・・・気候変気候変気候変気候変動動動動プログラムプログラムプログラムプログラム担当担当担当担当特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問、、、、鮎鮎鮎鮎川川川川ゆりかゆりかゆりかゆりか様様様様ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、東北芸東北芸東北芸東北芸術術術術工工工工科大学科大学科大学科大学建建建建築築築築・・・・環境環境環境環境デザデザデザデザインインインイン学科学科学科学科准准准准教授教授教授教授、、、、三浦秀三浦秀三浦秀三浦秀一一一一様様様様ですですですです。。。。よよよよろろろろしくしくしくしくおおおお願願願願いいいいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町長長長長、、、、原原原原田田田田眞眞眞眞樹様樹様樹様樹様ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  以以以以上上上上、、、、パネパネパネパネリリリリストはストはストはストは 4 人人人人のののの方方方方々々々々ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日ののののココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、東北公益東北公益東北公益東北公益文文文文科科科科大学大学大学大学公益公益公益公益学学学学部長部長部長部長、、、、大大大大歳恒彦様歳恒彦様歳恒彦様歳恒彦様ですですですです。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここからのここからのここからのここからの進進進進行行行行はははは、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの大大大大歳様歳様歳様歳様におにおにおにお任任任任せいたしますせいたしますせいたしますせいたします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。前前前前半半半半のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい映映映映像像像像をををを見見見見せていたせていたせていたせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、若干皆若干皆若干皆若干皆さんおさんおさんおさんお疲疲疲疲れかとれかとれかとれかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、10 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい押押押押しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、終了終了終了終了のののの時時時時間間間間はははは 5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい予定予定予定予定よよよよりおくれるかもしれませんけれどもりおくれるかもしれませんけれどもりおくれるかもしれませんけれどもりおくれるかもしれませんけれども、、、、そのくらいでということでそのくらいでということでそのくらいでということでそのくらいでということで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  テーテーテーテーママママといたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、「、「、「、「エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地産地産地産地消地消地消地消でででで資源循環資源循環資源循環資源循環とととと地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止」」」」というこというこというこということでとでとでとで、、、、非常非常非常非常にににに欲欲欲欲張張張張ったったったった、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろたくさんのことをたくさんのことをたくさんのことをたくさんのことを一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていくということなんですえていくということなんですえていくということなんですえていくということなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ぜひぜひぜひぜひ庄内町庄内町庄内町庄内町というというというという地域地域地域地域のののの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かしたかしたかしたかしたディディディディススススカカカカッションッションッションッション、、、、アアアアウウウウトプットがでトプットがでトプットがでトプットができれきれきれきればばばばいいのかなといういいのかなといういいのかなといういいのかなというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、どうどうどうどうぞごぞごぞごぞご協力協力協力協力、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしたいしたいしたいしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。後後後後ほほほほどどどど、、、、時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばば、、、、会会会会場場場場のののの方方方方からもからもからもからもごごごご質問質問質問質問などをなどをなどをなどを受受受受けさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだききききたいというたいというたいというたいというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。 

  先先先先ほほほほどのどのどのどの基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演ではではではでは、、、、山山山山根根根根先先先先生生生生からはからはからはからは主主主主にジにジにジにジャャャャーナーナーナーナリリリリステステステスティィィィックなックなックなックな立立立立場場場場とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、そういうそういうそういうそういうごごごご発言発言発言発言がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろありましたありましたありましたありました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からはからはからはからは、、、、経済学経済学経済学経済学的的的的なななな視視視視点点点点からからからから環境環境環境環境問問問問題題題題についてのいについてのいについてのいについてのいろろろろいいいいろろろろななななごごごご発言発言発言発言があったかとがあったかとがあったかとがあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに有有有有意意意意義義義義ななななごごごご意見意見意見意見だだだだったとったとったとったと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生にはにはにはには引引引引きききき続続続続ききききごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいておりますけいておりますけいておりますけいておりますけれどもれどもれどもれども、、、、後後後後ほほほほどまとめのどまとめのどまとめのどまとめの部部部部分分分分でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろととととごごごご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、ひひひひとまずとまずとまずとまず鮎川鮎川鮎川鮎川さんさんさんさん、、、、三浦三浦三浦三浦さんさんさんさん、、、、それからそれからそれからそれから原原原原田田田田さんさんさんさん、、、、こういうこういうこういうこういう順順順順番番番番でででで、、、、自自自自己己己己紹介紹介紹介紹介をををを兼兼兼兼ねねねねてててて、、、、まずまずまずまず今今今今どんなどんなどんなどんなようなことをおようなことをおようなことをおようなことをお考考考考ええええでいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃるかるかるかるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容等内容等内容等内容等ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をまずをまずをまずをまずおおおお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、鮎川鮎川鮎川鮎川さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 鮎川鮎川鮎川鮎川特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問 
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  どうもどうもどうもどうも、、、、ききききょょょょうはおうはおうはおうはお招招招招きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、立立立立川川川川町町町町、、、、ままままだだだだ合合合合併併併併するするするする前前前前のののの時時時時代代代代のタテのタテのタテのタテババババヤヤヤヤシシシシ町町町町長長長長さんのときからこのさんのときからこのさんのときからこのさんのときからこの立立立立川川川川町町町町にはにはにはには何何何何回回回回もももも足足足足をををを運運運運んでおりんでおりんでおりんでおりましてましてましてまして、、、、館館館館林林林林前前前前町町町町長長長長さんにはさんにはさんにはさんには、、、、WWF のののの主催主催主催主催したグしたグしたグしたグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のシンのシンのシンのシンポポポポジジジジウウウウムにムにムにムに出出出出ていたていたていたていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、WWF とととと共共共共催催催催でででで、、、、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに関関関関するするするする国際国際国際国際シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムをムをムをムを開開開開かせていかせていかせていかせていたたたただだだだいていていていて、、、、オオオオランダランダランダランダからからからから電電電電力会社力会社力会社力会社のののの方方方方をををを一一一一緒緒緒緒にににに連連連連れてこれてこれてこれてこちちちちらにらにらにらに参参参参ったこともありますったこともありますったこともありますったこともあります。。。。ななななのでのでのでので、、、、非常非常非常非常にににに久久久久ししししぶぶぶぶりでりでりでりで、、、、楽楽楽楽しみにしておりましたしみにしておりましたしみにしておりましたしみにしておりました。。。。 

  （（（（スライスライスライスライドドドドをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）     WWF についてまとめてあるについてまとめてあるについてまとめてあるについてまとめてある 1 枚枚枚枚、、、、世界最大世界最大世界最大世界最大のののの自自自自然保護然保護然保護然保護団体団体団体団体というというというというふふふふうにうにうにうに自自自自称称称称しておりしておりしておりしておりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、6 つのつのつのつの活動活動活動活動テーテーテーテーママママがありましてがありましてがありましてがありまして、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化はそのはそのはそのはその 1 つでありますがつでありますがつでありますがつでありますが、、、、そのそのそのそのほほほほかかかかにににに、、、、種種種種のののの保全保全保全保全とかとかとかとか、、、、森林森林森林森林、、、、淡淡淡淡水水水水、、、、川川川川・・・・河河河河川川川川とかとかとかとか、、、、あとあとあとあと海洋海洋海洋海洋プログラムプログラムプログラムプログラム、、、、それからそれからそれからそれから化学化学化学化学物質物質物質物質がありますがありますがありますがあります。。。。WWF ジジジジャャャャパンはパンはパンはパンは、、、、1971 年年年年にににに設立設立設立設立されてされてされてされて、、、、そしてそしてそしてそして今今今今現在現在現在現在 3万万万万 5,000人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのササササポポポポーターーターーターーターやややや企業企業企業企業のののの支支支支援援援援によってによってによってによって成成成成りりりり立立立立っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  私私私私はははは、、、、WWF ののののグローグローグローグローババババルなルなルなルな気候変気候変気候変気候変動動動動チチチチームームームームのののの一一一一員員員員ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここではここではここではここでは究極的究極的究極的究極的なななな目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生もももも言及言及言及言及なさったなさったなさったなさった、、、、地球地球地球地球のののの平均平均平均平均気気気気温温温温のののの上上上上昇昇昇昇をををを産業産業産業産業革命前革命前革命前革命前からからからから比比比比べべべべてててて 2 度度度度未満未満未満未満にににに抑抑抑抑えるということをえるということをえるということをえるということを究極的究極的究極的究極的なななな目目目目標標標標にしてにしてにしてにして活動活動活動活動しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化についてはについてはについてはについては、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、私私私私ののののほほほほうはうはうはうは簡単簡単簡単簡単にににに、、、、ゴゴゴゴアさアさアさアさんのんのんのんの『『『『不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実』』』』がががが去去去去年年年年ヒヒヒヒットしたわけですけれどもットしたわけですけれどもットしたわけですけれどもットしたわけですけれども、、、、それをそれをそれをそれを裏裏裏裏づづづづけるけるけるける科学的科学的科学的科学的根根根根拠拠拠拠としてとしてとしてとして IPCC というというというという、、、、科学科学科学科学者者者者がががが 2,000人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集まったまったまったまった国連国連国連国連気候気候気候気候変変変変動動動動政府政府政府政府間間間間パネルといパネルといパネルといパネルというのがありましてうのがありましてうのがありましてうのがありまして、、、、そそそそこがこがこがこが今今今今年年年年にににに入入入入ってからってからってからってから次次次次々々々々とととと、、、、第第第第 4 次次次次評価評価評価評価報告書報告書報告書報告書をををを発発発発表表表表しておりましておりましておりましておりますのですのですのですので、、、、それをそれをそれをそれを簡単簡単簡単簡単ににににごごごご説明説明説明説明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、2 月月月月のののの最最最最初初初初にににに、、、、第第第第 1作作作作業業業業グループグループグループグループ、、、、ワーワーワーワーキキキキンググループンググループンググループンググループ 1 というとこというとこというとこというところろろろがががが、、、、既既既既にににに温温温温暖化暖化暖化暖化はははは起起起起きていてきていてきていてきていて、、、、これはこれはこれはこれは人人人人間間間間活動活動活動活動によるものによるものによるものによるものだだだだということをということをということをということを断断断断定定定定しましたしましたしましたしました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、過去過去過去過去 100 年年年年にににに世界世界世界世界のののの平均平均平均平均気気気気温温温温はははは 0.74 度度度度上上上上昇昇昇昇してしまったということとしてしまったということとしてしまったということとしてしまったということと、、、、それからそれからそれからそれから、、、、2030 年年年年まではまではまではまでは、、、、10 年年年年当当当当たりたりたりたり 0.2 度度度度ずつずつずつずつ上上上上昇昇昇昇していくしていくしていくしていくだろだろだろだろうということがうということがうということがうということが挙挙挙挙げげげげられていますられていますられていますられています。。。。これこれこれこれをををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、2030 年年年年までにはまでにはまでにはまでには 1.14 度度度度上上上上がってしまうということががってしまうということががってしまうということががってしまうということが予予予予測測測測されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。ささささっきっきっきっき言言言言ったったったった 2 度度度度ということからということからということからということから考考考考えるとえるとえるとえると、、、、2 度度度度にににに対対対対するするするする差差差差というのがというのがというのがというのが非常非常非常非常にににに小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって、、、、
2 度度度度未満未満未満未満にににに抑抑抑抑えることがえることがえることがえることが非常非常非常非常にににに難難難難しいというしいというしいというしいという状況状況状況状況がががが明明明明らかになったわけですらかになったわけですらかになったわけですらかになったわけです。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、10年年年年でででで 0.2 度度度度ということなんですけれどもということなんですけれどもということなんですけれどもということなんですけれども、、、、植植植植物物物物にににに関関関関してしてしてして言言言言うとうとうとうと、、、、植植植植物物物物がががが適適適適応応応応できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲といといといというのがうのがうのがうのが 10 年年年年にににに 0.05℃℃℃℃というというというという域域域域だだだだとととと種種種種子子子子をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん北北北北ののののほほほほうにうにうにうに投投投投げげげげていってていってていってていって移移移移動動動動していくこしていくこしていくこしていくことができてとができてとができてとができて適適適適応応応応できるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれどもできるんですけれども、、、、0.2 度度度度というのがそれにというのがそれにというのがそれにというのがそれに比比比比べべべべていかにていかにていかにていかに加加加加速速速速的的的的にににに温暖温暖温暖温暖化化化化がががが進進進進んでいるかということのんでいるかということのんでいるかということのんでいるかということの証証証証明明明明になっていてになっていてになっていてになっていて、、、、多多多多くのくのくのくの植植植植物物物物がががが絶絶絶絶滅滅滅滅してしましてしましてしましてしまうのではなうのではなうのではなうのではないかということがいかということがいかということがいかということが予予予予測測測測されるわけですされるわけですされるわけですされるわけです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、4 月月月月にににに入入入入ってからってからってからってから第第第第 2作作作作業業業業グループというとこグループというとこグループというとこグループというところろろろがががが、、、、どんなどんなどんなどんな影響影響影響影響があるかというがあるかというがあるかというがあるかというようなことをようなことをようなことをようなことを発発発発表表表表したんですけれどもしたんですけれどもしたんですけれどもしたんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは現在現在現在現在からからからから何何何何度度度度上上上上がるかというがるかというがるかというがるかという指指指指標標標標になってになってになってになっているのでいるのでいるのでいるので、、、、産業産業産業産業革命前革命前革命前革命前からにするとからにするとからにするとからにすると 0.5 度度度度プラスしなくプラスしなくプラスしなくプラスしなくちちちちゃゃゃゃならないわけですならないわけですならないわけですならないわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私がががが赤赤赤赤いいいい線線線線をををを引引引引いたとこいたとこいたとこいたところろろろがががが、、、、産業産業産業産業革命前革命前革命前革命前からからからから 2 度度度度のとこのとこのとこのところろろろのののの線線線線なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、このこのこのこの線線線線をををを引引引引くまでもなくくまでもなくくまでもなくくまでもなく、、、、気気気気温温温温上上上上昇昇昇昇とともにとともにとともにとともに数数数数億億億億人人人人単単単単位位位位のののの水水水水不不不不足足足足人口人口人口人口がががが発発発発生生生生したりしたりしたりしたり、、、、種種種種のののの 30％％％％もももも絶絶絶絶滅滅滅滅してしまうしてしまうしてしまうしてしまうリリリリスクがあったりスクがあったりスクがあったりスクがあったり、、、、サンサンサンサンゴゴゴゴがががが白白白白化化化化してしてしてして死滅死滅死滅死滅してしまうということがしてしまうということがしてしまうということがしてしまうということが全全全全球球球球的的的的にににに起起起起きるきるきるきる。。。。そしてそしてそしてそして、、、、洪洪洪洪水水水水、、、、暴暴暴暴風雨風雨風雨風雨などがなどがなどがなどが強大化強大化強大化強大化するとかするとかするとかするとか、、、、感感感感染症染症染症染症などなどなどなど、、、、ヒヒヒヒトへのトへのトへのトへの影響影響影響影響もももも起起起起きてきてきてきて、、、、熱熱熱熱波波波波とかとかとかとか、、、、そういうようなことによってそういうようなことによってそういうようなことによってそういうようなことによって死亡死亡死亡死亡するするするする人人人人がががが増増増増えるというようなことがえるというようなことがえるというようなことがえるというようなことが挙挙挙挙げげげげられていますられていますられていますられています。。。。 
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  こういうこういうこういうこういう、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化がががが急急急急速速速速にににに進進進進んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、とめられないようなとめられないようなとめられないようなとめられないような、、、、非常非常非常非常にににに恐恐恐恐ろろろろしいしいしいしい状況状況状況状況になになになになっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれどもっているんですけれども、、、、第第第第 3 作作作作業業業業グループがグループがグループがグループが 5 月月月月のののの最最最最初初初初にににに発発発発表表表表されましてされましてされましてされまして、、、、これによりこれによりこれによりこれによりますとますとますとますと、、、、ままままだだだだ 2 度度度度にににに抑抑抑抑えられるえられるえられるえられる可能可能可能可能性性性性はあるということがこのシナはあるということがこのシナはあるということがこのシナはあるということがこのシナリオリオリオリオ 1 でででで示示示示されていまされていまされていまされていますすすす。。。。オレオレオレオレンジでンジでンジでンジで囲囲囲囲ったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、これこれこれこれだだだだとととと、、、、今今今今からすからすからすからすぐぐぐぐにににに削減削減削減削減をををを始始始始めてめてめてめて、、、、排排排排出出出出量量量量ののののピピピピークークークーク――――――――ピピピピークというのはークというのはークというのはークというのは、、、、今今今今からからからから 0 にしたとしてもにしたとしてもにしたとしてもにしたとしても、、、、今今今今までまでまでまで排排排排出出出出したしたしたした分分分分でどんどんでどんどんでどんどんでどんどん排排排排出出出出量量量量がががが上上上上がっていくのでがっていくのでがっていくのでがっていくので、、、、それをそれをそれをそれを抑抑抑抑えるためにもえるためにもえるためにもえるためにも今今今今からからからから削減削減削減削減がががが必必必必要要要要なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども――――――――それをそれをそれをそれを 2015 年年年年にににに持持持持っていくっていくっていくっていく、、、、そしてそれそしてそれそしてそれそしてそれ以以以以後後後後にににに大大大大幅幅幅幅にににに削減削減削減削減していくとしていくとしていくとしていくと、、、、2050 年年年年までにまでにまでにまでに 50からからからから 85％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい削減削減削減削減することによってすることによってすることによってすることによって、、、、気気気気温温温温上上上上昇昇昇昇をををを 2 度度度度にににに抑抑抑抑えられるえられるえられるえられる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。ですですですですからからからから、、、、ままままだだだだ間間間間にににに合合合合うということをうということをうということをうということを第第第第 3作作作作業業業業部部部部会会会会はははは示示示示したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、図図図図にするとにするとにするとにすると、、、、2015 年年年年のとこのとこのとこのところろろろににににピピピピークがあってークがあってークがあってークがあって、、、、そしてそのままそしてそのままそしてそのままそしてそのまま減減減減少少少少方方方方向向向向にににに向向向向かわせるとかわせるとかわせるとかわせると 2050 年年年年のとこのとこのとこのところろろろでででで排排排排出出出出量量量量ががががちちちちょょょょうどうどうどうど現在現在現在現在のののの半半半半分分分分にににに、、、、赤赤赤赤いいいい線線線線になっていくというになっていくというになっていくというになっていくということをことをことをことを示示示示していますしていますしていますしています。。。。 

  一方一方一方一方、、、、日日日日本本本本なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、90 年年年年レレレレベベベベルからルからルからルから 6％％％％をををを削減削減削減削減しなくしなくしなくしなくちちちちゃゃゃゃいけないのがいけないのがいけないのがいけないのが京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書でででで定定定定められているんですけれどもめられているんですけれどもめられているんですけれどもめられているんですけれども、、、、2005 年度年度年度年度のののの排排排排出出出出量量量量はははは＋＋＋＋7.8％％％％というというというという形形形形でででで、、、、90 年年年年レレレレベベベベルにルにルにルに比比比比べべべべてどんどんてどんどんてどんどんてどんどん増増増増えているわけですえているわけですえているわけですえているわけです。。。。減減減減少少少少方方方方向向向向にににに向向向向かっていないわけですかっていないわけですかっていないわけですかっていないわけです。。。。今今今今ではではではでは
7.8％％％％、、、、つまりさらにつまりさらにつまりさらにつまりさらに 13.8％％％％のののの削減削減削減削減がががが必必必必要要要要だだだだというというというというふふふふうになっていますうになっていますうになっていますうになっています。。。。 そのためにそのためにそのためにそのために、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書目目目目標標標標達達達達成成成成計画計画計画計画（（（（以以以以下下下下「「「「目目目目達達達達計画計画計画計画」）」）」）」）というのがというのがというのがというのが、、、、2005 年年年年にににに発効発効発効発効ししししたときにできたときにできたときにできたときにできたんですけどたんですけどたんですけどたんですけど、、、、こういったこういったこういったこういった目目目目標達標達標達標達成成成成計画計画計画計画やややや、、、、そのそのそのその前前前前にはにはにはには温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策推進大推進大推進大推進大綱綱綱綱というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、それでいそれでいそれでいそれでいろろろろいいいいろやろやろやろやってきたにもかかわらずってきたにもかかわらずってきたにもかかわらずってきたにもかかわらず、、、、全全全全くくくく減減減減少少少少方方方方向向向向にににに向向向向かってかってかってかっていないといういないといういないといういないという状況状況状況状況があがあがあがあるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、来来来来年年年年からからからから京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書がががが始始始始まるのにまるのにまるのにまるのに向向向向けてけてけてけて、、、、目目目目達達達達計画計画計画計画とととと言言言言うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、これをこれをこれをこれを見見見見直直直直しているしているしているしている状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。既既既既にににに昨昨昨昨年年年年 11 月月月月よりよりよりより
20 回回回回近近近近くくくく環境環境環境環境省省省省とととと経産経産経産経産省省省省がががが合合合合同同同同でででで会合会合会合会合をををを開開開開いていていていていていていていて、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生もそのもそのもそのもその委員委員委員委員のののの一一一一人人人人をなさっをなさっをなさっをなさっていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、ここでいここでいここでいここでいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、関係各関係各関係各関係各省省省省、、、、産業界産業界産業界産業界などのなどのなどのなどのヒヒヒヒアアアアリリリリングがングがングがングが行行行行われわれわれわれましたしましたしましたしましたし、、、、4 月月月月 17日日日日にそのにそのにそのにその論点論点論点論点整整整整理理理理がががが出出出出されされされされてパブてパブてパブてパブリリリリックックックックコメコメコメコメントにかけられましたントにかけられましたントにかけられましたントにかけられました。。。。これをもとにこれをもとにこれをもとにこれをもとに、、、、7 月月月月 25日日日日にはにはにはには中間中間中間中間取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ案案案案がががが出出出出されるというされるというされるというされるという予定予定予定予定があってがあってがあってがあって、、、、これをもとにこれをもとにこれをもとにこれをもとに 11 月月月月ごろごろごろごろ本本本本まとめまとめまとめまとめ、、、、そしてそしてそしてそして 12 月月月月にににに最最最最終終終終報報報報告告告告、、、、そしてこれがそしてこれがそしてこれがそしてこれが新新新新しいしいしいしい京京京京都都都都議議議議定定定定書目書目書目書目標達標達標達標達成成成成計画計画計画計画としてとしてとしてとして来来来来年年年年のののの 3 月月月月にににに閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定されるといされるといされるといされるというううう、、、、そういうそういうそういうそういう流流流流れになっているんですけれどもれになっているんですけれどもれになっているんですけれどもれになっているんですけれども、、、、現在現在現在現在のののの議議議議論論論論のののの状況状況状況状況をををを聞聞聞聞いていたりいていたりいていたりいていたり、、、、先先先先ほほほほどどどど話話話話したしたしたした論点論点論点論点整整整整理理理理をををを読読読読みますとみますとみますとみますと、、、、このこのこのこの見見見見直直直直しがしがしがしが極極極極めてめてめてめて不不不不十十十十分分分分であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに結論結論結論結論せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ませんませんませんません。。。。 というのもというのもというのもというのも、、、、大大大大幅幅幅幅にににに排排排排出出出出がががが増増増増えているにもかかわらずえているにもかかわらずえているにもかかわらずえているにもかかわらず、、、、今今今今までのまでのまでのまでの目目目目達達達達計画計画計画計画のののの延延延延長長長長線線線線上上上上のののの追追追追加加加加対策対策対策対策しかしかしかしか論論論論議議議議されていないんですされていないんですされていないんですされていないんです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが自主自主自主自主行行行行動動動動計画計画計画計画にににに委委委委ねねねねられていてられていてられていてられていて、、、、行行行行動動動動をををを促促促促すすすす経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境税税税税であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、私私私私たたたたちちちちがががが提提提提案案案案しているしているしているしている排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引みたみたみたみたいなものなんですけれどもいなものなんですけれどもいなものなんですけれどもいなものなんですけれども、、、、CO2 にににに価価価価格格格格をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、それをそれをそれをそれを削減削減削減削減したしたしたした人人人人はははは得得得得をするをするをするをする、、、、それをそれをそれをそれを売売売売ることによってることによってることによってることによって得得得得をすることができるというようなことをすることができるというようなことをすることができるというようなことをすることができるというようなこと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは削減削減削減削減することによっすることによっすることによっすることによってててて CO2 にかかるにかかるにかかるにかかるココココストをストをストをストを払払払払わなくてわなくてわなくてわなくて済済済済むむむむというようなものをというようなものをというようなものをというようなものを経済的経済的経済的経済的手法手法手法手法というんですけれというんですけれというんですけれというんですけれどもどもどもども、、、、そういったそういったそういったそういった仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが全全全全くくくく考考考考えられていないえられていないえられていないえられていない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大大大大規規規規模模模模排排排排出者出者出者出者からのからのからのからの削減削減削減削減量量量量をををを担担担担保保保保するするするする仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは、、、、経団連経団連経団連経団連のののの自主自主自主自主行行行行動動動動計画計画計画計画のみでのみでのみでのみで、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外のののの仕組仕組仕組仕組みがないみがないみがないみがない。。。。またまたまたまた、、、、家家家家庭庭庭庭部門部門部門部門やややや業業業業務部門務部門務部門務部門がががが大大大大幅幅幅幅にににに伸伸伸伸びているとびているとびているとびていると言言言言われてわれてわれてわれて悪悪悪悪者者者者にされているんですけれどもにされているんですけれどもにされているんですけれどもにされているんですけれども、、、、ここへここへここへここへのののの削減削減削減削減のインのインのインのインセセセセンテンテンテンティィィィブをブをブをブを与与与与えるえるえるえる施施施施策策策策もももも全全全全くないくないくないくない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、安安安安倍倍倍倍首首首首相相相相がががが「「「「1日日日日 1人人人人 1キキキキログログログログラムラムラムラム」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな国民国民国民国民運運運運動動動動ををををややややるとるとるとると言言言言っていてっていてっていてっていて、、、、国民国民国民国民運運運運動動動動でででで目目目目標達標達標達標達成成成成をするというをするというをするというをするというふふふふうにうにうにうに言言言言



 22

っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、産業界産業界産業界産業界でできないでできないでできないでできない削減削減削減削減をををを普普普普通通通通のののの人人人人のののの生生生生活活活活にににに押押押押しつけてしつけてしつけてしつけて責責責責任転任転任転任転嫁嫁嫁嫁しようとしているというしようとしているというしようとしているというしようとしているというふふふふうにうにうにうに考考考考ええええざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。事実事実事実事実、、、、最大最大最大最大排排排排出者出者出者出者であるであるであるである電気電気電気電気事業連事業連事業連事業連合会合会合会合会、、、、あとあとあとあと鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼連連連連盟盟盟盟はははは、、、、自主自主自主自主行行行行動動動動計画計画計画計画のののの目目目目標標標標すらすらすらすら達達達達成成成成できていないんですできていないんですできていないんですできていないんです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために海海海海外外外外からクからクからクからクレレレレジットをジットをジットをジットを買買買買ってきてってきてってきてってきて賄賄賄賄おうとおうとおうとおうと言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、委員委員委員委員のののの中中中中からはからはからはからは、、、、目目目目標達標達標達標達成成成成しなくてもいいしなくてもいいしなくてもいいしなくてもいい、、、、みたいなことまでみたいなことまでみたいなことまでみたいなことまで、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような発言発言発言発言すらすらすらすら出出出出てきていててきていててきていててきていて、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書にににに対対対対してしてしてして極極極極めてめてめてめて不不不不ままままじじじじめというめというめというめというふふふふうにうにうにうに言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。 私私私私たたたたちちちちはははは、、、、大大大大規規規規模模模模排排排排出者出者出者出者がががが、、、、つまりつまりつまりつまり一一一一番番番番排排排排出出出出しているとこしているとこしているとこしているところろろろなんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、それはそれはそれはそれは電電電電力力力力とととと産業産業産業産業部門部門部門部門なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、そこにそこにそこにそこに対対対対してはしてはしてはしてはキキキキャャャャップップップップ&トトトトレレレレーーーードドドド、、、、つまりつまりつまりつまり排排排排出出出出のののの上上上上限限限限をををを設設設設けてけてけてけて、、、、それよりそれよりそれよりそれより削減削減削減削減したしたしたした人人人人はははは削削削削減減減減したしたしたした分分分分をををを売売売売ることができるしることができるしることができるしることができるし、、、、それよそれよそれよそれよりりりり過剰過剰過剰過剰にににに排排排排出出出出してしてしてしてしまったしまったしまったしまった者者者者はどこはどこはどこはどこかかかかからからからから買買買買ってくれってくれってくれってくればばばばいいといういいといういいといういいという、、、、そういうそういうそういうそういう制制制制度度度度なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、これこれこれこれがががが一一一一番番番番効効効効果果果果的的的的でででで経済的経済的経済的経済的なななな手法手法手法手法だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえて、、、、このこのこのこの提提提提案案案案をををを 3 月月月月 5日日日日にににに発発発発表表表表ししししましたましたましたました。。。。ＷＷＷＷＷＷＷＷＦＦＦＦジジジジャャャャパンのパンのパンのパンのホホホホームームームームペペペページをージをージをージを見見見見れれれればばばばこれをダこれをダこれをダこれをダウウウウンローンローンローンロードドドドできますできますできますできます。。。。 これからこれからこれからこれから地域地域地域地域のののの話話話話にににに移移移移るんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった大大大大規規規規模模模模排排排排出者出者出者出者はははは、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも都都都都会会会会にににに集集集集中中中中しているわけではなくてしているわけではなくてしているわけではなくてしているわけではなくて、、、、工場工場工場工場がががが地方地方地方地方にあるにあるにあるにある場場場場合合合合がががが多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。地方地方地方地方にににに生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点をををを持持持持つとこつとこつとこつところろろろがたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますがたくさんあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、セメセメセメセメントントントント工工工工場場場場であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、アルミアルミアルミアルミ工工工工場場場場であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あとあとあとあと、、、、自動自動自動自動車車車車工工工工場場場場であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点、、、、つまりつまりつまりつまり工場工場工場工場がががが各地各地各地各地にににに分分分分散散散散しているわしているわしているわしているわけですけですけですけです。。。。ですからですからですからですから、、、、地方地方地方地方のののの排排排排出出出出量量量量がががが、、、、そういったそういったそういったそういった工場工場工場工場によってによってによってによって、、、、実際実際実際実際のののの生生生生活活活活レレレレベベベベルにルにルにルに比比比比べべべべるとかなりのるとかなりのるとかなりのるとかなりの量量量量のののの排排排排出出出出がががが出出出出ているということがありますているということがありますているということがありますているということがあります。。。。ですからですからですからですから、、、、地域地域地域地域とととと連連連連携携携携してしてしてして削減削減削減削減できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを考考考考えるえるえるえるべべべべききききだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこの提提提提案案案案のののの中中中中でででで、、、、ベベベベースラースラースラースラインインインイン&ククククレレレレジットといジットといジットといジットといってってってって、、、、中中中中小規小規小規小規模模模模のののの事業事業事業事業者者者者がががが削減削減削減削減したしたしたした分分分分をををを大大大大規規規規模模模模事業主事業主事業主事業主にににに売売売売ることがでることがでることがでることができるというきるというきるというきるという、、、、そういうそういうそういうそういう制制制制度度度度もももも提提提提案案案案していますしていますしていますしています。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、これからはこれからはこれからはこれからは地方分地方分地方分地方分権権権権のののの時時時時代代代代というというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  つまりつまりつまりつまり、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、ききききょょょょうのうのうのうの話話話話、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを地産地消地産地消地産地消地産地消でというテーでというテーでというテーでというテーママママにににに沿沿沿沿っっっったたたた話話話話なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、日日日日本本本本でのでのでのでの最大最大最大最大排排排排出部門出部門出部門出部門はははは電電電電力力力力部門部門部門部門でででで、、、、30％％％％。。。。このエネルギーのこのエネルギーのこのエネルギーのこのエネルギーの大大大大半半半半はははは捨捨捨捨てられているわけですてられているわけですてられているわけですてられているわけです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、一一一一次次次次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供供供供給給給給のうのうのうのうちちちち有効有効有効有効にににに利用利用利用利用されているされているされているされているのはのはのはのは 34％％％％でででで、、、、残残残残りはりはりはりは廃廃廃廃熱熱熱熱としてとしてとしてとして廃棄廃棄廃棄廃棄されているしされているしされているしされているし、、、、遠隔遠隔遠隔遠隔地地地地からからからから電気電気電気電気をををを送送送送電電電電しているのでしているのでしているのでしているので、、、、そのそのそのその送送送送電電電電ロスというのもありますロスというのもありますロスというのもありますロスというのもあります。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄されているされているされているされている熱熱熱熱をををを暖暖暖暖房房房房・・・・給湯給湯給湯給湯にににに使使使使ううううココココジェネジェネジェネジェネレレレレーシーシーシーションとかョンとかョンとかョンとか、、、、さらにさらにさらにさらに冷房冷房冷房冷房にもにもにもにも使使使使われるトライジェネわれるトライジェネわれるトライジェネわれるトライジェネレレレレーションみたいなものーションみたいなものーションみたいなものーションみたいなものだだだだとととと、、、、効率効率効率効率がががが 90％％％％までまでまでまで高高高高まりますまりますまりますまります。。。。風風風風力力力力、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、小小小小水水水水力力力力、、、、海洋海洋海洋海洋温度温度温度温度差差差差発発発発電電電電などのなどのなどのなどの自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギーでギーでギーでギーで地域地域地域地域のののの電電電電力力力力供供供供給給給給がががが行行行行われれわれれわれれわれればばばば、、、、燃燃燃燃料料料料はははは無無無無限限限限となりとなりとなりとなり、、、、遠隔遠隔遠隔遠隔地地地地からからからから送送送送るるるる送送送送電電電電もももも必必必必要要要要なくなくなくなくなってなってなってなって、、、、自自自自然然然然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーをベベベベースとしたースとしたースとしたースとした地域地域地域地域のののの地産地消地産地消地産地消地産地消ができるわけですができるわけですができるわけですができるわけです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、すすすすべべべべてのてのてのての工場工場工場工場、、、、事業事業事業事業所所所所、、、、家家家家屋屋屋屋――――――――家家家家屋屋屋屋にはにはにはにはソソソソーラーパネルーラーパネルーラーパネルーラーパネル――――――――ビビビビルもルもルもルもソソソソーラーラーラーラーパネルとかーパネルとかーパネルとかーパネルとか小小小小型型型型風風風風力発力発力発力発電電電電とかとかとかとか、、、、そしてそしてそしてそして車車車車両両両両はははは燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池自動自動自動自動車車車車などにするとなどにするとなどにするとなどにすると、、、、すすすすべべべべてのそてのそてのそてのそういったとこういったとこういったとこういったところろろろがががが発発発発電所電所電所電所になるわけですになるわけですになるわけですになるわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、地域地域地域地域でエネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギー自自自自給給給給ということがということがということがということができることになりますできることになりますできることになりますできることになります。。。。     それをそれをそれをそれを写写写写真真真真でででで示示示示すとすとすとすと、、、、一一一一番左番左番左番左にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは京京京京セセセセラのラのラのラの本社本社本社本社ビビビビルでルでルでルで、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光パネルでパネルでパネルでパネルで覆覆覆覆われてわれてわれてわれていますいますいますいます。。。。壁壁壁壁やややや屋屋屋屋根根根根だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、窓窓窓窓ガガガガラスからもラスからもラスからもラスからも発発発発電電電電できるパネルができるパネルができるパネルができるパネルが今今今今はありますのではありますのではありますのではありますので、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ビビビビルをルをルをルを全部全部全部全部太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルでネルでネルでネルで覆覆覆覆うことができるうことができるうことができるうことができる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその真真真真んんんん中中中中ににににあるのはあるのはあるのはあるのは、、、、葛葛葛葛巻巻巻巻町町町町にあるにあるにあるにある、、、、小小小小水水水水力力力力なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、右右右右側側側側にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは、、、、光光光光とととと風風風風をををを取取取取りりりり入入入入れれれれたたたた自自自自然然然然エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを活用活用活用活用したしたしたした環境環境環境環境住宅住宅住宅住宅、、、、それからそれからそれからそれから下下下下のののの左左左左にいきますとにいきますとにいきますとにいきますと、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用、、、、住宅住宅住宅住宅用用用用のののの燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池、、、、これでこれでこれでこれでややややるとるとるとると家家家家庭庭庭庭もももも発発発発電所電所電所電所になるになるになるになる。。。。これはこれはこれはこれは太陽太陽太陽太陽パネルとパネルとパネルとパネルと同時同時同時同時にににに、、、、同同同同じじじじ
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ようにようにようにように家家家家庭庭庭庭でででで発発発発電電電電ができるができるができるができるということになりますということになりますということになりますということになります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ちちちちょょょょっといいっといいっといいっといい写写写写真真真真がなかっがなかっがなかっがなかったのたのたのたのでででで、、、、これはこれはこれはこれは長長長長野県野県野県野県のののの飯田市飯田市飯田市飯田市ののののペペペペレレレレットットットット、、、、これはこれはこれはこれはババババイイイイオマオマオマオマスをたきスをたきスをたきスをたきぎぎぎぎにしたストーブなにしたストーブなにしたストーブなにしたストーブなんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、こういったこういったこういったこういった暖暖暖暖房房房房のののの仕仕仕仕方方方方があるがあるがあるがある。。。。それからそれからそれからそれから、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電がががが非常非常非常非常にににに有力有力有力有力であるであるであるであるということがということがということがということが言言言言えますえますえますえます。。。。 

  さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな地域地域地域地域でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行われているんですけれどもわれているんですけれどもわれているんですけれどもわれているんですけれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと代代代代表表表表的的的的なものなものなものなものだだだだけけけけ 4 つつつつピピピピックアップしたんですがックアップしたんですがックアップしたんですがックアップしたんですが、、、、東京東京東京東京都都都都、、、、高知高知高知高知県県県県、、、、岩岩岩岩手手手手県県県県葛葛葛葛巻巻巻巻町町町町、、、、そしてそしてそしてそして長長長長野野野野県飯田市県飯田市県飯田市県飯田市のののの取取取取りりりり組組組組みがあるんですけれどもみがあるんですけれどもみがあるんですけれどもみがあるんですけれども、、、、葛葛葛葛巻巻巻巻町町町町はははは近近近近くくくくだだだだしししし、、、、多多多多分分分分ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市もわりともわりともわりともわりと有有有有名名名名なのでなのでなのでなので、、、、ききききょょょょうはうはうはうは東京東京東京東京都都都都とととと高知高知高知高知県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだけけけけちちちちょょょょっっっっとととと触触触触れさせれさせれさせれさせていたていたていたていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  東京東京東京東京都都都都はははは、、、、国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引制制制制度度度度をををを導導導導入入入入しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。まずまずまずまず、、、、東京東京東京東京都都都都のののの目目目目標標標標としてとしてとしてとして、、、、2020 年年年年にににに 2000 年年年年比比比比 25％％％％削減削減削減削減をををを掲掲掲掲げげげげましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは 6 月月月月 1 日日日日にににに発発発発表表表表したものなしたものなしたものなしたものなんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、基本基本基本基本認識認識認識認識としてとしてとしてとして、、、、世界世界世界世界のののの平均平均平均平均気気気気温温温温をををを、、、、2 からからからから 3 度度度度になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうと大大大大変変変変ななななことになるということでことになるということでことになるということでことになるということで、、、、2 度度度度にににに抑抑抑抑えなくてはいけないということとえなくてはいけないということとえなくてはいけないということとえなくてはいけないということと、、、、2015 年年年年からからからから 2020 年年年年までのまでのまでのまでの間間間間にににに、、、、世界世界世界世界のののの CO2排排排排出出出出量量量量をををを減減減減少少少少方方方方向向向向にににに向向向向かわせなくてはいけないということをかわせなくてはいけないということをかわせなくてはいけないということをかわせなくてはいけないということを認識認識認識認識していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、企業企業企業企業にににに対対対対してはしてはしてはしては排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引をををを導導導導入入入入するしするしするしするし、、、、ググググリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力のののの購購購購入入入入促進促進促進促進というのをというのをというのをというのをややややっていましてっていましてっていましてっていまして、、、、そしてそしてそしてそして、、、、2020 年年年年までにまでにまでにまでに、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消消消消費費費費にににに占占占占めるめるめるめる再再再再生生生生可能可能可能可能エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー、、、、自自自自然然然然エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの割割割割合合合合をををを 20％％％％にににに高高高高めようとしていますめようとしていますめようとしていますめようとしています。。。。都都都都はははは、、、、購購購購入入入入電電電電力力力力のののの 5％％％％をををを自自自自然然然然エネルギーにするとしていますしエネルギーにするとしていますしエネルギーにするとしていますしエネルギーにするとしていますし、、、、都都都都のののの施設施設施設施設もももも、、、、購購購購入入入入電電電電力力力力のののの 5％％％％をグをグをグをグリリリリーンーンーンーン電電電電力力力力にしにしにしにしようとしていますようとしていますようとしていますようとしています。。。。建物建物建物建物もももも、、、、非常非常非常非常にににに性性性性能能能能のいいのいいのいいのいい、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー型型型型のののの建物建物建物建物をををを運運運運用用用用しようとししようとししようとししようとしていますしていますしていますしていますし、、、、自動自動自動自動車車車車にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、ハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドド車車車車などのなどのなどのなどの普及普及普及普及とととと低低低低燃費車燃費車燃費車燃費車利用利用利用利用ルールのルールのルールのルールの策策策策定定定定をしようとしていますをしようとしていますをしようとしていますをしようとしています。。。。 

  そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、ままままだちだちだちだちょょょょっとあまりっとあまりっとあまりっとあまり詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは決決決決まっていないのでまっていないのでまっていないのでまっていないので、、、、それにそれにそれにそれに東東東東京京京京都都都都はははは大大大大都都都都会会会会なのでなのでなのでなので、、、、ここのここのここのここの庄内庄内庄内庄内にはあまりにはあまりにはあまりにはあまりぴぴぴぴんとんとんとんと来来来来ないないないない話話話話だだだだとととと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、次次次次にににに高知高知高知高知県県県県にいきたにいきたにいきたにいきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  高知高知高知高知県県県県もももも、、、、山形県山形県山形県山形県とととと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、森林森林森林森林にににに非常非常非常非常にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた県県県県でででで、、、、ここではここではここではここでは、、、、前前前前からからからから排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引ををををややややりたいとりたいとりたいとりたいと言言言言ってってってって WWF ののののほほほほうにうにうにうに相相相相談談談談にににに来来来来ていたんですけれどもていたんですけれどもていたんですけれどもていたんですけれども、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ森林森林森林森林をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、そしてそしてそしてそして地域地域地域地域にあるにあるにあるにある工場工場工場工場のののの石石石石炭炭炭炭火火火火力発力発力発力発電電電電にににに間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを混混混混焼焼焼焼することによってすることによってすることによってすることによって石石石石炭炭炭炭のののの割割割割合合合合をををを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく、、、、そういうそういうそういうそういう削減削減削減削減方方方方法法法法ををををややややってもらいたいといってもらいたいといってもらいたいといってもらいたいといううううふふふふうにうにうにうに言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。特特特特にににに、、、、高知高知高知高知県県県県にはにはにはにはセメセメセメセメントントントント工場工場工場工場がたくさんあってがたくさんあってがたくさんあってがたくさんあって、、、、伸伸伸伸びびびび率率率率としとしとしとしてててて 90 年年年年比比比比 26％％％％もももも増増増増大大大大ししししちちちちゃゃゃゃっているっているっているっているんですんですんですんです。。。。そのうそのうそのうそのうちちちち最最最最もももも伸伸伸伸びびびび率率率率がががが多多多多いのはいのはいのはいのは家家家家庭庭庭庭なんですなんですなんですなんですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、次次次次にににに多多多多いのがいのがいのがいのが産業産業産業産業部門部門部門部門、、、、これがこれがこれがこれが国国国国全全全全体体体体とととと違違違違うんですうんですうんですうんです。。。。国国国国全全全全体体体体ではではではでは、、、、業業業業務部門務部門務部門務部門がががが一一一一番番番番多多多多くてくてくてくて、、、、次次次次がががが家家家家庭庭庭庭。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく 2 番番番番目目目目にににに多多多多いのがいのがいのがいのが産業産業産業産業部門部門部門部門でででで、、、、そしてそしてそしてそして工工工工業業業業プロプロプロプロセセセセスといスといスといスというのもうのもうのもうのも 23％％％％増増増増とととと、、、、非常非常非常非常にににに多多多多いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、県内県内県内県内ののののセメセメセメセメントントントント工場工場工場工場のののの存存存存在在在在がががが非常非常非常非常にににに大大大大ききききなななな要要要要因因因因となっていることがわかりますとなっていることがわかりますとなっていることがわかりますとなっていることがわかります。。。。高知高知高知高知県県県県はははは、、、、そういったそういったそういったそういった事業事業事業事業者者者者にににに対対対対してしてしてして間間間間伐伐伐伐材材材材利用利用利用利用をををを委委委委託託託託するというするというするというするという形形形形でででで補補補補助金助金助金助金をををを出出出出しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその事業事業事業事業者者者者はははは高知高知高知高知県県県県のののの中中中中からからからから間間間間伐伐伐伐材材材材をををを調調調調達達達達してしてしてして、、、、そのそのそのその間間間間伐伐伐伐材材材材をををを石石石石炭炭炭炭にににに入入入入れてれてれてれて、、、、そしてそしてそしてそして減減減減ったったったった石石石石炭炭炭炭分分分分のののの CO2排排排排出出出出量量量量にににに対対対対してしてしてして高知高知高知高知県県県県がががが削減証削減証削減証削減証書書書書というのをというのをというのをというのを発発発発行行行行するということがするということがするということがするということが決決決決まっていますまっていますまっていますまっています。。。。このこのこのこの削減証削減証削減証削減証書書書書をこれからどをこれからどをこれからどをこれからどうするかということはうするかということはうするかということはうするかということは現在現在現在現在検討検討検討検討中中中中だだだだそうでそうでそうでそうで、、、、どのようにどのようにどのようにどのように排排排排出出出出量量量量取取取取引引引引をするのかどうかはをするのかどうかはをするのかどうかはをするのかどうかはちちちちょょょょっとっとっとっと決決決決まっていないようなんですけれどもまっていないようなんですけれどもまっていないようなんですけれどもまっていないようなんですけれども、、、、非常非常非常非常にこれはにこれはにこれはにこれは私私私私としてはとしてはとしてはとしては画期画期画期画期的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  というのもというのもというのもというのも、、、、日日日日本本本本のののの産業産業産業産業部門部門部門部門におけるにおけるにおけるにおける石石石石炭炭炭炭使使使使用用用用のののの割割割割合合合合というのがというのがというのがというのが先進国先進国先進国先進国のののの中中中中ではダントではダントではダントではダント
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ツツツツにににに多多多多いんですいんですいんですいんです。。。。このこのこのこの右右右右側側側側にににに小小小小さくさくさくさく入入入入っているグラフをっているグラフをっているグラフをっているグラフを見見見見るとわかるんですけれどもるとわかるんですけれどもるとわかるんですけれどもるとわかるんですけれども、、、、黒黒黒黒いブラいブラいブラいブラウウウウンとンとンとンと薄薄薄薄いブラいブラいブラいブラウウウウンのンのンのンの部部部部分分分分がががが石石石石炭炭炭炭によるによるによるによる発発発発電電電電なんですなんですなんですなんです。。。。日日日日本本本本がががが一一一一番番番番トップにトップにトップにトップに来来来来ていていていていてててて、、、、そのそのそのそのほほほほかはかはかはかは EU とかとかとかとかアアアアメリカメリカメリカメリカ、、、、ドドドドイイイイツツツツ、、、、イギイギイギイギリリリリスススス、、、、フランスフランスフランスフランス、、、、イタイタイタイタリリリリアでアでアでアで見見見見るとるとるとると、、、、そそそそのブラのブラのブラのブラウウウウンのンのンのンの部部部部分分分分のののの割割割割合合合合がががが日日日日本本本本がががが一一一一番番番番多多多多いいいいんですんですんですんです。。。。そのそのそのその次次次次がががが石石石石油油油油なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、ほほほほかかかかのののの国国国国々々々々ははははガガガガスがスがスがスが多多多多いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、日日日日本本本本はははは石石石石炭炭炭炭がががが多多多多いということなんですいということなんですいということなんですいということなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを混混混混焼焼焼焼することですることですることですることで燃燃燃燃料料料料転転転転換換換換をををを進進進進めることがこのめることがこのめることがこのめることがこの高知高知高知高知県県県県のこののこののこののこの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで進進進進むむむむというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。県内県内県内県内のののの間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利用利用利用利用することですることですることですることで、、、、森林森林森林森林にににに事業事業事業事業がががが起起起起こってこってこってこって、、、、放放放放置置置置されていされていされていされているるるる森林森林森林森林をををを活活活活性性性性化化化化できるできるできるできる。。。。間間間間伐伐伐伐材材材材だだだだけをけをけをけを使使使使ったったったったババババイイイイオマオマオマオマスススス発発発発電電電電というというというということもこともこともことも起起起起こりこりこりこり得得得得るしるしるしるし、、、、高知高知高知高知県県県県をををを特特特特区区区区としてとしてとしてとして、、、、そこでできるそこでできるそこでできるそこでできる削減証削減証削減証削減証書書書書のののの取取取取引引引引制制制制度度度度をををを導導導導入入入入することもできますすることもできますすることもできますすることもできます。。。。そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、今今今今住住住住友友友友大大大大阪阪阪阪セメセメセメセメントがントがントがントがそういうそういうそういうそういう協協協協定定定定をををを結結結結んんんんだだだだんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにもセメセメセメセメントントントント工場工場工場工場があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そのそのそのその他他他他のののの事業事業事業事業者者者者にもにもにもにも波波波波及効及効及効及効果果果果がありがありがありがあり、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、もしこのもしこのもしこのもしこの特特特特区区区区がががが成成成成功功功功するとするとするとすると、、、、全全全全国的国的国的国的にこれがにこれがにこれがにこれが広広広広まるまるまるまる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、日日日日本本本本のののの森林森林森林森林がががが今今今今死死死死んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという状況状況状況状況をもっとをもっとをもっとをもっと活活活活性性性性化化化化するためにこういうするためにこういうするためにこういうするためにこういう試試試試みもあるのみもあるのみもあるのみもあるのだだだだよというよというよというよという事事事事例例例例ををををごごごご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  これはこれはこれはこれは林林林林野野野野庁庁庁庁がつくったがつくったがつくったがつくった図図図図なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、国有国有国有国有林林林林のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー資源利用資源利用資源利用資源利用検討検討検討検討会会会会のののの報報報報告書告書告書告書かかかからなんですがらなんですがらなんですがらなんですが、、、、ややややはりはりはりはり自自自自然然然然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、山山山山のののの森林森林森林森林をををを使使使使いいいい、、、、そしてそしてそしてそして小小小小水水水水力力力力をををを使使使使いいいい、、、、そそそそしてそれらをしてそれらをしてそれらをしてそれらを使使使使ったったったった家具家具家具家具やややや住宅住宅住宅住宅をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、森林森林森林森林にににに事業事業事業事業をををを起起起起こしこしこしこし、、、、そこでまたそこでまたそこでまたそこでまた風風風風力発力発力発力発電電電電をををを起起起起こしたりこしたりこしたりこしたり、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光パネルをパネルをパネルをパネルをややややってってってって、、、、自自自自然然然然循環型循環型循環型循環型のののの社会社会社会社会をつくをつくをつくをつくろろろろうということでうということでうということでうということで、、、、地方地方地方地方ははははこれからこれからこれからこれから大大大大きいきいきいきい可能可能可能可能性性性性、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは地産地消地産地消地産地消地産地消のののの大大大大きなきなきなきな可能可能可能可能性性性性、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた温暖化温暖化温暖化温暖化対対対対策策策策ののののソソソソリュリュリュリューションーションーションーション、、、、解決解決解決解決にににに向向向向けてのかけてのかけてのかけてのかぎぎぎぎをををを握握握握っているのはっているのはっているのはっているのは地方地方地方地方ではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってって、、、、私私私私のののの話話話話をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。鮎川鮎川鮎川鮎川先先先先生生生生にはにはにはには大大大大変具変具変具変具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのごごごご提提提提案案案案までいたまでいたまでいたまでいただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。後後後後ほほほほどこれについてはどこれについてはどこれについてはどこれについては議議議議論論論論させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生、、、、山形県内山形県内山形県内山形県内ではいではいではいではいろろろろいいいいろごろごろごろご活活活活躍躍躍躍ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが……。。。。 

 三浦三浦三浦三浦助教授助教授助教授助教授 

  こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。東北芸工東北芸工東北芸工東北芸工大大大大からからからから来来来来ましたましたましたました三浦三浦三浦三浦ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ききききょょょょうううう、、、、朝朝朝朝、、、、車車車車でこでこでこでこちちちちらへらへらへらへ向向向向かってきましてかってきましてかってきましてかってきまして、、、、月山月山月山月山をををを越越越越えてこえてこえてこえてこちちちちらららら庄内庄内庄内庄内へへへへ入入入入ってきたんですけれどもってきたんですけれどもってきたんですけれどもってきたんですけれども、、、、久久久久々々々々にこにこにこにこちちちちらにらにらにらに来来来来ましてましてましてまして、、、、ブナブナブナブナ林林林林をををを見見見見てててて、、、、そしてここにそしてここにそしてここにそしてここに広広広広がるがるがるがる田田田田園園園園風風風風景景景景をををを見見見見てててて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうにややややっっっっぱぱぱぱりこのりこのりこのりこの地域地域地域地域、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域だだだだなとしみなとしみなとしみなとしみじじじじみとみとみとみと感感感感じじじじておりましたておりましたておりましたておりました。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、私私私私、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとうにこにこにこにこちちちちらららら、、、、余余余余目目目目、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは庄内町庄内町庄内町庄内町にににに来来来来るのをるのをるのをるのをほほほほんとうにいつもんとうにいつもんとうにいつもんとうにいつも楽楽楽楽しみにしているんですしみにしているんですしみにしているんですしみにしているんです。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども鮎川鮎川鮎川鮎川さんからさんからさんからさんから IPCC 等等等等のののの説明説明説明説明ががががごごごござざざざいましたいましたいましたいましたけれどもけれどもけれどもけれども、、、、実実実実はははは私私私私もももも、、、、そのそのそのその一一一一部作部作部作部作業業業業をををを手手手手伝伝伝伝わさせていたわさせていたわさせていたわさせていただだだだいていましていていましていていましていていまして、、、、時時時時々々々々東京東京東京東京なんかなんかなんかなんかへへへへ行行行行ったりすることがあるんですけれどもったりすることがあるんですけれどもったりすることがあるんですけれどもったりすることがあるんですけれども、、、、逆逆逆逆にににに、、、、東京東京東京東京へへへへ行行行行ってもおもしってもおもしってもおもしってもおもしろろろろくないんですくないんですくないんですくないんです。。。。全然全然全然全然希希希希望望望望がががが持持持持てないんですてないんですてないんですてないんです。。。。先先先先ほほほほどもどもどもどもごごごご説明説明説明説明があったようにがあったようにがあったようにがあったように、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書のののの話話話話ががががごごごござざざざいまいまいまいましたけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、そういうそういうそういうそういう国国国国のいのいのいのいろろろろんなトップにんなトップにんなトップにんなトップに立立立立っているっているっているっている方方方方、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書ををををもうあきらめもうあきらめもうあきらめもうあきらめるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書なんかつくるなんかつくるなんかつくるなんかつくるべべべべききききじゃじゃじゃじゃなかったとなかったとなかったとなかったと言言言言うううう方方方方がががが大大大大勢勢勢勢おらおらおらおられますれますれますれます。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、そうそうそうそう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。    京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書、、、、どうどうどうどう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。私私私私、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに 
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日日日日本本本本人人人人としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書、、、、誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持つつつつべべべべききききだだだだとととと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、トップはそうトップはそうトップはそうトップはそういうネいうネいうネいうネガガガガテテテティィィィブなブなブなブな雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気がががが非常非常非常非常にににに強強強強いというのがいというのがいというのがいというのが現実現実現実現実ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     というのもというのもというのもというのも、、、、私私私私はこうはこうはこうはこうややややってってってって山形山形山形山形でででで活動活動活動活動してしてしてして、、、、このこのこのこの山形山形山形山形のののの風風風風景景景景をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、このこのこのこの風車風車風車風車のののの回回回回るるるる景色景色景色景色、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの農林農林農林農林資源資源資源資源、、、、これはこれはこれはこれはババババイイイイオオオオスにもつながっていきますけれどもスにもつながっていきますけれどもスにもつながっていきますけれどもスにもつながっていきますけれども、、、、こここここにこにこにこに未未未未来来来来をををを感感感感じじじじるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書のののの 6％％％％、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその先先先先のののの 50％％％％、、、、80％％％％削減削減削減削減、、、、わけわけわけわけないとないとないとないと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。山形山形山形山形のののの中中中中であれであれであれであればばばば、、、、こういうこういうこういうこういう資源資源資源資源をををを使使使使っていけっていけっていけっていけばばばば、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに新新新新ししししいいいい、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、これからのこれからのこれからのこれからのモモモモデデデデルになるようなルになるようなルになるようなルになるような地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり、、、、町町町町づくりができづくりができづくりができづくりができるとるとるとると確確確確信信信信するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はははは、、、、ほほほほんとうにこのんとうにこのんとうにこのんとうにこの山形山形山形山形をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、夢夢夢夢がどんどがどんどがどんどがどんどんんんん膨膨膨膨らんでいくわけですらんでいくわけですらんでいくわけですらんでいくわけです。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、東京東京東京東京ではそういうではそういうではそういうではそういう夢夢夢夢はははは膨膨膨膨らまないんですらまないんですらまないんですらまないんです。。。。たたたただだだだ、、、、先先先先ほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話があったようにがあったようにがあったようにがあったように、、、、東京東京東京東京都都都都はははは 5％％％％とかとかとかとか、、、、20％％％％、、、、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使っていくっていくっていくっていくんんんんだだだだということをということをということをということを言言言言っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。ではではではでは、、、、東京東京東京東京都都都都でそういうでそういうでそういうでそういう再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを生生生生みみみみ出出出出すことができるでしすことができるでしすことができるでしすことができるでしょょょょうかうかうかうか。。。。おそらくそれはなかなかおそらくそれはなかなかおそらくそれはなかなかおそらくそれはなかなか簡単簡単簡単簡単なことではないとなことではないとなことではないとなことではないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 

  そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、山形山形山形山形ないしはないしはないしはないしは庄内庄内庄内庄内、、、、ここでここでここでここで生生生生みみみみ出出出出したものしたものしたものしたもの、、、、そしておそしておそしておそしてお客客客客さんがさんがさんがさんが、、、、ここここのののの中中中中ではありませんけれどもではありませんけれどもではありませんけれどもではありませんけれども、、、、既既既既にににに大大大大きなおきなおきなおきなお客客客客さんがさんがさんがさんが手手手手をををを上上上上げげげげ始始始始めているということでもめているということでもめているということでもめているということでもあるわけですあるわけですあるわけですあるわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、国国国国ははははややややるるるる気気気気なくてもなくてもなくてもなくても、、、、ややややるるるる気気気気のあるのあるのあるのある者同者同者同者同士士士士がががが結結結結びついていくびついていくびついていくびついていく。。。。そのそのそのその中中中中でででで新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界づくりをすれづくりをすれづくりをすれづくりをすればばばばいいんいいんいいんいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの中中中中だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、もっともっともっともっと世界世界世界世界レレレレベベベベルでのルでのルでのルでの連連連連携携携携というのがあるとというのがあるとというのがあるとというのがあると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 アアアアメリカメリカメリカメリカもももも、、、、実実実実はははは、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュ大統大統大統大統領領領領がこのがこのがこのがこの京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書ををををボボボボイイイイココココットしてットしてットしてットして、、、、非常非常非常非常にににに否定否定否定否定的的的的ですですですです。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、カリカリカリカリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州のアーのアーのアーのアーノノノノルルルルドドドド・シ・シ・シ・シュュュュワルワルワルワルツツツツェネェネェネェネッッッッガガガガーさんがーさんがーさんがーさんが非常非常非常非常にににに大大大大胆胆胆胆なななな政策政策政策政策をををを掲掲掲掲げげげげていたりていたりていたりていたり、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカのののの中中中中のののの市市市市長長長長さんたさんたさんたさんたちちちちがががが 500 人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、気候気候気候気候連連連連盟盟盟盟というようなものをつくられてというようなものをつくられてというようなものをつくられてというようなものをつくられて、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書をををを超超超超えるようなえるようなえるようなえるような目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげらららられていますれていますれていますれています。。。。ですからですからですからですから、、、、大統大統大統大統領領領領はああはああはああはああ言言言言っていてもアっていてもアっていてもアっていてもアメリカメリカメリカメリカはもうはもうはもうはもう既既既既にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん動動動動いていいていいていいていますますますます。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、国国国国がががが動動動動かなくてもかなくてもかなくてもかなくても、、、、地域地域地域地域、、、、地方地方地方地方がもっとがもっとがもっとがもっと積極的積極的積極的積極的にににに動動動動いていくいていくいていくいていくことでこのことでこのことでこのことでこの地球地球地球地球をををを守守守守っていくということがっていくということがっていくということがっていくということが起起起起こっているんではないかこっているんではないかこっているんではないかこっているんではないかなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか東京東京東京東京だだだだけではけではけではけでは難難難難しいんしいんしいんしいんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、今今今今いいいいろろろろんなものがんなものがんなものがんなものが都都都都市市市市にににに集集集集中中中中していっているわけですしていっているわけですしていっているわけですしていっているわけです。。。。日日日日本本本本はははは、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででではははは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに東京東京東京東京一極一極一極一極集集集集中中中中のののの激激激激しさがしさがしさがしさが増増増増しているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれども、、、、ききききょょょょうもうもうもうも食食食食糧糧糧糧のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、資源資源資源資源のののの問問問問題題題題、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな地球地球地球地球レレレレベベベベルのルのルのルの問問問問題題題題がががが指指指指摘摘摘摘されておりましたされておりましたされておりましたされておりました。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに都都都都市市市市生生生生活活活活者者者者だだだだけでけでけでけで地球地球地球地球がががが養養養養えるはずがないわけですえるはずがないわけですえるはずがないわけですえるはずがないわけです。。。。ややややはりこのはりこのはりこのはりこの日日日日本本本本のののの中中中中でででで、、、、日日日日本本本本はははは都都都都市市市市だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃありませんありませんありませんありません。。。。こうこうこうこうややややってってってって農農農農村部村部村部村部もももも山山山山間間間間部部部部もありますもありますもありますもあります。。。。そういうそういうそういうそういうものがものがものがものが失失失失われてはこわれてはこわれてはこわれてはこのののの地球地球地球地球はははは守守守守れないれないれないれない、、、、このこのこのこの環境環境環境環境はははは守守守守れないはずなわけですれないはずなわけですれないはずなわけですれないはずなわけです。。。。ややややはりこうはりこうはりこうはりこういういういういう夢夢夢夢がががが描描描描けるとはけるとはけるとはけるとは言言言言いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、現実現実現実現実にはにはにはには人人人人がががが減減減減りりりり、、、、そしてなかなかそしてなかなかそしてなかなかそしてなかなか働働働働くくくく場所場所場所場所がないとがないとがないとがないといういういういう現実現実現実現実もありますもありますもありますもあります。。。。これがとまらなけれこれがとまらなけれこれがとまらなけれこれがとまらなければばばば、、、、このこのこのこの地域地域地域地域はもしかしたらはもしかしたらはもしかしたらはもしかしたら存存存存続続続続しなくなるしなくなるしなくなるしなくなる。。。。そんなそんなそんなそんな地域地域地域地域がががが現実現実現実現実にににに出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。ですがですがですがですが、、、、それでいいんでしそれでいいんでしそれでいいんでしそれでいいんでしょょょょうかうかうかうか。。。。それでそれでそれでそれでほほほほんとんとんとんとうにこのうにこのうにこのうにこの国国国国がもつんでしがもつんでしがもつんでしがもつんでしょょょょうかうかうかうか。。。。もうそういうことをきっもうそういうことをきっもうそういうことをきっもうそういうことをきっちちちちりりりり考考考考えていかなきえていかなきえていかなきえていかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 ですからですからですからですから、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性、、、、サステナサステナサステナサステナビビビビリリリリテテテティィィィというというというという言言言言葉葉葉葉がががが最最最最近盛近盛近盛近盛んにんにんにんに使使使使われますわれますわれますわれます。。。。これはこれはこれはこれは何何何何もももも CO2 をををを減減減減らすことらすことらすことらすことだだだだけではありまけではありまけではありまけではありませんせんせんせん。。。。そういうそういうそういうそういう CO2 をををを減減減減らすためらすためらすためらすため、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、地方地方地方地方のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。それはそれはそれはそれは地方地方地方地方のののの産業産業産業産業でありでありでありであり、、、、雇雇雇雇用用用用でありでありでありであり、、、、そしてそしてそしてそして人口人口人口人口でありでありでありであり、、、、ココココミミミミュュュュニテニテニテニティィィィーでありーでありーでありーであり、、、、そしそしそしそしてててて、、、、それとあわせてエネルギーそれとあわせてエネルギーそれとあわせてエネルギーそれとあわせてエネルギーやややや CO2 のののの問問問問題題題題があるはずなんですがあるはずなんですがあるはずなんですがあるはずなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、CO2だだだだけのけのけのけの
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問問問問題題題題でないということはでないということはでないということはでないということは、、、、これはこれはこれはこれは、、、、サステナサステナサステナサステナビビビビリリリリテテテティィィィというというというという言言言言葉葉葉葉自体自体自体自体ははははヨヨヨヨーロッパからーロッパからーロッパからーロッパから出出出出てきたてきたてきたてきた言言言言葉葉葉葉なわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれどもなわけですけれども、、、、ヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの政策政策政策政策、、、、例例例例ええええばばばば、、、、風車風車風車風車をををを建建建建てるてるてるてる、、、、これもこれもこれもこれもほほほほとんどとんどとんどとんど農農農農家家家家がががが集集集集まってまってまってまって建建建建てていますてていますてていますてています。。。。最最最最近近近近ははははババババイイイイオマオマオマオマスススス。。。。ややややはりはりはりはり木木木木をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、畑畑畑畑をををを使使使使ったりしていますがったりしていますがったりしていますがったりしていますが、、、、これもこれもこれもこれもややややっっっっぱぱぱぱりりりり地地地地元元元元のののの農農農農家家家家ががががややややることでることでることでることで初初初初めてめてめてめて補補補補助金助金助金助金がががが出出出出たりたりたりたり、、、、そういうそういうそういうそういう地方地方地方地方政策政策政策政策、、、、地方地方地方地方のののの雇雇雇雇用用用用政策政策政策政策なんですなんですなんですなんです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合はそはそはそはそうではなくてうではなくてうではなくてうではなくて、、、、大大大大きなきなきなきなメメメメーーーーカカカカーのためのーのためのーのためのーのための技術開発技術開発技術開発技術開発。。。。技術開発技術開発技術開発技術開発がががが進進進進めめめめばばばば、、、、ややややがてそれががてそれががてそれががてそれが広広広広ががががってってってって環境環境環境環境がががが守守守守られるられるられるられるだろだろだろだろうといううといううといううという、、、、そういうそういうそういうそういう発想発想発想発想ですですですです。。。。それがそれがそれがそれが国国国国のののの基本的基本的基本的基本的なななな政策政策政策政策なんではなんではなんではなんではないかとないかとないかとないかと。。。。産業産業産業産業からからからから入入入入っていくっていくっていくっていく、、、、そういうそういうそういうそういう技術開発技術開発技術開発技術開発からからからから入入入入っていくというっていくというっていくというっていくという政策政策政策政策ですですですです。。。。 欧州欧州欧州欧州はそうではなくてはそうではなくてはそうではなくてはそうではなくて、、、、むむむむししししろろろろ最最最最初初初初にどういうにどういうにどういうにどういう環境環境環境環境をつくっていくのかをつくっていくのかをつくっていくのかをつくっていくのか。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、＋＋＋＋2度度度度をををを目目目目標標標標とするととするととするととするといういういういう話話話話がががが出出出出ておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、そのためにそのためにそのためにそのために何何何何をすれをすれをすれをすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか。。。。ままままずそういうずそういうずそういうずそういうゴゴゴゴールをールをールをールを定定定定めようというスタイルでめようというスタイルでめようというスタイルでめようというスタイルでややややっていますっていますっていますっています。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり未未未未来来来来のののの将来像将来像将来像将来像がががが描描描描かれているわけですかれているわけですかれているわけですかれているわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその中中中中でででで必必必必要要要要なななな技術技術技術技術、、、、それがそれがそれがそれが必然必然必然必然的的的的にににに開発開発開発開発されされされされ、、、、ついてついてついてついてくるくるくるくるだろだろだろだろうといううといううといううという発想発想発想発想なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、むむむむししししろろろろそういうそういうそういうそういう現現現現場場場場にににに根根根根づいたづいたづいたづいた、、、、そういっそういっそういっそういったたたた意意意意味味味味ではではではでは雇雇雇雇用用用用もももも含含含含めためためためた普及普及普及普及、、、、そしてそしてそしてそして普及普及普及普及のためののためののためののための支支支支援援援援、、、、そういったものがそういったものがそういったものがそういったものが現現現現場場場場サイサイサイサイドドドドににににどんどんどんどんどんどんどんどん投投投投入入入入されていくわけですされていくわけですされていくわけですされていくわけです。。。。企業企業企業企業じゃじゃじゃじゃないんですないんですないんですないんです。。。。現現現現場場場場なんですなんですなんですなんです。。。。ですからですからですからですから、、、、そうそうそうそういういういういう形形形形でででで、、、、ややややはりきはりきはりきはりきょょょょうもうもうもうも地方分地方分地方分地方分権権権権がががが必必必必要要要要だだだだというというというという話話話話がががが出出出出ておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれどもておりましたけれども、、、、ややややはりはりはりはり地方地方地方地方がみずからがみずからがみずからがみずから地域地域地域地域のののの将来将来将来将来図図図図をををを描描描描いていていていて、、、、そしてみずからのそしてみずからのそしてみずからのそしてみずからの判判判判断断断断がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。国国国国全全全全体体体体でででで考考考考ええええれれれればばばば、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら自自自自然然然然エネルギーはそうエネルギーはそうエネルギーはそうエネルギーはそう大大大大きなきなきなきな量量量量ではないかもしれませんではないかもしれませんではないかもしれませんではないかもしれません。。。。ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地方地方地方地方、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、山形山形山形山形でででで見見見見れれれればばばば、、、、これはこれはこれはこれは立立立立派派派派なななな、、、、大大大大きなきなきなきな資源資源資源資源になっていくわになっていくわになっていくわになっていくわけですけですけですけです。。。。 ですからですからですからですから、、、、ややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう地方地方地方地方のののの個個個個性性性性をををを生生生生かしていくというかしていくというかしていくというかしていくという中中中中でこのでこのでこのでこの庄内町庄内町庄内町庄内町もきっとすもきっとすもきっとすもきっとすばばばばらしいらしいらしいらしい夢夢夢夢がががが見見見見えてくるんえてくるんえてくるんえてくるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そのそのそのその実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて何何何何かかかか取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいけれけれけれければばばばなとなとなとなと、、、、私私私私もももも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長     三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、後後後後ほほほほどまたいどまたいどまたいどまたいろろろろいいいいろろろろとおとおとおとお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだくといたしましてくといたしましてくといたしましてくといたしまして、、、、おおおお待待待待たせいたしたせいたしたせいたしたせいたしましたましたましたました。。。。原原原原田町田町田町田町長長長長さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町のののの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いいいいますますますます。。。。 

 原原原原田町田町田町田町長長長長     皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。今回今回今回今回庄内町庄内町庄内町庄内町でこのフォーラムをでこのフォーラムをでこのフォーラムをでこのフォーラムを開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたのにはいたのにはいたのにはいたのには、、、、先先先先ほほほほどからありましたようにどからありましたようにどからありましたようにどからありましたように、、、、合合合合併前併前併前併前にににに、、、、立立立立川川川川町町町町さんがこのさんがこのさんがこのさんがこの環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい町町町町づづづづくりをしようということでくりをしようということでくりをしようということでくりをしようということで進進進進めてきておりましたのでめてきておりましたのでめてきておりましたのでめてきておりましたので、、、、それをそれをそれをそれを新新新新しいしいしいしい町町町町としてもこれからとしてもこれからとしてもこれからとしてもこれからのののの町町町町づくりのづくりのづくりのづくりの基本基本基本基本としてとしてとしてとして考考考考えていこうえていこうえていこうえていこうじゃじゃじゃじゃないかということないかということないかということないかということでででで、、、、改改改改めてめてめてめて国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエのゼロエのゼロエのゼロエミさんのミさんのミさんのミさんのほほほほうにうにうにうに会会会会員員員員としてとしてとしてとして登登登登録録録録をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいた。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、こういったフォーラムがこういったフォーラムがこういったフォーラムがこういったフォーラムがあるということであるということであるということであるということで、、、、おおおお願願願願いをしていをしていをしていをして、、、、開催開催開催開催をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたいたいたいた経経経経緯緯緯緯かかかかごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 このこのこのこの庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、合合合合併併併併していよいよしていよいよしていよいよしていよいよ 3 年目年目年目年目にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、これまでもさまこれまでもさまこれまでもさまこれまでもさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをしてまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには風風風風力発力発力発力発電電電電ということでということでということでということで、、、、皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、今今今今元元元元気気気気にににに回回回回っているっているっているっている風車風車風車風車、、、、これをこれをこれをこれを環境環境環境環境のシンのシンのシンのシンボボボボルとしてルとしてルとしてルとしてややややっておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、東北東北東北東北ででででもももも珍珍珍珍しいしいしいしい、、、、天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが自自自自噴噴噴噴するするするする、、、、つまりつまりつまりつまり天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが地地地地元元元元でとれるでとれるでとれるでとれる、、、、そんなそんなそんなそんな地域地域地域地域でもありまでもありまでもありまでもありま
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すのですのですのですので、、、、天天天天然然然然ガガガガスススス自動自動自動自動車車車車をををを行政行政行政行政としてとしてとしてとして導導導導入入入入しておりますしておりますしておりますしております。。。。これをもっともっとこれをもっともっとこれをもっともっとこれをもっともっと広広広広げげげげたいとたいとたいとたいということでいうことでいうことでいうことで、、、、実実実実はははは去去去去年年年年、、、、天天天天然然然然ガガガガスのスのスのスのガソガソガソガソリリリリンスタンンスタンンスタンンスタンドドドドもももも建建建建設設設設しようということでしようということでしようということでしようということで向向向向かったかったかったかったんですがんですがんですがんですが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと公公公公ののののほほほほうのうのうのうの、、、、外外外外のののの事事事事情情情情でででで建建建建設設設設がががが今今今今とまっているとことまっているとことまっているとことまっているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、木質木質木質木質ババババイイイイオオオオののののガガガガス・ス・ス・ス・ココココジェネのジェネのジェネのジェネの試験試験試験試験であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、BDF のののの製製製製造造造造であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、町内町内町内町内でででで廃廃廃廃食食食食油油油油をををを回収回収回収回収してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを燃燃燃燃料料料料にににに使使使使うとかうとかうとかうとか、、、、そんなそんなそんなそんな取取取取りりりり組組組組みもみもみもみもややややっておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、生生生生ごごごごみをみをみをみを全全全全量量量量回収回収回収回収してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを堆堆堆堆肥肥肥肥にするにするにするにする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる循環型循環型循環型循環型というというというという面面面面ではではではでは非常非常非常非常にににに有効有効有効有効なわなわなわなわけですがけですがけですがけですが、、、、このこのこのこの堆堆堆堆肥肥肥肥セセセセンターなどもンターなどもンターなどもンターなども、、、、全全全全国国国国でもいでもいでもいでもいちちちち早早早早くくくく建建建建設設設設をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。今今今今のとこのとこのとこのところろろろはははは、、、、立立立立川川川川地地地地区区区区がががが全全全全町町町町取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、これからこれからこれからこれから庄内町庄内町庄内町庄内町全全全全体体体体ののののほほほほうにうにうにうに、、、、できるとできるとできるとできるとこここころろろろからからからからややややっていこうっていこうっていこうっていこうじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、今今今今ちちちちょょょょうどうどうどうど農農農農業業業業のののの分野分野分野分野でもでもでもでも、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいということのしいということのしいということのしいということの中中中中でででで有有有有機機機機農農農農業業業業ののののほほほほうにうにうにうに米米米米づくりとかづくりとかづくりとかづくりとか野野野野菜菜菜菜づくりがづくりがづくりがづくりが、、、、安安安安心心心心安全安全安全安全もももも含含含含めてめてめてめて、、、、そっそっそっそっちちちちののののほほほほうにうにうにうに進進進進んでいますのでんでいますのでんでいますのでんでいますので、、、、そそそそちちちちらのらのらのらのほほほほうにもうにもうにもうにも有効活用有効活用有効活用有効活用できるということですからできるということですからできるということですからできるということですから、、、、これからそのこれからそのこれからそのこれからその状況状況状況状況をををを見見見見ながらながらながらながら拡大拡大拡大拡大できできできできるのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、雪雪雪雪室室室室をををを使使使使ってってってって、、、、花花花花のののの栽培栽培栽培栽培をををを少少少少しししし抑抑抑抑ええええながらながらながらながら、、、、高高高高いいいい値段値段値段値段がつくようながつくようながつくようながつくような時期時期時期時期ををををねねねねらってらってらってらって花花花花をををを栽培栽培栽培栽培、、、、育育育育成成成成するするするする、、、、そんなそんなそんなそんな効効効効果果果果ををををねねねねらってらってらってらって雪雪雪雪室室室室もももも活用活用活用活用しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、住住住住民民民民向向向向けのいけのいけのいけのいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校のののの省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・チャレチャレチャレチャレンジンジンジンジ還還還還元元元元事業事業事業事業というのがありましてというのがありましてというのがありましてというのがありまして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ学学学学校校校校でででで目目目目標値標値標値標値があるわけですががあるわけですががあるわけですががあるわけですが、、、、それをそれをそれをそれを上回上回上回上回っっっってててて省省省省エネエネエネエネ、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには電気電気電気電気料料料料をををを、、、、使使使使わないということになれわないということになれわないということになれわないということになればばばば、、、、そのそのそのその分分分分はははは町町町町のののの利利利利益益益益にもつにもつにもつにもつながるわけですからながるわけですからながるわけですからながるわけですから、、、、そのそのそのその利利利利益益益益をををを逆逆逆逆にそのにそのにそのにその小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校のののの努努努努力力力力にににに還還還還元元元元するというするというするというするというふふふふうなうなうなうな事業事業事業事業もももも行行行行っていますっていますっていますっています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、町民町民町民町民節節節節電所電所電所電所ということでということでということでということで、、、、町民町民町民町民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方からからからから、、、、ややややはりはりはりはり電電電電気気気気をいかにをいかにをいかにをいかに使使使使わなわなわなわないでいでいでいで頑張頑張頑張頑張れるかれるかれるかれるか、、、、要要要要するにもったいないするにもったいないするにもったいないするにもったいない運運運運動動動動みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形なわけですがなわけですがなわけですがなわけですが、、、、町民町民町民町民のののの方方方方々々々々からからからから登登登登録録録録していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、ややややはりそれもはりそれもはりそれもはりそれも目目目目標値標値標値標値のののの中中中中でででで、、、、下下下下回回回回ったったったった部部部部分分分分についてはについてはについてはについては表表表表彰彰彰彰していくとしていくとしていくとしていくというようないうようないうようないうような運運運運動動動動もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。 

  こんなさまこんなさまこんなさまこんなさまざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、まずはまずはまずはまずは住住住住民民民民のののの意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚をををを図図図図るといいますかるといいますかるといいますかるといいますか、、、、啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙活動活動活動活動をしているわけですしをしているわけですしをしているわけですしをしているわけですし、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、これからどんなことをしなきこれからどんなことをしなきこれからどんなことをしなきこれからどんなことをしなきゃゃゃゃいけないかといいけないかといいけないかといいけないかというようなこともうようなこともうようなこともうようなことも含含含含めてめてめてめて、、、、これまでこれまでこれまでこれまで培培培培ってきたいってきたいってきたいってきたいろろろろいいいいろろろろなななな実実実実績績績績があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、これをこれをこれをこれを大事大事大事大事にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、さらにさらにさらにさらに今今今今年度年度年度年度はははは次世代次世代次世代次世代のエネルギーパークのエネルギーパークのエネルギーパークのエネルギーパーク構想構想構想構想、、、、いいいいわゆるわゆるわゆるわゆる新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーといったものをどのようにといったものをどのようにといったものをどのようにといったものをどのように活用活用活用活用してこのしてこのしてこのしてこの庄内町庄内町庄内町庄内町がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん全全全全国国国国にににに情情情情報報報報をををを発発発発信信信信できるかといできるかといできるかといできるかというううう、、、、こんなエネルギーパークこんなエネルギーパークこんなエネルギーパークこんなエネルギーパーク構想構想構想構想をををを考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、これがこれがこれがこれが実際実際実際実際にににに事業化事業化事業化事業化できるのかどできるのかどできるのかどできるのかどうかうかうかうか、、、、かなりかなりかなりかなり初初初初期期期期投投投投資資資資としておとしておとしておとしてお金金金金がかかりますのでがかかりますのでがかかりますのでがかかりますので、、、、このこのこのこの部部部部分分分分をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと事業事業事業事業としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立たせていくことができるのかということのたせていくことができるのかということのたせていくことができるのかということのたせていくことができるのかということの調調調調査査査査をををを今今今今年年年年 1 年年年年かけてかけてかけてかけてややややっているとこっているとこっているとこっているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、まずできるとこまずできるとこまずできるとこまずできるところろろろはどんどんはどんどんはどんどんはどんどん挑戦挑戦挑戦挑戦しようということでしようということでしようということでしようということで、、、、ハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドドのののの公公公公用用用用車車車車をををを使使使使ったりったりったりったり、、、、町町町町のののの中中中中でもでもでもでも、、、、職職職職員員員員をををを対対対対象象象象にににに毎毎毎毎月月月月ノノノノーーーーママママイイイイカカカカーーーーデデデデーというのをーというのをーというのをーというのを実施実施実施実施してしてしてしておりましておりましておりましておりまして、、、、全全全全職職職職員員員員ののののほほほほぼぼぼぼ 4 割割割割のののの方方方方々々々々がががが参加参加参加参加をしてをしてをしてをして頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、日日日日ににににちちちちをををを決決決決めめめめてててて、、、、車車車車をををを使使使使わないわないわないわない、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい自分自分自分自分たたたたちちちちのののの行行行行動動動動をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという、、、、そんなそんなそんなそんな意識意識意識意識づけもづけもづけもづけも図図図図っているとこっているとこっているとこっているところろろろですですですです。。。。 

  これからですけれどもこれからですけれどもこれからですけれどもこれからですけれども、、、、農農農農業業業業のののの町町町町でありますからでありますからでありますからでありますから、、、、米米米米をををを使使使使ったエタったエタったエタったエタノノノノールというものもールというものもールというものもールというものも、、、、近隣近隣近隣近隣とかとかとかとか、、、、岩岩岩岩手手手手、、、、新新新新潟潟潟潟ののののほほほほうでうでうでうでモモモモデデデデルルルル事業事業事業事業としてとしてとしてとして米米米米をををを使使使使ったエタったエタったエタったエタノノノノールールールール事業事業事業事業というものもというものもというものもというものもややややっているようでありますがっているようでありますがっているようでありますがっているようでありますが、、、、ううううちちちちもももも転転転転作作作作ががががほほほほぼぼぼぼ 4 分分分分のののの 1 のののの転転転転作作作作率率率率ですからですからですからですから、、、、米米米米がつくれがつくれがつくれがつくれ



 28

ないないないない。。。。それをそれをそれをそれを、、、、米米米米をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、食食食食糧糧糧糧をををを燃燃燃燃料料料料にににに変変変変えるというえるというえるというえるというふふふふうなこともどうなのかというなこともどうなのかというなこともどうなのかというなこともどうなのかというううう要要要要望望望望もあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれども、、、、今今今今、、、、実実実実はうはうはうはうちちちちはははは日日日日本一本一本一本一おいしいおいしいおいしいおいしい米米米米のののの里里里里づくりということでづくりということでづくりということでづくりということで、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい米米米米はははは燃燃燃燃料料料料ではないではないではないではない、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも食食食食糧糧糧糧だだだだというというというということことことことでででで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの米米米米のののの燃燃燃燃料化料化料化料化といといといというものをどのようにとらえていくかということをうものをどのようにとらえていくかということをうものをどのようにとらえていくかということをうものをどのようにとらえていくかということを含含含含めてめてめてめて、、、、これからこれからこれからこれから考考考考えていきたいというえていきたいというえていきたいというえていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、町町町町営営営営住宅住宅住宅住宅ののののココココジェネということでジェネということでジェネということでジェネということで、、、、町町町町営営営営住宅住宅住宅住宅にににに天天天天然然然然ガガガガスでスでスでスで電気電気電気電気をををを起起起起こすこすこすこす設設設設備備備備もつくっていましてもつくっていましてもつくっていましてもつくっていまして、、、、これはこれはこれはこれは今今今今モモモモニターとしてニターとしてニターとしてニターとして 1 年年年年間間間間、、、、どのようなどのようなどのようなどのような効効効効果果果果がががが上上上上がるかがるかがるかがるか、、、、経経経経費費費費としてどのようになるかというものをとしてどのようになるかというものをとしてどのようになるかというものをとしてどのようになるかというものを、、、、今今今今のののの町町町町営営営営住宅住宅住宅住宅でででで試験試験試験試験をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいているいているいているいているとことことこところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどからあったようにどからあったようにどからあったようにどからあったように、、、、ややややはりはりはりはり出出出出るものをるものをるものをるものを少少少少なくしていくというなくしていくというなくしていくというなくしていくという、、、、もったいないということでもったいないということでもったいないということでもったいないということで、、、、使使使使わなくていいものはわなくていいものはわなくていいものはわなくていいものは使使使使わないというわないというわないというわないというふふふふうにしてエネルギーうにしてエネルギーうにしてエネルギーうにしてエネルギーをををを大事大事大事大事にしようというにしようというにしようというにしようという考考考考ええええ方方方方とととと、、、、新新新新しいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーの創出創出創出創出ということとということとということとということと、、、、このこのこのこの両両両両面面面面をこれをこれをこれをこれからこのからこのからこのからこの庄内町庄内町庄内町庄内町がどのようにがどのようにがどのようにがどのように考考考考えてえてえてえて拡大拡大拡大拡大していくかというしていくかというしていくかというしていくかというふふふふうなうなうなうな状況状況状況状況であるということをであるということをであるということをであるということをまずはまずはまずはまずは申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今おおおお話話話話をををを伺伺伺伺ううううだだだだけでもけでもけでもけでも、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町でいでいでいでいろろろろんなんなんなんな取取取取りりりり組組組組みをしていみをしていみをしていみをしているということでるということでるということでるということで、、、、ききききょょょょうおいでのうおいでのうおいでのうおいでの方方方方々々々々のののの中中中中にはにはにはには町民町民町民町民のののの方方方方がががが大大大大変多変多変多変多いといといといと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、町民町民町民町民のののの方方方方でもでもでもでも、、、、今今今今町町町町長長長長さんがおっしさんがおっしさんがおっしさんがおっしゃゃゃゃったことをすったことをすったことをすったことをすべべべべてててて、、、、ああああ、、、、あれあれあれあれだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識でででできるかどうかきるかどうかきるかどうかきるかどうか、、、、非常非常非常非常にいにいにいにいろろろろんなんなんなんな取取取取りりりり組組組組みがあるのではないかというみがあるのではないかというみがあるのではないかというみがあるのではないかという感感感感じじじじがいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。 

  ここでここでここでここでちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは庄内地域庄内地域庄内地域庄内地域ということでということでということでということで、、、、どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況かというのをかというのをかというのをかというのを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化とかとかとかとか、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消ということがということがということがということが今今今今急急急急にににに現実現実現実現実味味味味をををを帯帯帯帯びるのはびるのはびるのはびるのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、非常非常非常非常にににに不不不不幸幸幸幸なななな事事事事故故故故ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、先先先先週週週週新新新新潟潟潟潟でででで地地地地震震震震がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にもにもにもにもごごごござざざざいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、東京電東京電東京電東京電力力力力のののの原子原子原子原子力発力発力発力発電所電所電所電所がががが今今今今スススストップしているわけですトップしているわけですトップしているわけですトップしているわけですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、東京東京東京東京ではこのではこのではこのではこの夏夏夏夏のののの電電電電力力力力をどうをどうをどうをどうややややってってってって賄賄賄賄おうかということになるわけですおうかということになるわけですおうかということになるわけですおうかということになるわけですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況でででで、、、、今今今今庄内地域庄内地域庄内地域庄内地域にはにはにはには、、、、出出出出力力力力 35万万万万キキキキロワロワロワロワットットットット 2 基基基基ののののタータータータービビビビンをンをンをンを持持持持っているっているっているっている火火火火力発力発力発力発電所電所電所電所ががががごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、例例例例ええええばばばば、、、、これがフルこれがフルこれがフルこれがフル稼稼稼稼動動動動をしてをしてをしてをして東京東京東京東京にににに電電電電力力力力をををを供供供供給給給給するなんていうこともするなんていうこともするなんていうこともするなんていうことも、、、、もしかしたらまたもしかしたらまたもしかしたらまたもしかしたらまた起起起起こってくるのかこってくるのかこってくるのかこってくるのかなということでなということでなということでなということで、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消というのがまたというのがまたというのがまたというのがまた急急急急にににに非常非常非常非常にににに危危危危機感機感機感機感をををを持持持持ってってってって感感感感じじじじらららられるようなれるようなれるようなれるような状況状況状況状況ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。 

  そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、風風風風力力力力なりなりなりなり、、、、PDF なりなりなりなり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは堆堆堆堆肥肥肥肥セセセセンターなンターなンターなンターなどでどでどでどで、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな地地地地域域域域のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを活用活用活用活用することができるすることができるすることができるすることができる庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、このこのこのこの町町町町のののの取取取取りりりり組組組組みというのはみというのはみというのはみというのはややややはりきはりきはりきはりきょょょょうのこのうのこのうのこのうのこの後後後後半半半半ののののディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの中心中心中心中心になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そこでそこでそこでそこで、、、、先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からからからから 3 つのつのつのつのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドをいたをいたをいたをいただだだだいておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、それはそれはそれはそれは、、、、地産地産地産地産地消地消地消地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、それからそれからそれからそれから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環とととと、、、、このこのこのこの 3 つをつをつをつを今今今今庄内町庄内町庄内町庄内町にににに当当当当てはめてはめてはめてはめますとますとますとますと、、、、どれもどれもどれもどれも何何何何かかかかぴぴぴぴったりくるようなったりくるようなったりくるようなったりくるような気気気気もいたしますけれどももいたしますけれどももいたしますけれどももいたしますけれども、、、、実際実際実際実際にはどういうことにはどういうことにはどういうことにはどういうことをすれをすれをすれをすればばばばこれがこれがこれがこれが地域地域地域地域でもってでもってでもってでもって受受受受けけけけ入入入入れられれられれられれられ、、、、またまたまたまた実際実際実際実際にそれにそれにそれにそれををををどんどんこどんどんこどんどんこどんどんこちちちちらかららかららかららから発発発発信信信信すすすすることができるのかることができるのかることができるのかることができるのか、、、、そんなそんなそんなそんなことをことをことをことを少少少少しししし伺伺伺伺えれえれえれえればばばばとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、鮎川鮎川鮎川鮎川先先先先生生生生ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、高知高知高知高知県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生ののののババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの話話話話ともともともとも関連関連関連関連してくるわけでしてくるわけでしてくるわけでしてくるわけでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、こういったことをこういったことをこういったことをこういったことを、、、、例例例例ええええばばばば庄内庄内庄内庄内町町町町でででで応応応応用用用用していくにはどういうことがしていくにはどういうことがしていくにはどういうことがしていくにはどういうことが必必必必要要要要なんなんなんなんだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら電電電電力力力力のののの料料料料金金金金にににに炭炭炭炭素素素素税税税税がかかってくるようなことになりますとがかかってくるようなことになりますとがかかってくるようなことになりますとがかかってくるようなことになりますと、、、、これからこれからこれからこれから少少少少しししし高高高高いいいい電気電気電気電気をををを買買買買わなきわなきわなきわなき
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ゃゃゃゃいけなくなるのかなということもいけなくなるのかなということもいけなくなるのかなということもいけなくなるのかなということもごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それはさておきましてそれはさておきましてそれはさておきましてそれはさておきまして、、、、そんなそんなそんなそんなことをことをことをことを少少少少ししししコメコメコメコメントをいたントをいたントをいたントをいただだだだけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、順順順順番番番番はおはおはおはお任任任任せいたしますせいたしますせいたしますせいたします。。。。 

 三橋三橋三橋三橋自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表 

  今今今今、、、、原原原原田町田町田町田町長長長長のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺っていてっていてっていてっていて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに全全全全国発国発国発国発信信信信できるすできるすできるすできるすばばばばらしいらしいらしいらしい試試試試みをみをみをみを、、、、1 つつつつ、、、、
2 つではなくてつではなくてつではなくてつではなくて、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいおいおいおいおややややりになっているということでりになっているということでりになっているということでりになっているということで、、、、非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘したしたしたした次次次次第第第第ですですですです。。。。 

  ここではここではここではここでは田田田田んんんんぼぼぼぼからからからから天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが出出出出るのでするのでするのでするのですねねねね。。。。地地地地元元元元のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用してしてしてしていくということはいくということはいくということはいくということはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに必必必必要要要要ですですですですねねねね。。。。風風風風をををを使使使使ってってってって風風風風力発力発力発力発電電電電をををを起起起起こすこすこすこす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは生生生生ごごごごみみみみでででで堆堆堆堆肥肥肥肥をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、それからそれからそれからそれから田田田田んんんんぼぼぼぼからでるからでるからでるからでる天天天天然然然然ガガガガスをスをスをスを活用活用活用活用するするするする。。。。どれもすどれもすどれもすどれもすばばばばらしいことでらしいことでらしいことでらしいことですすすす。。。。もうそれもうそれもうそれもうそれだだだだけでけでけでけで庄内町庄内町庄内町庄内町はエネルギーのはエネルギーのはエネルギーのはエネルギーの独独独独立立立立王王王王国国国国になになになになれるんれるんれるんれるんじゃじゃじゃじゃないかなというようなないかなというようなないかなというようなないかなというような感感感感じじじじしますしますしますしますねねねね、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町にはにはにはには全全全全国発国発国発国発信信信信できるできるできるできる夢夢夢夢のあるのあるのあるのある話話話話がたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますねねねね。。。。 

 先先先先ほほほほどからどからどからどから議議議議論論論論になっているようにになっているようにになっているようにになっているように、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化はグローはグローはグローはグローババババルなルなルなルな問問問問題題題題ですですですです。、。、。、。、だだだだがががが、、、、そのそのそのその対策対策対策対策はははは結局結局結局結局、、、、地域地域地域地域のののの問問問問題題題題にににに還還還還元元元元してくるわけですしてくるわけですしてくるわけですしてくるわけです。「。「。「。「think globally, act locally――――地球的地球的地球的地球的視視視視野野野野でででで考考考考ええええ、、、、足元足元足元足元からからからから実実実実行行行行していくしていくしていくしていく」」」」というというというという有有有有名名名名なななな言言言言葉葉葉葉がありますがありますがありますがあります。。。。庄内町庄内町庄内町庄内町のののの取取取取りりりり組組組組みこのみこのみこのみこの言言言言葉葉葉葉ををををまさにまさにまさにまさに実実実実践践践践しているというしているというしているというしているという印印印印象象象象をををを受受受受けますけますけますけます。。。。 

1 つつつつ提提提提案案案案したいことがありますしたいことがありますしたいことがありますしたいことがあります。。。。昔昔昔昔のののの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体はははは、、、、国国国国からおからおからおからお金金金金をいかにをいかにをいかにをいかに分分分分捕捕捕捕ってくるかとってくるかとってくるかとってくるかということがいうことがいうことがいうことが、、、、政政政政治治治治家家家家やややや首首首首長長長長のののの仕仕仕仕事事事事でしたでしたでしたでした。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、中央省中央省中央省中央省庁庁庁庁のののの役人出役人出役人出役人出身身身身者者者者がががが知知知知事事事事やややや市市市市長長長長、、、、町町町町長長長長になるになるになるになるケケケケーすがーすがーすがーすが目立目立目立目立ちちちちましたましたましたました。。。。だだだだがががが最最最最近近近近はははは、、、、状況状況状況状況がががが大大大大きくきくきくきく違違違違っていますっていますっていますっています。。。。国国国国にはにはにはにはもうおもうおもうおもうお金金金金はないはないはないはない。。。。地域地域地域地域のことはのことはのことはのことは地域地域地域地域にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人たたたたちちちちがががが知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しししし合合合合ってってってって解決解決解決解決していくしていくしていくしていく以以以以外外外外はないはないはないはない。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、首首首首長長長長さんもさんもさんもさんも、、、、地域地域地域地域出出出出身身身身者者者者でででで情情情情熱熱熱熱のあるのあるのあるのある人人人人がががが就就就就任任任任するするするするケケケケースがースがースがースが増増増増えてきていますえてきていますえてきていますえてきています。。。。これからのこれからのこれからのこれからの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの役役役役割割割割はははは、、、、上意上意上意上意下下下下達達達達によるによるによるによる中央中央中央中央政府政府政府政府のののの政策政策政策政策をををを地域地域地域地域にににに浸透浸透浸透浸透させることではなくさせることではなくさせることではなくさせることではなく、、、、特特特特色色色色あるあるあるある地域社会地域社会地域社会地域社会をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるためのココココーーーーデデデデネーターネーターネーターネーター役役役役にににに徹徹徹徹するするするすることことことことだだだだとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。いわいわいわいわばばばば地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化のののの NPO 的的的的なななな性性性性格格格格をををを強強強強めていくめていくめていくめていく必必必必要要要要があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域をよくするためにさまをよくするためにさまをよくするためにさまをよくするためにさまざざざざまなまなまなまな情情情情報報報報をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ多多多多くのくのくのくの住住住住民民民民のののの人人人人たたたたちちちちにににに伝伝伝伝ええええ、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域住住住住民民民民、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＰＰＰＰＯ、Ｏ、Ｏ、Ｏ、大学大学大学大学などのなどのなどのなどの教育機教育機教育機教育機関関関関などをなどをなどをなどを結結結結びつけびつけびつけびつけ、、、、地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化のののの様様様様々々々々ななななココココララララボボボボレレレレーションをーションをーションをーションを立立立立ちちちち上上上上げげげげるなどによりるなどによりるなどによりるなどにより、、、、1 つのつのつのつの新新新新しいしいしいしい流流流流れをつくりれをつくりれをつくりれをつくり出出出出していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要要要要でででではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いますいますいますいます。、。、。、。、そうしたことをそうしたことをそうしたことをそうしたことを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための豊豊豊豊富富富富なななな潜潜潜潜在的在的在的在的なななな資源資源資源資源をたくさんおをたくさんおをたくさんおをたくさんお持持持持ちちちちのののの庄内町庄内町庄内町庄内町ははははぜひぜひぜひぜひ率先率先率先率先してしてしてして新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域モモモモデデデデルををつくってルををつくってルををつくってルををつくってほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。   

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、鮎川鮎川鮎川鮎川先先先先生生生生かかかか三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 鮎川鮎川鮎川鮎川特別顧問特別顧問特別顧問特別顧問 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり私私私私もももも、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、もともともともともともともともと立立立立川川川川町町町町がががが一一一一番初番初番初番初めめめめにににに風風風風力力力力をををを立立立立てたというてたというてたというてたという画期画期画期画期的的的的なとこなとこなとこなところろろろからからからから発発発発しているんしているんしているんしているんだろだろだろだろうなとうなとうなとうなと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、すすすすごごごごくいくいくいくいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みがあってすみがあってすみがあってすみがあってすばばばばらしいなとらしいなとらしいなとらしいなと思思思思ってってってって聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりました。。。。まずまずまずまず天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが出出出出るということはするということはするということはするということはすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだなとなとなとなと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、これをいかにこれをいかにこれをいかにこれをいかに活用活用活用活用できるかというできるかというできるかというできるかということがまずことがまずことがまずことがまずポポポポイントかなとイントかなとイントかなとイントかなと。。。。あとあとあとあと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、さっきさっきさっきさっき高知高知高知高知県県県県のののの例例例例をををを言言言言ったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、高知高知高知高知県県県県のののの場場場場合合合合はたまたまはたまたまはたまたまはたまたま大大大大きなきなきなきな火火火火力発力発力発力発電所電所電所電所をををを持持持持つつつつ大大大大規規規規模模模模事業事業事業事業者者者者があったというがあったというがあったというがあったということがあることがあることがあることがあるんですけどんですけどんですけどんですけど、、、、山形県山形県山形県山形県のののの場場場場合合合合というかというかというかというか、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町のののの場場場場合合合合はなさそうなはなさそうなはなさそうなはなさそうな気気気気がするんですけどがするんですけどがするんですけどがするんですけど、、、、だだだだからそういうからそういうからそういうからそういう事事事事例例例例をををを挙挙挙挙げげげげたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、今今今今火火火火力発力発力発力発電所電所電所電所がががが 2つあるとおっしつあるとおっしつあるとおっしつあるとおっしゃゃゃゃったんですけどったんですけどったんですけどったんですけど、、、、
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これはこれはこれはこれは石石石石炭炭炭炭ですかですかですかですか。。。。まあまあまあまあ、、、、ここにここにここにここに、、、、今今今今言言言言ったようなったようなったようなったような間間間間伐伐伐伐材材材材をををを使使使使ったったったった混混混混焼焼焼焼のののの方方方方向向向向にににに燃燃燃燃料料料料転転転転換換換換をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、またはまたはまたはまたは天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが出出出出るならそのるならそのるならそのるならその天天天天然然然然ガガガガスにスにスにスに転転転転換換換換していくということにしていしていくということにしていしていくということにしていしていくということにしていくとくとくとくと、、、、たとえたとえたとえたとえ今回今回今回今回のようなのようなのようなのような場場場場合合合合にににに、、、、東京電東京電東京電東京電力力力力にににに融融融融通通通通するというようなするというようなするというようなするというような事事事事態態態態になったになったになったになった場場場場合合合合ににににもももも、、、、CO2 のののの排排排排出出出出がががが少少少少ないないないない電気電気電気電気をををを送送送送ることができるということにもなるしることができるということにもなるしることができるということにもなるしることができるということにもなるし、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町のののの自立自立自立自立ししししたたたた独独独独立立立立のののの発発発発電所電所電所電所をををを持持持持つことができるかもしれないというつことができるかもしれないというつことができるかもしれないというつことができるかもしれないというふふふふうにうにうにうに考考考考えるのでえるのでえるのでえるので、、、、天天天天然然然然ガガガガスがスがスがスが出出出出るということをいかにるということをいかにるということをいかにるということをいかに最大活用最大活用最大活用最大活用するかということがするかということがするかということがするかということが一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題かなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いいいいましたましたましたました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ノノノノーーーーカカカカーーーーデデデデーというものもすーというものもすーというものもすーというものもすごごごごくくくく重要重要重要重要なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、ややややはりこういったはりこういったはりこういったはりこういった地域地域地域地域にににに実際実際実際実際にににに来来来来てみるとてみるとてみるとてみると、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに車車車車なしではなしではなしではなしでは生生生生活活活活できないというようなできないというようなできないというようなできないというような状況状況状況状況があるのがあるのがあるのがあるのでででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、そのそのそのその日日日日にはにはにはには、、、、例例例例ええええばばばば駅駅駅駅にににに自自自自転車置転車置転車置転車置場場場場をををを置置置置きききき、、、、自自自自転車転車転車転車でででで駅駅駅駅にににに行行行行ってってってって職職職職場場場場までまでまでまで電電電電車車車車にににに乗乗乗乗ってってってって行行行行きききき、、、、そこからまたそこからまたそこからまたそこからまた自自自自転車転車転車転車でででで職職職職場場場場までまでまでまで行行行行かれるかれるかれるかれるようなようなようなような、、、、そういうインフラそういうインフラそういうインフラそういうインフラ、、、、そそそそのののの仕組仕組仕組仕組みがあるとかみがあるとかみがあるとかみがあるとか、、、、そういうそういうそういうそういう仕組仕組仕組仕組みをどみをどみをどみをどううううややややったらつくれるのかということもったらつくれるのかということもったらつくれるのかということもったらつくれるのかということも 1 つつつつ課題課題課題課題かなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、買買買買いいいい物物物物とかもとかもとかもとかも、、、、ややややはりはりはりはり車車車車でないとできないでないとできないでないとできないでないとできない状況状況状況状況ななななんんんんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、そういうのもそういうのもそういうのもそういうのも、、、、例例例例ええええばばばば、、、、乗乗乗乗りりりり合合合合いタクシーみたいいタクシーみたいいタクシーみたいいタクシーみたいなななな、、、、乗乗乗乗りりりり合合合合いいいいババババスみたいなスみたいなスみたいなスみたいな、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも電電電電話話話話すれすれすれすればばばば来来来来てくれるみたいなてくれるみたいなてくれるみたいなてくれるみたいな、、、、そういうものがでそういうものがでそういうものがでそういうものができるともうきるともうきるともうきるともう少少少少しししし、、、、1人人人人 1台台台台というようなというようなというようなというような状況状況状況状況もももも減減減減らすことができるのではないかなというらすことができるのではないかなというらすことができるのではないかなというらすことができるのではないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ややややはりはりはりはり町町町町長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、これからはこれからはこれからはこれからは「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神」」」」のののの節節節節電電電電、、、、出出出出るものるものるものるものをををを少少少少なくするということとなくするということとなくするということとなくするということと新新新新しいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーの創出創出創出創出、、、、ままままさにこれがかさにこれがかさにこれがかさにこれがかぎぎぎぎですですですですねねねね。。。。そのそのそのその両両両両方方方方でででで、、、、よりよりよりより少少少少ないエネルギーでよりないエネルギーでよりないエネルギーでよりないエネルギーでより快適快適快適快適なななな生生生生活活活活をどうをどうをどうをどうややややってってってって実現実現実現実現するかということがするかということがするかということがするかということが温暖化温暖化温暖化温暖化がががが私私私私たたたたちちちちにににに突突突突きつけているきつけているきつけているきつけている問問問問題題題題だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、今今今今までのまでのまでのまでの文文文文明明明明のありのありのありのあり方方方方ではもうではもうではもうではもう地地地地球球球球がもたないのでがもたないのでがもたないのでがもたないので、、、、だだだだからといってからといってからといってからといって、、、、今今今今国民国民国民国民運運運運動動動動とととと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、生生生生活活活活をけをけをけをけちちちちけけけけちちちちしなくしなくしなくしなくちちちちゃゃゃゃいけないとかいけないとかいけないとかいけないとか、、、、我慢我慢我慢我慢しなくしなくしなくしなくちちちちゃゃゃゃいけないとかいけないとかいけないとかいけないとか、、、、そういうようなのもそういうようなのもそういうようなのもそういうようなのも多多多多少少少少はははは必必必必要要要要なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろでででで温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策はははは我慢我慢我慢我慢なんなんなんなんだだだだというイというイというイというイメメメメージをージをージをージを持持持持たれてたれてたれてたれてはまずいとはまずいとはまずいとはまずいと思思思思うしうしうしうし、、、、これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会はははは、、、、ややややはりよりはりよりはりよりはりより少少少少ないエネルギーでもっとないエネルギーでもっとないエネルギーでもっとないエネルギーでもっと快適快適快適快適なななな生生生生活活活活がががができるようなできるようなできるようなできるような、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい革命革命革命革命、、、、さっきさっきさっきさっき山山山山根根根根先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったような環業環業環業環業革命革命革命革命でででですよすよすよすよねねねね、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを実現実現実現実現していかなくしていかなくしていかなくしていかなくちちちちゃゃゃゃいけなくていけなくていけなくていけなくて、、、、そのそのそのその一一一一番番番番ややややりりりりややややすいのはすいのはすいのはすいのは地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体かなというかなというかなというかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生、、、、短短短短めにめにめにめに……。。。。 

 三浦三浦三浦三浦助教授助教授助教授助教授 

  町町町町長長長長からたくさんのプロジェクトをおからたくさんのプロジェクトをおからたくさんのプロジェクトをおからたくさんのプロジェクトをお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして、、、、改改改改めてすめてすめてすめてすごごごごいなといなといなといなと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。たたたただだだだ、、、、これがこれがこれがこれが実実実実はこれからのグローはこれからのグローはこれからのグローはこれからのグローババババルスタンダールスタンダールスタンダールスタンダードドドド、、、、世界世界世界世界はこうあるはこうあるはこうあるはこうあるべべべべきききき、、、、こうでなきこうでなきこうでなきこうでなきゃゃゃゃ持続可能持続可能持続可能持続可能でないということでないということでないということでないということだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではでは、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん自自自自慢慢慢慢をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても山形山形山形山形のののの方方方方、、、、控控控控えめなえめなえめなえめな方方方方もももも多多多多いものですいものですいものですいものですからからからから、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん我我我我がががが町自町自町自町自慢慢慢慢をををを環境環境環境環境面面面面でしていたでしていたでしていたでしていただだだだけれけれけれければばばばなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその中中中中でででで、、、、山形県山形県山形県山形県でででで一一一一番番番番二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん出出出出しているとこしているとこしているとこしているところろろろはどこかはどこかはどこかはどこか、、、、ごごごご存存存存じじじじですですですですかかかか。。。。先先先先ほほほほどどどど出出出出ていたていたていたていた酒酒酒酒田田田田共共共共同同同同火火火火力発力発力発力発電所電所電所電所ですですですです。。。。石石石石炭炭炭炭火火火火力力力力ですからですからですからですから。。。。山形県山形県山形県山形県のののの全全全全体体体体のののの半半半半分分分分近近近近くをあそこでくをあそこでくをあそこでくをあそこで出出出出しているわけなんですしているわけなんですしているわけなんですしているわけなんです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味じゃじゃじゃじゃ、、、、そこにそこにそこにそこに木木木木をををを燃燃燃燃料料料料にしてにしてにしてにして使使使使うとうとうとうと
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いうようないうようないうようないうような話話話話がががが出出出出ているんではないかとているんではないかとているんではないかとているんではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、地地地地産地消産地消産地消産地消、、、、地地地地元元元元のエネルギーをのエネルギーをのエネルギーをのエネルギーを使使使使うということうということうということうということ、、、、このこのこのこの意意意意味味味味をもうをもうをもうをもう一度一度一度一度そのそのそのその中中中中でででで考考考考えてみたいわけなんですけれどもえてみたいわけなんですけれどもえてみたいわけなんですけれどもえてみたいわけなんですけれども、、、、そのそのそのその 1 つにはつにはつにはつには、、、、このこのこのこの風車風車風車風車なんかまさにそうなんかまさにそうなんかまさにそうなんかまさにそうですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これもよくこれもよくこれもよくこれもよく言言言言っていることでっていることでっていることでっていることで、、、、見見見見えるエネルギーをえるエネルギーをえるエネルギーをえるエネルギーを使使使使うということがうということがうということがうということが大事大事大事大事なんなんなんなんじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと。。。。これはこれはこれはこれは食食食食べべべべ物物物物もももも同同同同じじじじだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。いいいいろろろろんなんなんなんな安安安安心心心心安全安全安全安全のののの問問問問題題題題がががが起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、生生生生産産産産者者者者、、、、出出出出どこどこどこどころろろろのののの見見見見えないものをえないものをえないものをえないものを食食食食べべべべているうているうているうているうちちちちににににそうなってしまうわけですそうなってしまうわけですそうなってしまうわけですそうなってしまうわけです。。。。エネルギーもそうエネルギーもそうエネルギーもそうエネルギーもそうだだだだとととと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。原子原子原子原子力力力力、、、、見見見見えるようでえるようでえるようでえるようで見見見見えないようなものですがえないようなものですがえないようなものですがえないようなものですが、、、、石石石石油油油油、、、、これもこれもこれもこれも私私私私たたたたちちちちはははは出出出出どこどこどこどころろろろをををを知知知知っているわけではありませっているわけではありませっているわけではありませっているわけではありませんんんん。。。。そのそのそのその中中中中でイラクででイラクででイラクででイラクで戦戦戦戦争争争争がががが起起起起こったりしているわけですこったりしているわけですこったりしているわけですこったりしているわけです。。。。そういうそういうそういうそういう出出出出どこどこどこどころろろろのわからなのわからなのわからなのわからないいいい、、、、見見見見えないエネルギーをえないエネルギーをえないエネルギーをえないエネルギーをほほほほとんどとんどとんどとんど私私私私たたたたちちちち今今今今使使使使っていますっていますっていますっています。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、もっともっともっともっと身近身近身近身近にににに見見見見えるエネルギーえるエネルギーえるエネルギーえるエネルギー、、、、風車風車風車風車、、、、太陽太陽太陽太陽、、、、そしてそしてそしてそして山山山山のののの木木木木、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが見見見見えるとこえるとこえるとこえるところろろろにあるわけにあるわけにあるわけにあるわけですですですです。。。。森森森森のののの木木木木をエネルギーにをエネルギーにをエネルギーにをエネルギーに使使使使うとうとうとうと山山山山がはがはがはがはげげげげ山山山山になるになるになるになるじゃじゃじゃじゃないかということをよくないかということをよくないかということをよくないかということをよく質問質問質問質問さささされますれますれますれます。。。。僕僕僕僕はははは、「、「、「、「だだだだからいいんからいいんからいいんからいいんだだだだ」」」」とととと言言言言うんですうんですうんですうんです。。。。ははははげげげげ山山山山になることがわかるからになることがわかるからになることがわかるからになることがわかるから山山山山のののの木木木木をををを使使使使うことはいいんうことはいいんうことはいいんうことはいいんだだだだとととと言言言言うんですうんですうんですうんです。。。。そういうことがわかったらそういうことがわかったらそういうことがわかったらそういうことがわかったら私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えるわけですえるわけですえるわけですえるわけですねねねね。。。。だだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、遠遠遠遠くのくのくのくの、、、、中中中中東東東東からからからから輸輸輸輸入入入入しているしているしているしている石石石石油油油油、、、、これはそこでこれはそこでこれはそこでこれはそこで何何何何がががが起起起起こっているかわかこっているかわかこっているかわかこっているかわかりませんりませんりませんりません。。。。ですからですからですからですから、、、、身近身近身近身近なものをなものをなものをなものを使使使使うというのはうというのはうというのはうというのは、、、、そういうそういうそういうそういう私私私私たたたたちちちちのののの基本的基本的基本的基本的なななな、、、、環境環境環境環境ととととともにともにともにともに生生生生きるきるきるきる、、、、共共共共生生生生するということをしっかりするということをしっかりするということをしっかりするということをしっかり教教教教えてくれることになるんえてくれることになるんえてくれることになるんえてくれることになるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう身近身近身近身近なななな循環循環循環循環。。。。国国国国はははは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会とととと絶絶絶絶対対対対にににに言言言言いませんいませんいませんいません。。。。地域循環地域循環地域循環地域循環だだだだけではけではけではけでは国国国国はもたないということなんですはもたないということなんですはもたないということなんですはもたないということなんですねねねね。。。。ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここここのののの山形山形山形山形、、、、このこのこのこの庄内町庄内町庄内町庄内町であれであれであれであればばばばそのそのそのその地域循環地域循環地域循環地域循環ができるはずですができるはずですができるはずですができるはずです。。。。ですからですからですからですから、、、、そういうそういうそういうそういう身近身近身近身近なななな循環循環循環循環、、、、そしてエネルギそしてエネルギそしてエネルギそしてエネルギーにおいてもーにおいてもーにおいてもーにおいても地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、そういうものをつくっていくということはそういうものをつくっていくということはそういうものをつくっていくということはそういうものをつくっていくということは、、、、ややややはりはりはりはり基本的基本的基本的基本的なななな私私私私たたたたちちちちのののの環境環境環境環境をををを見見見見るるるる目目目目としてとしてとしてとして大事大事大事大事ななななポポポポイントになってくるんではないかなイントになってくるんではないかなイントになってくるんではないかなイントになってくるんではないかなとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。3人人人人のパネのパネのパネのパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方からおおからおおからおおからおおむねむねむねむね応応応応援援援援ののののメメメメッッッッセセセセージがージがージがージが寄寄寄寄せられたのではないかとせられたのではないかとせられたのではないかとせられたのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、このくらいのこのくらいのこのくらいのこのくらいの規規規規模模模模のののの自治体自治体自治体自治体ですとですとですとですと NPO 的的的的なななな発想発想発想発想がががが必必必必要要要要ではないかというようなこともプラスしてではないかというようなこともプラスしてではないかというようなこともプラスしてではないかというようなこともプラスしてごごごござざざざいましたしいましたしいましたしいましたし、、、、鮎鮎鮎鮎川川川川先先先先生生生生ののののほほほほうからはうからはうからはうからは、、、、ミックスしたエネルギーのミックスしたエネルギーのミックスしたエネルギーのミックスしたエネルギーの使使使使いいいい方方方方、、、、あるいはインフラのあるいはインフラのあるいはインフラのあるいはインフラの整整整整備備備備もももも必必必必要要要要かなということかなということかなということかなということ。。。。三浦三浦三浦三浦先先先先生生生生からはからはからはからは見見見見えるエネルギーというようなことでえるエネルギーというようなことでえるエネルギーというようなことでえるエネルギーというようなことで、、、、これもこれもこれもこれも非常非常非常非常にににに具具具具体的体的体的体的なおなおなおなお話話話話をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろいたいたいたいただだだだいたんですがいたんですがいたんですがいたんですが、、、、原原原原田町田町田町田町長長長長、、、、何何何何かこれにかこれにかこれにかこれに対対対対してしてしてしてコメコメコメコメントントントントごごごござざざざいいいいますかますかますかますか。。。。 

 原原原原田町田町田町田町長長長長 

  今今今今いたいたいたいただだだだいたいたいたいたごごごご提提提提案案案案などはなどはなどはなどは、、、、これからのこれからのこれからのこれからの新新新新しいエネルギーしいエネルギーしいエネルギーしいエネルギー構想構想構想構想というものにどのようにというものにどのようにというものにどのようにというものにどのように活用活用活用活用できるかということをできるかということをできるかということをできるかということを考考考考えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきたいというきたいというきたいというきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  まあまあまあまあ、、、、実際実際実際実際にににに町町町町でででで抱抱抱抱えているえているえているえている課題課題課題課題というのがというのがというのがというのが結結結結構構構構ありますのでありますのでありますのでありますので、、、、そのそのそのその解決解決解決解決がこのエネルがこのエネルがこのエネルがこのエネルギーギーギーギー問問問問題題題題にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろつながっていくものであれつながっていくものであれつながっていくものであれつながっていくものであればばばば非常非常非常非常にいいというにいいというにいいというにいいというふふふふうにうにうにうに思思思思っていましっていましっていましっていましてててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、今今今今はまはまはまはまだだだだ開発開発開発開発途途途途上上上上なわけですがなわけですがなわけですがなわけですが、、、、河河河河川川川川とかとかとかとか道路道路道路道路端端端端のののの除草除草除草除草のときにのときにのときにのときに出出出出るるるる草草草草木木木木ががががあるわけですよあるわけですよあるわけですよあるわけですよねねねね。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、本本本本来燃来燃来燃来燃ややややしたりしてしたりしてしたりしてしたりして燃燃燃燃料料料料になれになれになれになればばばば、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに助助助助かることないかることないかることないかることない
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んですよんですよんですよんですよ。。。。まさにまさにまさにまさに地産地消地産地消地産地消地産地消のののの権権権権化化化化みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので、、、、そういうことができるようなそういうことができるようなそういうことができるようなそういうことができるような開発開発開発開発といといといというものもうものもうものもうものもぜひぜひぜひぜひこれからさらにこれからさらにこれからさらにこれからさらに進進進進めていためていためていためていただだだだきたいなというきたいなというきたいなというきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、そういそういそういそういったったったった面面面面ではではではでは木質木質木質木質ババババイイイイオオオオ的的的的なものもなものもなものもなものも今今今今開発開発開発開発はははは進進進進められているわけですけれどもめられているわけですけれどもめられているわけですけれどもめられているわけですけれども、、、、ややややはりはりはりはり徹底徹底徹底徹底するというとこするというとこするというとこするというところろろろがこれからのがこれからのがこれからのがこれからの分野分野分野分野になってくるのかなというになってくるのかなというになってくるのかなというになってくるのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ううううちちちちとしてはとしてはとしてはとしては、、、、これをこれをこれをこれを機機機機会会会会にさらににさらににさらににさらに徹底徹底徹底徹底していこうしていこうしていこうしていこう、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちができができができができることをさらにることをさらにることをさらにることをさらに徹底徹底徹底徹底してしてしてして広広広広げげげげていくということがまずはていくということがまずはていくということがまずはていくということがまずは課題課題課題課題なのかなというなのかなというなのかなというなのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

 大大大大歳歳歳歳学学学学部長部長部長部長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今、、、、町町町町長長長長さんからはさんからはさんからはさんからは決決決決意表意表意表意表明明明明のようなものがあったのではないのようなものがあったのではないのようなものがあったのではないのようなものがあったのではないかとかとかとかと思思思思っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、大体大体大体大体予定予定予定予定したしたしたした時時時時間間間間がががが近近近近づいてまいりましてづいてまいりましてづいてまいりましてづいてまいりまして、、、、最最最最初初初初のののの講演講演講演講演のののの中中中中でででで、、、、エエエエココココはははは楽楽楽楽しくしなけれしくしなけれしくしなけれしくしなければばばばいけないというのがまずありましたいけないというのがまずありましたいけないというのがまずありましたいけないというのがまずありました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からはからはからはからは地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギーというエネルギーというエネルギーというエネルギーという、、、、これはまさにこれはまさにこれはまさにこれはまさに庄内町庄内町庄内町庄内町にににに当当当当てはまるてはまるてはまるてはまる具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例ではなかったかとではなかったかとではなかったかとではなかったかと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろなななな意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、これこれこれこれ、、、、とてもとてもとてもとても時時時時間間間間がががが足足足足りないんでりないんでりないんでりないんでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、山形県山形県山形県山形県のののの状況状況状況状況をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書のののの目目目目標標標標はははは 6％％％％ででででごごごござざざざいますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、山形県山形県山形県山形県はははは実実実実はははは 7％％％％をををを目目目目標標標標としているということしているということしているということしているということでとでとでとでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ききききょょょょうううう会会会会場場場場にもにもにもにも温暖化温暖化温暖化温暖化のののの防止協議会防止協議会防止協議会防止協議会のののの皆皆皆皆さんもおさんもおさんもおさんもお越越越越しになっているよしになっているよしになっているよしになっているようでうでうでうでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これもまたこれもまたこれもまたこれもまた後後後後ほほほほどどどど会会会会場場場場からもからもからもからも何何何何かかかかごごごご質問質問質問質問があるかもしれませんけれどもがあるかもしれませんけれどもがあるかもしれませんけれどもがあるかもしれませんけれども、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町としてはとしてはとしてはとしては、、、、エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消がががが温暖化温暖化温暖化温暖化（（（（対策対策対策対策?））））にににに結結結結びつくとびつくとびつくとびつくといういういういう、、、、何何何何となくとなくとなくとなくディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの最最最最初初初初にこれがにこれがにこれがにこれが結結結結びつくかどうかびつくかどうかびつくかどうかびつくかどうかちちちちょょょょっとっとっとっと定定定定かでなかっかでなかっかでなかっかでなかったんですけれどもたんですけれどもたんですけれどもたんですけれども、、、、それがどうもそれがどうもそれがどうもそれがどうも庄内庄内庄内庄内町町町町モモモモデデデデルとしてルとしてルとしてルとして何何何何かかかか発発発発信信信信ができそうなができそうなができそうなができそうな感感感感じじじじがしてがしてがしてがしてままままいりましたいりましたいりましたいりました。。。。     今今今今、、、、町町町町ののののほほほほうでおつくりになったエネルギーのうでおつくりになったエネルギーのうでおつくりになったエネルギーのうでおつくりになったエネルギーの地産地消地産地消地産地消地産地消のののの庄内町庄内町庄内町庄内町モモモモデデデデルというルというルというルというのをのをのをのを見見見見まままますとすとすとすと、、、、目目目目標標標標はははは CO2 のののの削減削減削減削減、、、、1990 年年年年にににに比比比比べべべべてててて 5.1％％％％ということでということでということでということで、、、、こんなこんなこんなこんな高高高高いいいい目目目目標標標標もももも掲掲掲掲げげげげてててていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる。。。。7％％％％にはにはにはには及及及及ばばばばないんですけれどもないんですけれどもないんですけれどもないんですけれども、、、、というようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、これはこれはこれはこれは今後今後今後今後庄内町庄内町庄内町庄内町からからからから発発発発信信信信しながらしながらしながらしながら具具具具体化体化体化体化していくことをしていくことをしていくことをしていくことを望望望望みながらみながらみながらみながら、、、、このこのこのこのディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを閉閉閉閉じじじじたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうもごごごご協力協力協力協力ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  司司司司会会会会のののの方方方方ににににママママイクをおイクをおイクをおイクをお返返返返ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 司司司司会会会会 

  どうもありがとどうもありがとどうもありがとどうもありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ココココーーーーディディディディネーターとパネラーのネーターとパネラーのネーターとパネラーのネーターとパネラーの皆皆皆皆様様様様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。本本本本日日日日はまことにありがとうはまことにありがとうはまことにありがとうはまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、ごごごご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様からからからから質問質問質問質問をおをおをおをお受受受受けしたいとけしたいとけしたいとけしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。もしもしもしもしごごごござざざざいましいましいましいましたらたらたらたら、、、、挙挙挙挙手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。あまりあまりあまりあまり時時時時間間間間ももももごごごござざざざいませんのでいませんのでいませんのでいませんので、、、、1 ないしないしないしないし 2名名名名ほほほほどのどのどのどのごごごご質質質質問問問問をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ごごごご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方、、、、いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。 

  ないようでしたらないようでしたらないようでしたらないようでしたら、、、、以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだききききますますますます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 
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ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムォーラムォーラムォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ あきたあきたあきたあきた ２００７２００７２００７２００７ 

～～～～県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2007 年年年年８８８８月月月月 31日日日日（（（（金金金金））））13:30－－－－17:00 場所場所場所場所    ：：：：    秋田秋田秋田秋田ビビビビュュュューーーーホホホホテルテルテルテル 飛翔飛翔飛翔飛翔のののの間間間間 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            西村哲男西村哲男西村哲男西村哲男    氏氏氏氏 秋田県秋田県秋田県秋田県副知副知副知副知事事事事 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体 

                                ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基軸軸軸軸としたとしたとしたとした循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形成形成形成形成」」」」 三橋三橋三橋三橋規宏規宏規宏規宏  氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体 

                  ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルへのサイクルへのサイクルへのサイクルへの挑戦挑戦挑戦挑戦～～～～廃小廃小廃小廃小型型型型電子電子電子電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器のののの 

                試験収集試験収集試験収集試験収集ととととレレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルの回収回収回収回収～」～」～」～」 

               白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一  氏氏氏氏     東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科教授教授教授教授 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆熊谷嘉隆  氏氏氏氏            国際国際国際国際教養教養教養教養大大大大学学学学准教授准教授准教授准教授                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一  氏氏氏氏          東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科教授教授教授教授                             三浦清久三浦清久三浦清久三浦清久  氏氏氏氏            秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドド株式株式株式株式会社会社会社会社 代代代代表取締役表取締役表取締役表取締役社社社社長長長長                             福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦福岡龍彦  氏氏氏氏            株式株式株式株式会社会社会社会社伊徳伊徳伊徳伊徳 取締役取締役取締役取締役 人人人人事事事事部部部部 総総総総務部務部務部務部 部長部長部長部長                             那須那須那須那須チカチカチカチカ子氏子氏子氏子氏            環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー[市民市民市民市民部門部門部門部門] 

              佐藤佐藤佐藤佐藤  充充充充  氏氏氏氏      県県県県生生生生活環境文化活環境文化活環境文化活環境文化部部部部次次次次長長長長 

 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会（（（（樋樋樋樋口口口口）））） 

  ようこそおようこそおようこそおようこそお越越越越しくしくしくしくだだだださいましたさいましたさいましたさいました。。。。本本本本日日日日司司司司会会会会をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます、、、、私私私私、、、、樋樋樋樋口口口口とととと申申申申ししししますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、このフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに転転転転換換換換していくたしていくたしていくたしていくためめめめ、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加のののの視視視視点点点点でででで考考考考えていくことをえていくことをえていくことをえていくことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして開催開催開催開催するものでするものでするものでするものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。終了終了終了終了時時時時刻刻刻刻はははは 17時時時時をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ最最最最後後後後までおまでおまでおまでお付付付付きききき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、よよよよろろろろししししくおくおくおくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、受受受受付付付付でででで皆皆皆皆様様様様にににに配配配配布布布布いたしましたいたしましたいたしましたいたしました資料資料資料資料のののの中中中中にアンにアンにアンにアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このアこのアこのアこのアンンンンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙はははは、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに、、、、出出出出入入入入りりりり口口口口にににに回収回収回収回収箱箱箱箱をををを設設設設置置置置しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、そそそそちちちちらにらにらにらに入入入入
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れていたれていたれていたれていただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆様様様様のののの御御御御協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ あきたあきたあきたあきた ２００７２００７２００７２００７～～～～県民県民県民県民総参加総参加総参加総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして～」～」～」～」をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

 開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司司司司会会会会 

  ははははじじじじめにめにめにめに、、、、西村哲男西村哲男西村哲男西村哲男秋田県秋田県秋田県秋田県副知副知副知副知事事事事からからからから、、、、御御御御来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさつをあいさつをあいさつをあいさつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 西村副知西村副知西村副知西村副知事事事事 

  皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。御御御御紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました西村西村西村西村ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、私私私私からからからから一言一言一言一言ごごごごあいさつをあいさつをあいさつをあいさつを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学とととと秋田県秋田県秋田県秋田県のののの共共共共催催催催によりますによりますによりますによります「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ ああああきたきたきたきた ２００７２００７２００７２００７」」」」にににに多多多多数数数数のののの皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの御御御御参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、心心心心からからからから感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀とととと言言言言われるわれるわれるわれる 21 世世世世紀紀紀紀にににに入入入入りりりり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄型型型型のののの社会社会社会社会システムシステムシステムシステムをををを転転転転換換換換しししし、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築することがすることがすることがすることが求求求求められておりまめられておりまめられておりまめられておりますすすす。。。。このためこのためこのためこのため県県県県ではではではでは、、、、本年本年本年本年３３３３月月月月にににに、、、、秋田県循環型社会形成推進基本秋田県循環型社会形成推進基本秋田県循環型社会形成推進基本秋田県循環型社会形成推進基本計画計画計画計画をををを策策策策定定定定しししし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化やリやリやリやリサイクルなどサイクルなどサイクルなどサイクルなど、、、、３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進やバやバやバやバイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの利活用利活用利活用利活用のののの推進推進推進推進などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいくこととしておりますくこととしておりますくこととしておりますくこととしております。。。。またまたまたまた、、、、県県県県北部北部北部北部にはにはにはには、、、、かつてかつてかつてかつて鉱鉱鉱鉱山山山山でででで培培培培ったったったった技術技術技術技術をををを活用活用活用活用してしてしてして家電家電家電家電やレやレやレやレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックをックをックをックを活用活用活用活用したしたしたした新建新建新建新建材材材材のののの製製製製造造造造などなどなどなど、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業がががが集集集集積積積積しておりしておりしておりしており、、、、全全全全国国国国からもからもからもからも注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びておりますびておりますびておりますびております。。。。 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するためにはするためにはするためにはするためには県民一県民一県民一県民一人人人人一一一一人人人人のののの取取取取組組組組がががが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、本本本本日日日日のフォーラムでのフォーラムでのフォーラムでのフォーラムでもももも、、、、テーテーテーテーママママをををを「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」というというというというふふふふうにしておりますうにしておりますうにしておりますうにしております。。。。本本本本日日日日はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表のののの三橋教授三橋教授三橋教授三橋教授、、、、そしてそしてそしてそして東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院教授院教授院教授院教授のののの白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授をををを講講講講師師師師におにおにおにお招招招招きしきしきしきし、、、、ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを中心中心中心中心としたとしたとしたとした循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のののの形成形成形成形成やややや新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルへのサイクルへのサイクルへのサイクルへの挑戦挑戦挑戦挑戦についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話をををを伺伺伺伺ううううほほほほかかかか、、、、企業企業企業企業のののの方方方方々々々々とととと行政行政行政行政をををを交交交交えたパネルえたパネルえたパネルえたパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッションもももも行行行行うこととしておりますうこととしておりますうこととしておりますうこととしております。。。。このフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムがこのフォーラムが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加でででで新新新新たなたなたなたな取取取取組組組組をををを行行行行うきっかけとなることをうきっかけとなることをうきっかけとなることをうきっかけとなることを期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  おわりにおわりにおわりにおわりに、、、、本本本本フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開催開催開催開催にににに御御御御尽尽尽尽力力力力いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、関係関係関係関係すすすするるるる皆皆皆皆様様様様にににに感謝感謝感謝感謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、開会開会開会開会のあいさつとさせていたのあいさつとさせていたのあいさつとさせていたのあいさつとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はありがとうはありがとうはありがとうはありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表かかかかららららごごごごあいさつをあいさつをあいさつをあいさつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 三橋三橋三橋三橋自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表 

  皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの三橋三橋三橋三橋ですですですです。。。。 

  今回今回今回今回はははは、、、、秋田秋田秋田秋田でゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムをでゼロエミッションフォーラムを開催開催開催開催していたしていたしていたしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことににあまことににあまことににあまことににあ
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りがとうりがとうりがとうりがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムはゼロエミッションフォーラムは 1994 年年年年にににに設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど 1992 年年年年にににに、、、、国連国連国連国連がががが主催主催主催主催してブラジルのしてブラジルのしてブラジルのしてブラジルのリオデリオデリオデリオデジジジジャャャャネイロでネイロでネイロでネイロで地球地球地球地球サミットがサミットがサミットがサミットが開催開催開催開催さささされましたれましたれましたれました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 がががが採採採採択択択択されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 とはとはとはとは何何何何かとかとかとかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための行行行行動動動動計画計画計画計画をををを国国国国ベベベベースースースース、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県、、、、市町市町市町市町村村村村といったといったといったといった地域地域地域地域ベベベベースースースース、、、、事業事業事業事業所所所所・・・・企業企業企業企業ベベベベースースースース、、、、大学大学大学大学ベベベベースースースース、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななベベベベースでースでースでースで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくっていくためのをつくっていくためのをつくっていくためのをつくっていくための行行行行動動動動計画計画計画計画をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、それをそれをそれをそれを実実実実践践践践していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうというのがうというのがうというのがうというのがアジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今、、、、地球各地地球各地地球各地地球各地でアジェンダでアジェンダでアジェンダでアジェンダ 21 をさまをさまをさまをさまざざざざまなグループがまなグループがまなグループがまなグループが展開展開展開展開しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  国連大学国連大学国連大学国連大学もももも、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる国連国連国連国連のののの大学大学大学大学としてアジェンダとしてアジェンダとしてアジェンダとしてアジェンダ 21 をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要要要要がありがありがありがあり、、、、様様様様々々々々なななな議議議議論論論論をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。そのそのそのその１１１１つとしてつとしてつとしてつとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想がががが浮浮浮浮上上上上しししし、、、、それをそれをそれをそれを国連大学国連大学国連大学国連大学としとしとしとしてててて推進推進推進推進していこうということになったわけでしていこうということになったわけでしていこうということになったわけでしていこうということになったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉はははは、、、、文文文文字字字字どおりどおりどおりどおり訳訳訳訳せせせせばばばば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロというゼロというゼロというゼロという意意意意味味味味になりますになりますになりますになります。。。。当当当当時時時時、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの学学学学長長長長補補補補佐佐佐佐をしていをしていをしていをしていたたたた、、、、ベベベベルギーのルギーのルギーのルギーの実業実業実業実業家家家家でででで、、、、グンター・パグンター・パグンター・パグンター・パウリウリウリウリさんがいましてさんがいましてさんがいましてさんがいまして、、、、彼彼彼彼がががが「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」というというというという名前名前名前名前をををを名名名名づけたわけでづけたわけでづけたわけでづけたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  1994 年年年年のあるのあるのあるのある日日日日、、、、グンター・パグンター・パグンター・パグンター・パウリウリウリウリがががが私私私私のののの職職職職場場場場をををを訪訪訪訪ねねねねてきましたてきましたてきましたてきました。。。。私私私私はははは当当当当時時時時、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞社社社社のののの論説論説論説論説副副副副主主主主幹幹幹幹ということでということでということでということで、、、、社社社社説説説説ののののデデデデスクをスクをスクをスクを担当担当担当担当しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ををををごごごごみとみとみとみとしてしてしてして捨捨捨捨てずにてずにてずにてずに資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用すれすれすれすればばばば、、、、ごごごごみはみはみはみは出出出出さないでさないでさないでさないで済済済済むむむむ。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕仕仕仕掛掛掛掛けがゼロエけがゼロエけがゼロエけがゼロエミッションなんですミッションなんですミッションなんですミッションなんです、、、、とととと当当当当時時時時グンターはグンターはグンターはグンターは非常非常非常非常にににに熱熱熱熱っっっっぽぽぽぽくくくく私私私私にににに語語語語りかけてきたわけでりかけてきたわけでりかけてきたわけでりかけてきたわけでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕仕仕仕掛掛掛掛けとしてけとしてけとしてけとして廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想というのがこれからのというのがこれからのというのがこれからのというのがこれからの時時時時代代代代にににに必必必必要要要要だだだだということをということをということをということを盛盛盛盛んにんにんにんに訴訴訴訴えたわけでえたわけでえたわけでえたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  1994 年年年年当当当当時時時時というとというとというとというと、、、、日日日日本本本本ははははババババブルブルブルブル経済経済経済経済がががが終終終終わったわったわったわった後後後後ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ががががどんどんどんどんどんどんどんどん、、、、次次次次からからからから次次次次へとへとへとへと出出出出てきたわけですてきたわけですてきたわけですてきたわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処理理理理するためのするためのするためのするための最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場があっというがあっというがあっというがあっという間間間間にににに不不不不足足足足してきたわけでしてきたわけでしてきたわけでしてきたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場がががが不不不不足足足足してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、今今今今度度度度ははははごごごごみみみみ処処処処理理理理代代代代がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん高高高高くなっていくくなっていくくなっていくくなっていく。。。。これはたまらんなということでこれはたまらんなということでこれはたまらんなということでこれはたまらんなということで、、、、国国国国もももも、、、、地方自地方自地方自地方自治体治体治体治体もももも、、、、頭頭頭頭をををを抱抱抱抱えていたわけでえていたわけでえていたわけでえていたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういうタイミングをそういうタイミングをそういうタイミングをそういうタイミングを見見見見てててて、、、、ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションというンというンというンという考考考考ええええ方方方方がががが提提提提案案案案されてきたわけですされてきたわけですされてきたわけですされてきたわけです。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源としてとしてとしてとして活用活用活用活用できれできれできれできればばばば、、、、確確確確かにかにかにかに処処処処分分分分場場場場不不不不足足足足のののの解決解決解決解決にはにはにはには一一一一定定定定のののの役役役役割割割割がががが果果果果たせるかもしれないたせるかもしれないたせるかもしれないたせるかもしれない。。。。しかししかししかししかし、、、、そんなうまいそんなうまいそんなうまいそんなうまい話話話話がががが果果果果たたたたしてあるのしてあるのしてあるのしてあるのだろだろだろだろうかうかうかうか。。。。グンターのグンターのグンターのグンターの話話話話をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、私私私私はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと待待待待ってくれとってくれとってくれとってくれと。。。。３３３３日日日日ほほほほどどどど時時時時間間間間がががが欲欲欲欲しいということをしいということをしいということをしいということを彼彼彼彼にににに話話話話したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。そのそのそのその間間間間、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ私私私私もももも考考考考えましたえましたえましたえました。。。。 

  一一一一見見見見、、、、荒荒荒荒唐唐唐唐無無無無稽稽稽稽にににに思思思思えるわけですけれどもえるわけですけれどもえるわけですけれどもえるわけですけれども、、、、時時時時代代代代をををを変変変変えるためにはえるためにはえるためにはえるためには新新新新しいしいしいしい発想発想発想発想がががが必必必必要要要要でででですすすすねねねね。。。。３３３３日後日後日後日後にににに決決決決意意意意いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学とととと提提提提携携携携してゼロエミッションしてゼロエミッションしてゼロエミッションしてゼロエミッション運運運運動動動動をををを展開展開展開展開しよしよしよしようううう。。。。日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞はそのためのはそのためのはそのためのはそのための一一一一役役役役をををを果果果果たそたそたそたそうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに考考考考えましたえましたえましたえました。。。。日日日日本本本本のののの新新新新聞聞聞聞のののの中中中中でゼロエミッションというでゼロエミッションというでゼロエミッションというでゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉をををを初初初初めにめにめにめに使使使使ったのはったのはったのはったのは、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞がががが初初初初めてでめてでめてでめてでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその後後後後、、、、ほほほほかのかのかのかの新新新新聞聞聞聞社社社社もゼロエミッションというもゼロエミッションというもゼロエミッションというもゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。最最最最後後後後までまでまでまでゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うことにうことにうことにうことに抵抗抵抗抵抗抵抗していましたしていましたしていましたしていました新新新新聞聞聞聞社社社社もありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、あっあっあっあっというというというという間間間間にににに広広広広がったためがったためがったためがったため、、、、利利利利ここにあらずということでここにあらずということでここにあらずということでここにあらずということで、、、、そのそのそのその新新新新聞聞聞聞社社社社もももも１１１１年年年年後後後後あたりにはあたりにはあたりにはあたりにはゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使いいいい、、、、ゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションというゼロエミッションという言言言言葉葉葉葉ががががママママススススココココミではミではミではミでは一一一一般般般般のののの用用用用語語語語になっていったわけでになっていったわけでになっていったわけでになっていったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想はははは、、、、時時時時代代代代のののの求求求求めにおそらくかなっていたのでしめにおそらくかなっていたのでしめにおそらくかなっていたのでしめにおそらくかなっていたのでしょょょょうううう。。。。またたくまたたくまたたくまたたく間間間間にににに環境環境環境環境省省省省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、農農農農水省水省水省水省、、、、さらにさらにさらにさらに多多多多くのくのくのくの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理対策理対策理対策理対策やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域興興興興しのためのしのためのしのためのしのためのキキキキーワーーワーーワーーワードドドドとしてゼロエミッションをとしてゼロエミッションをとしてゼロエミッションをとしてゼロエミッションを盛盛盛盛んにんにんにんに使使使使ってくれるようになりまってくれるようになりまってくれるようになりまってくれるようになりま
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したしたしたした。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学をををを舞舞舞舞台台台台にゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッション活動活動活動活動をををを展開展開展開展開していましたしていましたしていましたしていました私私私私たたたたちちちちはははは、、、、さらにゼロさらにゼロさらにゼロさらにゼロエミッションエミッションエミッションエミッション活動活動活動活動をををを全全全全国的国的国的国的にににに広広広広げげげげてててて時時時時代代代代のののの大大大大きなきなきなきな流流流流れをつくりたいということでれをつくりたいということでれをつくりたいということでれをつくりたいということで、、、、2000 年年年年のののの４４４４月月月月にににに、、、、正正正正式式式式にににに国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムをゼロエミッションフォーラムを設立設立設立設立してしてしてして、、、、今日今日今日今日にににに至至至至っているわっているわっているわっているわけですけですけですけです。。。。 

  したがってしたがってしたがってしたがって、、、、1994 年年年年にににに発発発発足足足足、、、、2000 年年年年にゼにゼにゼにゼロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムのロエミッションフォーラムの設立設立設立設立ということでということでということでということで、、、、もうこのもうこのもうこのもうこの運運運運動動動動はははは発発発発足足足足からからからから数数数数えますとえますとえますとえますと約約約約 15 年年年年。。。。フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが設立設立設立設立してからもしてからもしてからもしてからも７７７７年年年年近近近近くになりくになりくになりくになりますますますます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの概概概概念念念念もももも時時時時代代代代のののの変変変変化化化化にににに応応応応じじじじてててて大大大大きくきくきくきく変変変変わってまいりましわってまいりましわってまいりましわってまいりましたたたた。。。。このこのこのこの点点点点についてはまたについてはまたについてはまたについてはまた後後後後ほほほほどのどのどのどの私私私私のののの講演講演講演講演でおでおでおでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  秋田秋田秋田秋田のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの考考考考ええええ方方方方をををを参参参参考考考考にしてにしてにしてにして、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした地域地域地域地域づくづくづくづくりりりり、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだけれけれけれければばばば、、、、幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。ききききょょょょうのこれからのうのこれからのうのこれからのうのこれからの講演講演講演講演、、、、あるいはシンあるいはシンあるいはシンあるいはシンポポポポジジジジウウウウムでよりよいムでよりよいムでよりよいムでよりよい地域地域地域地域、、、、よりよいよりよいよりよいよりよい秋田秋田秋田秋田をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、皆皆皆皆様様様様のののの知知知知恵恵恵恵をををを結結結結集集集集していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばありがたいなとありがたいなとありがたいなとありがたいなと思思思思いいいい、、、、私私私私のあいさつにかえさせていたのあいさつにかえさせていたのあいさつにかえさせていたのあいさつにかえさせていただだだだきますきますきますきます。。。。ありがありがありがありがとうとうとうとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで、、、、西村副知西村副知西村副知西村副知事事事事はははは公務公務公務公務のためのためのためのため退退退退席席席席とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。失失失失礼礼礼礼をどうをどうをどうをどうぞぞぞぞおおおお許許許許しくしくしくしくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 

 （（（（西村副知西村副知西村副知西村副知事事事事退退退退席席席席）））） 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、ここでここでここでここで改改改改めましてめましてめましてめまして本本本本日日日日のフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラムのフォーラムのプログラムをををを簡単簡単簡単簡単にににに御御御御紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演１１１１としましてとしましてとしましてとしまして「「「「ゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションをゼロエミッションを基基基基軸軸軸軸としたとしたとしたとした循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形形形形成成成成」」」」とととと題題題題しししし、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様からからからから講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。続続続続いていていていて、、、、14時時時時 30 分分分分からからからから、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２ととととしましてしましてしましてしまして「「「「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルへのサイクルへのサイクルへのサイクルへの挑戦挑戦挑戦挑戦」」」」とととと題題題題しししし、、、、白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一様様様様からおからおからおからお話話話話ををををいたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。そのそのそのその後後後後 10 分分分分ほほほほどのどのどのどの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みみみみ、、、、15時時時時 30 分分分分からパネルからパネルからパネルからパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いますいますいますいます。。。。テーテーテーテーママママはははは「「「「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、閉閉閉閉会会会会のののの時時時時刻刻刻刻はははは 17時時時時をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ最最最最後後後後までおまでおまでおまでお付付付付きききき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 1 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演１１１１はははは、「、「、「、「ゼゼゼゼロエロエロエロエミッションをミッションをミッションをミッションを基基基基軸軸軸軸としたとしたとしたとした循環社会循環社会循環社会循環社会のののの形成形成形成形成」。」。」。」。国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム自治自治自治自治体体体体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表でででで、、、、千葉商千葉商千葉商千葉商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授、、、、三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様三橋規宏様によるによるによるによる講演講演講演講演ですですですです。。。。 

  三橋様三橋様三橋様三橋様はははは、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞入聞入聞入聞入社社社社後後後後、、、、主主主主としてとしてとしてとしてママママクロクロクロクロ経済経済経済経済政策政策政策政策をををを担当担当担当担当されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、地球環地球環地球環地球環境境境境問問問問題題題題のののの深深深深刻刻刻刻さにさにさにさに衝撃衝撃衝撃衝撃をををを受受受受けけけけ、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題のののの研究研究研究研究にににに乗乗乗乗りりりり出出出出されましたされましたされましたされました。。。。社社社社説説説説「「「「環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀へへへへのののの提提提提案案案案」」」」でででで環境経環境経環境経環境経営営営営のののの重要重要重要重要性性性性をををを強調強調強調強調しししし、、、、産業界産業界産業界産業界にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えられたえられたえられたえられたほほほほかかかか、、、、大学等大学等大学等大学等にににに環境環境環境環境講講講講座座座座をををを開設開設開設開設するなどするなどするなどするなど、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな実実実実践践践践活動活動活動活動をををを続続続続けておられますけておられますけておられますけておられます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。。。。 

 三橋三橋三橋三橋自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代代代代表表表表 

  再再再再度度度度同同同同じじじじ顔顔顔顔でででで登登登登場場場場してしてしてして恐恐恐恐縮縮縮縮ですですですです。。。。ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムの主催主催主催主催者者者者であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに、、、、ゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとは何何何何かかかか、、、、これによってこれによってこれによってこれによって何何何何がががが期期期期待待待待できるかということについてこれからできるかということについてこれからできるかということについてこれからできるかということについてこれから皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお話話話話をしてみたいとをしてみたいとをしてみたいとをしてみたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  このこのこのこの会会会会場場場場はははは非常非常非常非常にににに横横横横長長長長ですですですですねねねね。。。。左右左右左右左右のののの方方方方はははは、、、、これからパワーこれからパワーこれからパワーこれからパワーポポポポイントでイントでイントでイントで私私私私がががが説明説明説明説明するするするする図図図図柄柄柄柄がががが見見見見えにくいおそれがありますえにくいおそれがありますえにくいおそれがありますえにくいおそれがあります。。。。たたたただだだだ、、、、事事事事務務務務局局局局のののの秋田県秋田県秋田県秋田県がががが頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、「、「、「、「ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラムミッションフォーラム in あきたあきたあきたあきた」、」、」、」、ここにここにここにここに、、、、ききききょょょょうおうおうおうお話話話話しするしするしするしする、、、、パワーパワーパワーパワーポポポポイントのイントのイントのイントの内容内容内容内容がががが入入入入っておりますのっておりますのっておりますのっておりますのでででで、、、、左右左右左右左右のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、もしもしもしもし見見見見にくかったにくかったにくかったにくかった場場場場合合合合にはにはにはには、、、、このテこのテこのテこのテキキキキストストストスト「「「「ゼロゼロゼロゼロエミッションフォーラムエミッションフォーラムエミッションフォーラムエミッションフォーラム in あきたあきたあきたあきた」」」」をををを時時時時々々々々見見見見てててて私私私私のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  今日今日今日今日はははは大体大体大体大体 50 分分分分ということでということでということでということで話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神とととと無無無無縁縁縁縁のアのアのアのアメリカメリカメリカメリカ社会社会社会社会 

 さてさてさてさて、、、、 私私私私はははは、、、、10 日日日日ほほほほどアどアどアどアメリカメリカメリカメリカのののの西西西西海海海海岸岸岸岸、、、、カリカリカリカリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした地域地域地域地域をををを旅旅旅旅行行行行ししししてててて、、、、先先先先週週週週のののの末末末末、、、、日日日日本本本本にににに戻戻戻戻ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。1970 年代年代年代年代のののの初初初初めめめめ、、、、したがってもうしたがってもうしたがってもうしたがってもう 30 年以年以年以年以上前上前上前上前ですですですですねねねね、、、、１１１１年年年年ほほほほどどどど、、、、私私私私はニはニはニはニュュュューーーーヨヨヨヨークにークにークにークに駐駐駐駐在在在在したしたしたした経経経経験験験験ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。アアアアメリカメリカメリカメリカのののの東部東部東部東部はははは、、、、ボボボボスススストンからフロトンからフロトンからフロトンからフロリリリリダダダダ半半半半島島島島までまでまでまで、、、、緑緑緑緑豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域でででで、、、、今回今回今回今回旅旅旅旅行行行行したしたしたしたカリカリカリカリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア、、、、アアアアリリリリゾゾゾゾナナナナ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはユユユユタタタタ州州州州などのなどのなどのなどの、、、、いわゆるアいわゆるアいわゆるアいわゆるアメリカメリカメリカメリカのののの西部西部西部西部地域地域地域地域とととと比比比比べべべべてててて非常非常非常非常にににに違違違違いますいますいますいます。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカ東部東部東部東部はははは緑緑緑緑豊豊豊豊かなかなかなかな非常非常非常非常にににに美美美美しいしいしいしい地域地域地域地域。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してアしてアしてアしてアメリカメリカメリカメリカのののの西部西部西部西部はははは、、、、荒荒荒荒涼涼涼涼としたとしたとしたとした岩岩岩岩石石石石とととと砂漠砂漠砂漠砂漠がががが延延延延々々々々とととと連連連連なっているなっているなっているなっている。。。。同同同同じじじじアアアアメリカメリカメリカメリカでもこんなにでもこんなにでもこんなにでもこんなに東東東東とととと西西西西とでとでとでとで違違違違いがあるのかといいがあるのかといいがあるのかといいがあるのかということをうことをうことをうことを改改改改めてめてめてめて感感感感じじじじたたたた次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  よくアよくアよくアよくアメリカメリカメリカメリカ人人人人はははは、、、、ググググリリリリーンフーンフーンフーンフィィィィールールールールドドドドとブラとブラとブラとブラウウウウンフンフンフンフィィィィールールールールドドドドというというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。私私私私はははは、、、、ググググリリリリーンフーンフーンフーンフィィィィールールールールドドドドはははは理理理理解解解解できますができますができますができますが、、、、ななななぜぜぜぜブラブラブラブラウウウウンフンフンフンフィィィィールールールールドドドドというというというという言言言言葉葉葉葉ををををアアアアメリカメリカメリカメリカ人人人人がよくがよくがよくがよく使使使使うのかなということをかうのかなということをかうのかなということをかうのかなということをかねねねねががががねねねね疑問疑問疑問疑問にににに思思思思っていましたっていましたっていましたっていました。。。。ググググリリリリーンフーンフーンフーンフィィィィールールールールドドドドというのはというのはというのはというのは、、、、農農農農業業業業ができるができるができるができる非常非常非常非常にににに緑緑緑緑豊豊豊豊かなかなかなかな土土土土地地地地ですですですです。。。。ブラブラブラブラウウウウンフンフンフンフィィィィールールールールドドドドというのというのというのというのはははは荒荒荒荒廃廃廃廃地地地地、、、、もうもうもうもうほほほほとんどとんどとんどとんど使使使使いいいい物物物物にならないにならないにならないにならない土土土土地地地地というというというという意意意意味味味味でブラでブラでブラでブラウウウウンフンフンフンフィィィィールールールールドドドドというというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、今今今今度度度度のののの旅旅旅旅行行行行でそのでそのでそのでその意意意意味味味味がががが非常非常非常非常によくわかりましたによくわかりましたによくわかりましたによくわかりました。。。。 

  実実実実はははは、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカのののの西西西西海海海海岸岸岸岸をををを旅旅旅旅行行行行するするするする１１１１つのつのつのつの目的目的目的目的としてはとしてはとしてはとしては、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも御御御御存存存存じじじじとととと思思思思いますけいますけいますけいますけれどもれどもれどもれども、、、、非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの風風風風力発力発力発力発電電電電がががが密密密密集集集集しているしているしているしている場所場所場所場所がありますがありますがありますがあります。。。。それをそれをそれをそれをじじじじかにかにかにかに見見見見たいとたいとたいとたいと思思思思ったからですったからですったからですったからです。。。。皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中でもでもでもでも御御御御覧覧覧覧になになになになったったったった方方方方がいるかとがいるかとがいるかとがいるかと思思思思いますいますいますいます。。。。アアアアメリカメリカメリカメリカのののの風風風風力発力発力発力発電電電電のののの９９９９割割割割がこのがこのがこのがこの地域地域地域地域にににに集集集集中中中中していますしていますしていますしています。。。。 
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ロサンゼルスからロサンゼルスからロサンゼルスからロサンゼルスからちちちちょょょょうどうどうどうど北北北北にににに 100ｋｍｋｍｋｍｋｍほほほほどどどど行行行行ったとこったとこったとこったところろろろにににに、、、、テテテテハハハハチャチャチャチャビビビビというというというという場所場所場所場所があがあがあがありますりますりますります。。。。そこのそこのそこのそこの高原高原高原高原にはにはにはには、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電がががが１１１１万万万万基以基以基以基以上集上集上集上集中中中中的的的的にににに設設設設置置置置されているされているされているされている場所場所場所場所がありますがありますがありますがあります。。。。荒荒荒荒廃廃廃廃地地地地にににに風風風風力発力発力発力発電電電電をををを設設設設けてけてけてけて電電電電力力力力をつくっているわけですけれどもをつくっているわけですけれどもをつくっているわけですけれどもをつくっているわけですけれども、、、、こんなにこんなにこんなにこんなに沢沢沢沢山山山山、、、、１１１１万万万万基基基基以以以以上上上上のののの風風風風力発力発力発力発電電電電をつくるをつくるをつくるをつくる土土土土地地地地をををを持持持持っているアっているアっているアっているアメリカメリカメリカメリカというというというという国国国国にににに驚驚驚驚いたわけでいたわけでいたわけでいたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  とことことこところろろろでででで、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカのののの西西西西海海海海岸岸岸岸ではではではでは、、、、メメメメキキキキシシシシココココ国境国境国境国境にににに近近近近いサンジェいサンジェいサンジェいサンジェゴゴゴゴというというというという町町町町がありますがありますがありますがあります。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど知人知人知人知人ののののママママンションションションションでンでンでンで数数数数日日日日過過過過ごごごごすすすす経経経経験験験験をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。生生生生ごごごごみはどういうみはどういうみはどういうみはどういう形形形形でででで処処処処理理理理されているのかなというとされているのかなというとされているのかなというとされているのかなというと、、、、ディディディディススススポポポポーーーーザザザザーでーでーでーで砕砕砕砕いていていていて、、、、流流流流しからしからしからしから排排排排出出出出するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。日日日日本本本本でもでもでもでも一一一一部部部部のののの高層高層高層高層ママママンションではンションではンションではンションでは設設設設置置置置されされされされ始始始始めていますめていますめていますめています。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこのディディディディススススポポポポーーーーザザザザーでーでーでーで生生生生ごごごごみをみをみをみを砕砕砕砕いていていていて流流流流すわけですけれどもすわけですけれどもすわけですけれどもすわけですけれども、、、、砕砕砕砕いているいているいているいている間間間間、、、、絶絶絶絶えずえずえずえず水水水水道道道道水水水水をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい開開開開いていていていて水水水水をををを流流流流しししし続続続続けるますけるますけるますけるます。。。。水水水水がもったいないなとがもったいないなとがもったいないなとがもったいないなと感感感感じじじじるるるるほほほほどどどど水水水水をををを流流流流してしてしてして生生生生ごごごごみをみをみをみを下水下水下水下水へへへへ流流流流しししし出出出出していしていしていしていますますますます。。。。当当当当然然然然、、、、下水下水下水下水汚泥汚泥汚泥汚泥がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、スーパーなどでのスーパーなどでのスーパーなどでのスーパーなどでの買買買買いいいい物物物物からでるからでるからでるからでる様様様様々々々々なななな容容容容器器器器包装包装包装包装類類類類などのなどのなどのなどの家家家家庭庭庭庭のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、どのようどのようどのようどのようにににに、、、、処処処処理理理理されているのかされているのかされているのかされているのか観観観観察察察察しましたしましたしましたしました。。。。飲飲飲飲料料料料水水水水のののの容容容容器器器器はははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、アルミアルミアルミアルミ、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶、、、、紙紙紙紙製品製品製品製品などなどなどなど様様様様々々々々ですがですがですがですが、、、、区区区区別別別別することなくすることなくすることなくすることなく大大大大きなきなきなきなビビビビニールニールニールニール袋袋袋袋ににににごちごちごちごちゃゃゃゃ混混混混ぜぜぜぜににににしてしてしてして入入入入れてれてれてれて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物投投投投げげげげ込込込込みみみみ口口口口からからからから放放放放りりりり投投投投げげげげますますますます。。。。ママママンションのンションのンションのンションの廊廊廊廊下下下下のののの一一一一角角角角にににに投投投投げげげげ込込込込みみみみ口口口口がががが設設設設置置置置されていますされていますされていますされています。。。。１１１１階階階階にににに大大大大きなきなきなきなココココンテナのンテナのンテナのンテナの箱箱箱箱があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく１１１１ｔｔｔｔかかかか２２２２ｔｔｔｔくくくくらいらいらいらい入入入入るるるる、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなココココンテナのンテナのンテナのンテナの箱箱箱箱がががが置置置置いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。そこにそこにそこにそこに上上上上からからからから落落落落とされるとされるとされるとされるビビビビニーニーニーニールルルル袋袋袋袋でででで包包包包まれたまれたまれたまれたごごごごみがみがみがみが落落落落ちちちちてきますてきますてきますてきます。。。。ごごごごみはみはみはみは定定定定期期期期的的的的にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理業業業業者者者者ががががココココンテナーンテナーンテナーンテナーごごごごとととと運運運運びびびび出出出出してしてしてして処処処処理理理理しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく近近近近くのくのくのくの砂漠砂漠砂漠砂漠にににに捨捨捨捨てているのでしてているのでしてているのでしてているのでしょょょょううううねねねね。。。。近近近近くにくにくにくに広広広広大大大大なななな面面面面積積積積のののの砂漠砂漠砂漠砂漠がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、分分分分別別別別してしてしてして再再再再資源化資源化資源化資源化するよりもするよりもするよりもするよりも、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠のののの一一一一角角角角にににに捨捨捨捨てたてたてたてたほほほほうがはるかにうがはるかにうがはるかにうがはるかにココココストはストはストはストは安上安上安上安上がりですがりですがりですがりです。。。。日日日日本本本本のようにのようにのようにのように、、、、土土土土地地地地がががが狭狭狭狭くくくく、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処分分分分場場場場がががが満満満満杯杯杯杯にににになってしまうとこなってしまうとこなってしまうとこなってしまうところろろろとはとはとはとは考考考考ええええ方方方方がまったくがまったくがまったくがまったく違違違違いますいますいますいます。。。。出出出出てきたてきたてきたてきたごごごごみはみはみはみは、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠にににに捨捨捨捨てれてれてれてればばばばよよよよいいいい。。。。そのためのそのためのそのためのそのための土土土土地地地地はははは十十十十分分分分あるあるあるある。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄のワンのワンのワンのワンウウウウェイェイェイェイ型型型型のののの社会社会社会社会はははは、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカではではではでは当当当当分続分続分続分続くのではないかくのではないかくのではないかくのではないか、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感慨慨慨慨をををを持持持持たたたたざざざざるをるをるをるを得得得得ませませませませんでしたんでしたんでしたんでした。。。。 

  かつてかつてかつてかつて日日日日系系系系アアアアメリカメリカメリカメリカ人人人人のグのグのグのグレレレレン・フクシン・フクシン・フクシン・フクシママママさんというさんというさんというさんという方方方方とととと話話話話をしたことがありますをしたことがありますをしたことがありますをしたことがあります。。。。たたたたしかしかしかしか、、、、1980 年代年代年代年代のののの末末末末、、、、日日日日米半米半米半米半導体導体導体導体摩擦摩擦摩擦摩擦がががが非常非常非常非常にににに激激激激しくなっていたしくなっていたしくなっていたしくなっていた当当当当時時時時、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカ側側側側ののののＵＳＵＳＵＳＵＳＴＴＴＴＲ、Ｒ、Ｒ、Ｒ、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる米通米通米通米通商商商商代代代代表部表部表部表部のののの日日日日本課本課本課本課長長長長ををををややややっていたっていたっていたっていた方方方方ですですですです。。。。非常非常非常非常にににに親親親親日日日日的的的的なななな方方方方ですですですです。。。。そそそそのグのグのグのグレレレレン・フクシン・フクシン・フクシン・フクシママママさんとあるさんとあるさんとあるさんとある研究会研究会研究会研究会でででで「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神」」」」ということについてということについてということについてということについて話話話話をしをしをしをしたことがありますたことがありますたことがありますたことがあります。。。。ググググレレレレン・フクシン・フクシン・フクシン・フクシママママさんがこうさんがこうさんがこうさんがこう言言言言うのですうのですうのですうのですねねねね。「。「。「。「私私私私はははは日日日日系系系系三三三三世世世世でででで、、、、おおおおじじじじいいいいさんはさんはさんはさんは日日日日本本本本人人人人のののの魂魂魂魂をををを持持持持っているのでっているのでっているのでっているので、、、、もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神についてはについてはについてはについては理理理理解解解解できますできますできますできます。。。。しかししかししかししかし、、、、多多多多くのアくのアくのアくのアメリカメリカメリカメリカ人人人人にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、まずまずまずまず日日日日本本本本人人人人のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが持持持持っているようなもったいないっているようなもったいないっているようなもったいないっているようなもったいない精精精精神神神神ということはということはということはということは理理理理解解解解できないとできないとできないとできないと思思思思いますいますいますいます」」」」とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃりりりり、、、、私私私私はははは、、、、大大大大きなきなきなきなカカカカルルルルチャチャチャチャーショックーショックーショックーショックをををを受受受受けたことがありますけたことがありますけたことがありますけたことがあります。。。。 

  ななななぜぜぜぜアアアアメリカメリカメリカメリカ人人人人がもったいないがもったいないがもったいないがもったいない精精精精神神神神をををを理理理理解解解解できないかとできないかとできないかとできないかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカにはにはにはには、、、、石石石石油油油油をはをはをはをはじじじじめさまめさまめさまめさまざざざざまなまなまなまな天天天天然然然然資源資源資源資源がががが豊豊豊豊富富富富ににににごごごござざざざいますいますいますいます。。。。恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた天天天天然然然然資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって、、、、豊豊豊豊かなかなかなかなアアアアメリカメリカメリカメリカをつくるをつくるをつくるをつくる。。。。それがアそれがアそれがアそれがアメリカメリカメリカメリカ人人人人としてとしてとしてとして努努努努めめめめ、、、、義義義義務務務務であるというであるというであるというであるという教育教育教育教育をををを子子子子供供供供時時時時代代代代からからからから受受受受けていますけていますけていますけています。。。。資源資源資源資源ががががふふふふんんんんだだだだんにあるのでんにあるのでんにあるのでんにあるので、、、、資源資源資源資源をををを大大大大切切切切にににに使使使使うなんていううなんていううなんていううなんていう発想発想発想発想はアはアはアはアメリカメリカメリカメリカ人人人人にはとてもにはとてもにはとてもにはとても理理理理解解解解できないできないできないできないだろだろだろだろうとうとうとうと言言言言っておりましたっておりましたっておりましたっておりました。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの広広広広大大大大なブラなブラなブラなブラウウウウンフンフンフンフィィィィールールールールドドドドをををを抱抱抱抱えてえてえてえて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを捨捨捨捨ててもててもててもてても、、、、捨捨捨捨ててもててもててもてても、、、、ままままだだだだ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をどこにをどこにをどこにをどこに捨捨捨捨てたかわからないようてたかわからないようてたかわからないようてたかわからないようなななな広広広広大大大大なななな土土土土地地地地をををを持持持持っているアっているアっているアっているアメリカメリカメリカメリカ人人人人。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、生生生生まれたときからまれたときからまれたときからまれたときから豊豊豊豊富富富富なななな石石石石油油油油、、、、様様様様々々々々なななな天天天天
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然然然然資源資源資源資源にににに恵恵恵恵まれたアまれたアまれたアまれたアメリカメリカメリカメリカ人人人人にとってにとってにとってにとって、、、、そういったそういったそういったそういった資源資源資源資源をををを活用活用活用活用しないしないしないしない生生生生きききき方方方方、、、、これはこれはこれはこれは人人人人間間間間としてとしてとしてとして劣劣劣劣っているっているっているっている、、、、あるいはアあるいはアあるいはアあるいはアメリカメリカメリカメリカ人人人人としてとしてとしてとして好好好好ましくないましくないましくないましくない。。。。むむむむししししろろろろアアアアメリカメリカメリカメリカ人人人人としてはとしてはとしてはとしては、、、、そういうそういうそういうそういう資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使ってってってって生生生生活活活活水準水準水準水準のののの向向向向上上上上をををを図図図図っていくっていくっていくっていく。。。。それこそアそれこそアそれこそアそれこそアメリカメリカメリカメリカ人人人人だだだだといといといというううう教育教育教育教育をををを受受受受けているということでけているということでけているということでけているということで、、、、驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。 

  たたたただだだだ、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ人人人人はははは、、、、日日日日本本本本人人人人とととと非常非常非常非常にににに似似似似ていますていますていますていますねねねね。。。。もったいないもったいないもったいないもったいない精精精精神神神神はははは非常非常非常非常によくによくによくによく理理理理解解解解できますできますできますできます。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン人人人人とかとかとかとか、、、、デデデデンンンンママママークークークーク人人人人、、、、ドドドドイイイイツツツツ人人人人とととと話話話話してもしてもしてもしても、、、、日日日日本本本本人人人人のもっのもっのもっのもったいないたいないたいないたいない精精精精神神神神はよくわかりますはよくわかりますはよくわかりますはよくわかります。。。。たたたただだだだ、、、、CO2 のののの排排排排出出出出量量量量でででで世界世界世界世界のののの４４４４分分分分のののの１１１１をををを占占占占めているアめているアめているアめているアメメメメリカリカリカリカ、、、、そのアそのアそのアそのアメリカメリカメリカメリカがががが依依依依然然然然としてとしてとしてとして地球地球地球地球のののの限限限限界界界界をををを意識意識意識意識せずせずせずせず、、、、これまでこれまでこれまでこれまでややややってきたってきたってきたってきたややややりりりり方方方方をををを追追追追求求求求することがすることがすることがすることが善善善善であるとであるとであるとであると思思思思っているのはっているのはっているのはっているのは私私私私たたたたちちちちにとってはにとってはにとってはにとっては困困困困ったことですったことですったことですったことです。。。。アアアアメリカメリカメリカメリカがががが小小小小さなさなさなさな国国国国ならならならなら、、、、勝勝勝勝手手手手にしなさいということでいいわけですけれどもにしなさいということでいいわけですけれどもにしなさいということでいいわけですけれどもにしなさいということでいいわけですけれども、、、、世界世界世界世界のののの CO2排排排排出出出出量量量量のののの４４４４分分分分のののの１１１１もももも排排排排出出出出しているしているしているしている国国国国がががが、、、、ままままだだだだいけいけどんどんでいけいけどんどんでいけいけどんどんでいけいけどんどんでややややることがアることがアることがアることがアメリカメリカメリカメリカ人人人人たることのたることのたることのたることの証証証証拠拠拠拠というというというという考考考考ええええ方方方方をををを持持持持っているということはっているということはっているということはっているということは嘆嘆嘆嘆かわしいことでかわしいことでかわしいことでかわしいことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  たたたただだだだ、、、、そのアそのアそのアそのアメリカメリカメリカメリカ人人人人もももも、、、、大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染にににに対対対対してはしてはしてはしては非常非常非常非常にににに神神神神経経経経質質質質ですですですです。。。。ロサンゼルスはロサンゼルスはロサンゼルスはロサンゼルスは依依依依然然然然としてとしてとしてとして、、、、自動自動自動自動車車車車がががが中心中心中心中心のののの国国国国ですからですからですからですから、、、、ややややはりはりはりはり飛飛飛飛行場行場行場行場からからからから一一一一歩歩歩歩外外外外にににに出出出出るとるとるとると大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染ががががひひひひどいどいどいどいですですですですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、カリカリカリカリフォルニアフォルニアフォルニアフォルニア州州州州ではではではでは特特特特にににに排排排排ガガガガスススス規規規規制制制制をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強めていくめていくめていくめていく、、、、当当当当然然然然 CO2規規規規制制制制もももも強強強強めていくめていくめていくめていく。。。。だだだだがががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくっていこうというようなをつくっていこうというようなをつくっていこうというようなをつくっていこうというような意意意意欲欲欲欲、、、、発想発想発想発想はははは非常非常非常非常にににに乏乏乏乏しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、大大大大気気気気汚汚汚汚染染染染のようにのようにのようにのように、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちにそのにそのにそのにその被害被害被害被害がかかってくるがかかってくるがかかってくるがかかってくる問問問問題題題題にににに対対対対してしてしてしてはははは積極的積極的積極的積極的ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、CO2 対策対策対策対策にはこれからにはこれからにはこれからにはこれから非常非常非常非常にににに熱心熱心熱心熱心にアにアにアにアメリカメリカメリカメリカはははは取取取取りりりり組組組組んでくんでくんでくんでくるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にアにアにアにアメリカメリカメリカメリカ南部南部南部南部をををを襲襲襲襲ったったったったハハハハリリリリケケケケーンーンーンーン、、、、カカカカトトトトリリリリーナーナーナーナ、、、、それからそれからそれからそれからちちちちょょょょうどうどうどうど私私私私がアがアがアがアメリカメリカメリカメリカをををを旅旅旅旅行行行行中中中中にアにアにアにアメリカメリカメリカメリカのののの南部南部南部南部をををを襲襲襲襲ったったったったハハハハリリリリケケケケーン・ーン・ーン・ーン・ディディディディーンーンーンーン、、、、これらのこれらのこれらのこれらのハハハハリリリリケケケケーーーーンとンとンとンと温暖化温暖化温暖化温暖化とのとのとのとの関係関係関係関係がががが認識認識認識認識されされされされ始始始始めておりめておりめておりめており、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカはこれからはこれからはこれからはこれからかなりかなりかなりかなり真真真真剣剣剣剣にににに取取取取りりりり組組組組んでくるとんでくるとんでくるとんでくると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上はははは、、、、私私私私のののの最最最最近近近近のアのアのアのアメリカメリカメリカメリカ旅旅旅旅行行行行のののの印印印印象象象象記記記記ですですですです。。。。これからこれからこれからこれから、、、、ゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとは何何何何かかかかということについてということについてということについてということについて話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  （（（（それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。） ゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとはゼロエミッションとは何何何何かかかか ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションとはミッションとはミッションとはミッションとは何何何何かかかか。。。。ややややはりはりはりはり最最最最近近近近、、、、横横横横文文文文字字字字がはんらんしていてがはんらんしていてがはんらんしていてがはんらんしていて、、、、我我我我々々々々もゼロエミもゼロエミもゼロエミもゼロエミッションというッションというッションというッションという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使うのにうのにうのにうのにややちややちややちややちゅゅゅゅううううちちちちょょょょもありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、今今今今やややや日日日日本本本本語語語語化化化化したとしたとしたとしたということでいうことでいうことでいうことで、、、、おおおお許許許許しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション。。。。エミッションというのはエミッションというのはエミッションというのはエミッションというのは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、排排排排出物出物出物出物というというというという意意意意味味味味ですですですです、、、、だだだだからゼからゼからゼからゼロエミッションとはロエミッションとはロエミッションとはロエミッションとは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロというようにゼロというようにゼロというようにゼロというように直直直直訳訳訳訳できますできますできますできます。。。。ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会をつくっていくためをつくっていくためをつくっていくためをつくっていくため、、、、自自自自然生然生然生然生態系態系態系態系ののののメカメカメカメカニズムをニズムをニズムをニズムを参参参参考考考考にしていることですにしていることですにしていることですにしていることです。。。。本本本本当当当当はははは、、、、生生生生態系態系態系態系にににに自自自自然然然然というというというという言言言言葉葉葉葉をつけるのはをつけるのはをつけるのはをつけるのは言言言言葉葉葉葉のダブのダブのダブのダブリリリリになになになになりりりりますますますます。。。。生生生生態系態系態系態系はもともとはもともとはもともとはもともと自自自自然然然然とととと同同同同義語義語義語義語にににに近近近近いいいい概概概概念念念念ですですですです。。。。しかししかししかししかし産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系というというというという言言言言葉葉葉葉をををを私私私私たたたたちちちちはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムのはゼロエミッションフォーラムの運運運運動動動動のののの中中中中でででで使使使使いますのでいますのでいますのでいますので、、、、言言言言葉葉葉葉がダブるわけですけがダブるわけですけがダブるわけですけがダブるわけですけれどもれどもれどもれども、、、、あえてあえてあえてあえて自自自自然生然生然生然生態系態系態系態系というというというという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる自自自自然生然生然生然生態系態系態系態系をををを観観観観察察察察するとするとするとすると、、、、１１１１つつつつ非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、自自自自然然然然界界界界にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが存存存存在在在在しないということですしないということですしないということですしないということです。。。。自自自自然然然然界界界界にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて、、、、生生生生産産産産者者者者、、、、消消消消費費費費者者者者、、、、解解解解体体体体・・・・分分分分解解解解者者者者というというというという、、、、異異異異なるなるなるなる役役役役割割割割をををを果果果果たすたすたすたす生命生命生命生命体体体体がががが存存存存在在在在しておりますしておりますしておりますしております。。。。役役役役割割割割のののの異異異異なるなるなるなる異異異異業業業業種種種種のののの生命生命生命生命体体体体がががが、、、、おおおお互互互互いにそのいにそのいにそのいにその役役役役割割割割をををを果果果果たすことによってたすことによってたすことによってたすことによって、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がないがないがないがない世界世界世界世界がががが実現実現実現実現しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系、、、、自自自自然然然然
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生生生生態系態系態系態系にににに似似似似せたせたせたせた産業産業産業産業生生生生態系態系態系態系をつくることができれをつくることができれをつくることができれをつくることができればばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、ゼロにはできないにしてゼロにはできないにしてゼロにはできないにしてゼロにはできないにしてもももも、、、、ゼロにゼロにゼロにゼロに近近近近づけることができるとづけることができるとづけることができるとづけることができると私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えていますえていますえていますえています。。。。     （（（（それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）これがこれがこれがこれが、、、、自自自自然然然然界界界界ののののメカメカメカメカニズムですニズムですニズムですニズムですねねねね。。。。自自自自然然然然界界界界にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて、、、、生生生生産産産産者者者者としてのとしてのとしてのとしての植植植植物物物物がありますがありますがありますがあります。。。。植植植植物物物物というものはというものはというものはというものは、、、、改改改改めてめてめてめて考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、大大大大変変変変なななな能力能力能力能力をををを持持持持っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。無無無無機物機物機物機物であるであるであるである CO2 とととと水水水水とからとからとからとから有有有有機物機物機物機物をつくってしまうんでをつくってしまうんでをつくってしまうんでをつくってしまうんですからすからすからすから、、、、ここここれはれはれはれは大大大大変変変変なななな力力力力をををを持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。太陽太陽太陽太陽光光光光によるによるによるによる光光光光合成合成合成合成によってによってによってによって、、、、CO2 とととと水水水水でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる炭炭炭炭水水水水化化化化物物物物系系系系のののの有有有有機物機物機物機物をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。そのそのそのその生生生生産産産産者者者者であるであるであるである植植植植物物物物がつくがつくがつくがつくりりりり出出出出したしたしたした有有有有機物機物機物機物をををを動動動動物物物物がががが消消消消費費費費者者者者としてとしてとしてとして消消消消費費費費するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。私私私私たたたたちちちち人人人人間間間間もももも消消消消費費費費者者者者ですよですよですよですよねねねね。。。。動動動動物物物物はははは、、、、無無無無機物機物機物機物をををを有有有有機物機物機物機物にににに変変変変えるえるえるえるだだだだけのけのけのけの魔魔魔魔法法法法のののの力力力力はははは持持持持っていないわけですからっていないわけですからっていないわけですからっていないわけですから、、、、植植植植物物物物がががが無無無無機物機物機物機物をををを有有有有機物機物機物機物にににに変変変変えてくれたものをありがたくいたえてくれたものをありがたくいたえてくれたものをありがたくいたえてくれたものをありがたくいただだだだいているわけでいているわけでいているわけでいているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその植植植植物物物物もももも、、、、動動動動物物物物もももも、、、、死死死死んでしまえんでしまえんでしまえんでしまえばばばば、、、、地地地地中中中中のののの微微微微生物生物生物生物によってによってによってによって分分分分解解解解されるわけですされるわけですされるわけですされるわけですねねねね。。。。でででで、、、、ややややががががてそれはまたてそれはまたてそれはまたてそれはまた生生生生産産産産者者者者であるであるであるである植植植植物物物物のののの栄栄栄栄養養養養になっになっになっになっていくというのがこのていくというのがこのていくというのがこのていくというのがこの図図図図ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの図図図図ではではではでは、、、、植植植植物物物物とととと動動動動物物物物とのとのとのとの間間間間ではではではでは植植植植物物物物がががが食食食食料料料料をををを提提提提供供供供するするするする、、、、またまたまたまた動動動動物物物物もももも植植植植物物物物にににに一方的一方的一方的一方的にににに依依依依存存存存しているわけではなくてしているわけではなくてしているわけではなくてしているわけではなくて、、、、受受受受粉粉粉粉などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして、、、、またまたまたまた鳥鳥鳥鳥などがなどがなどがなどが植植植植物物物物のののの種種種種をををを遠遠遠遠くにくにくにくに運運運運んでんでんでんでいくとかというようないくとかというようないくとかというようないくとかというような形形形形でででで助助助助けけけけ合合合合っているわけですっているわけですっているわけですっているわけですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、動動動動物物物物とととと微微微微生物生物生物生物のののの間間間間でもでもでもでも、、、、動動動動物物物物がががが死死死死んでしまえんでしまえんでしまえんでしまえばばばば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物となってとなってとなってとなって分分分分解解解解されてされてされてされて、、、、またそれがまたそれがまたそれがまたそれが植植植植物物物物のののの栄栄栄栄養養養養になるわけですになるわけですになるわけですになるわけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、またそのまたそのまたそのまたその微微微微生物生物生物生物もももも、、、、例例例例ええええばばばば発発発発酵菌酵菌酵菌酵菌、、、、納納納納豆菌豆菌豆菌豆菌などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして消消消消費費費費者者者者にににに有用有用有用有用なななな食食食食料料料料をををを提提提提供供供供していますしていますしていますしています。。。。このようにこのようにこのようにこのように自自自自然然然然界界界界ではではではでは、、、、異異異異業業業業種種種種といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、機機機機能能能能のののの異異異異なるなるなるなる３３３３つのつのつのつの生命生命生命生命体体体体がおがおがおがお互互互互いにそれいにそれいにそれいにそれぞぞぞぞれのれのれのれの役役役役割割割割をきをきをきをきちちちちっとっとっとっと果果果果たすことによってたすことによってたすことによってたすことによって廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロのゼロのゼロのゼロの社会社会社会社会をつくってをつくってをつくってをつくっているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。こうしたしたこうしたしたこうしたしたこうしたした自自自自然然然然界界界界のののの営営営営みをみをみをみを人人人人間間間間社会社会社会社会、、、、人人人人間間間間のののの経済活動経済活動経済活動経済活動にうまくにうまくにうまくにうまく応応応応用用用用するするするすることができないかということがことができないかということがことができないかということがことができないかということが私私私私たたたたちちちちのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション運運運運動動動動のののの大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的であるわけでであるわけでであるわけでであるわけですすすす。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）現在現在現在現在私私私私たたたたちちちちはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッション社会社会社会社会についてこうについてこうについてこうについてこう考考考考えておりえておりえておりえておりますますますます。。。。グンター・パグンター・パグンター・パグンター・パウリウリウリウリがががが最最最最初初初初にゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションという構想構想構想構想をををを持持持持ってきたときにはってきたときにはってきたときにはってきたときには、、、、廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をゼロにするためにをゼロにするためにをゼロにするためにをゼロにするために廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを有効活用有効活用有効活用有効活用するというするというするというするという考考考考ええええ方方方方にににに力力力力点点点点をををを置置置置いてきましたがいてきましたがいてきましたがいてきましたが、、、、そのそのそのその後後後後十数十数十数十数年年年年のののの運運運運動動動動をををを経経経経てててて、、、、私私私私たたたたちちちちはははは今今今今やややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出さないさないさないさない企業経企業経企業経企業経営営営営、、、、こういったものをゼロエミッションこういったものをゼロエミッションこういったものをゼロエミッションこういったものをゼロエミッション運運運運動動動動のののの目的目的目的目的にににに置置置置いていますいていますいていますいています。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、石石石石油油油油をををを燃燃燃燃ややややすとすとすとすと、、、、御御御御存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスであるスであるスであるスである CO2 がががが排排排排出出出出されるわけされるわけされるわけされるわけですですですですねねねね。。。。CO2 はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であるわけですであるわけですであるわけですであるわけです。。。。しかもしかもしかもしかも温暖化温暖化温暖化温暖化をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす、、、、好好好好ましくましくましくましくないないないない廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物。。。。ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは、、、、こういうこういうこういうこういう CO2 とかとかとかとか NOx とかとかとかとか SOx のことをのことをのことをのことを分分分分子子子子ごごごごみとみとみとみと呼呼呼呼んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。原子原子原子原子とかとかとかとか分分分分子子子子はははは私私私私たたたたちちちちのののの目目目目にはにはにはには見見見見えませんえませんえませんえません。。。。しかししかししかししかし分分分分子子子子ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして大大大大気気気気中中中中にににに拡拡拡拡散散散散していますしていますしていますしています。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物をををを出出出出さないさないさないさない経済社会経済社会経済社会経済社会にするためにはにするためにはにするためにはにするためには、、、、CO2 のののの排排排排出出出出量量量量をををを抑抑抑抑制制制制するといするといするといするということもゼロエミッションうこともゼロエミッションうこともゼロエミッションうこともゼロエミッション運運運運動動動動のののの非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的になっているわけですになっているわけですになっているわけですになっているわけです。。。。 失失失失われたわれたわれたわれた地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィ 

  （（（（それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）それではそれではそれではそれでは、、、、ななななぜぜぜぜゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出ささささないないないない経済社会経済社会経済社会経済社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、企業経企業経企業経企業経営営営営というものがというものがというものがというものが求求求求められているのかというとめられているのかというとめられているのかというとめられているのかというと、、、、地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィがががが今今今今やややや失失失失われてしまっているためですわれてしまっているためですわれてしまっているためですわれてしまっているためです。。。。地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを回回回回復復復復するためにゼロエミッションするためにゼロエミッションするためにゼロエミッションするためにゼロエミッション運運運運動動動動をををを強化強化強化強化していこうとしていこうとしていこうとしていこうと私私私私たたたたちちちちはははは考考考考えていえていえていえているわけでるわけでるわけでるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティィィィとはとはとはとは何何何何かということでかということでかということでかということでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、地球地球地球地球のののの
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サステナサステナサステナサステナビビビビリリリリテテテティィィィというのはというのはというのはというのは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言ってしまえってしまえってしまえってしまえばばばば、、、、健健健健全全全全なななな地球地球地球地球のののの営営営営みをみをみをみを過去過去過去過去からからからから現在現在現在現在、、、、現在現在現在現在からからからから未未未未来来来来へとへとへとへと途切途切途切途切れることなくれることなくれることなくれることなく引引引引きききき継継継継いでいくことがいでいくことがいでいくことがいでいくことが地球地球地球地球のサステナのサステナのサステナのサステナビビビビリリリリテテテティだィだィだィだとととと考考考考えているわけでえているわけでえているわけでえているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを回回回回復復復復するためにするためにするためにするために３３３３つのつのつのつの条件条件条件条件がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性がががが失失失失われてしまったのはなわれてしまったのはなわれてしまったのはなわれてしまったのはなぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、ここここここここにににに書書書書いてあるいてあるいてあるいてある３３３３つのつのつのつの条件条件条件条件がががが損損損損なわれてしまったからになわれてしまったからになわれてしまったからになわれてしまったからにほほほほかならないわけですかならないわけですかならないわけですかならないわけです。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、地地地地球有球有球有球有限限限限性性性性のののの認識認識認識認識でででですすすすねねねね。。。。地球地球地球地球はははは無無無無限限限限ではなくてではなくてではなくてではなくて有有有有限限限限なななな存存存存在在在在ですですですです。。。。そのそのそのその地球有地球有地球有地球有限限限限性性性性のののの認識認識認識認識をををを忘忘忘忘れてしまってれてしまってれてしまってれてしまって私私私私たたたたちちちちはははは経済活動経済活動経済活動経済活動をするをするをするをする、、、、物物物物をををを粗末粗末粗末粗末にするようなにするようなにするようなにするような使使使使いいいい捨捨捨捨てのライフサイクてのライフサイクてのライフサイクてのライフサイクルをルをルをルを営営営営むむむむ。。。。だだだだがががが地球地球地球地球はははは無無無無限限限限ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。資源資源資源資源はははは使使使使ええええばばばば使使使使ううううほほほほどどどど減減減減りりりり、、、、ややややがてがてがてがて底底底底をついをついをついをついてなくなってしまうてなくなってしまうてなくなってしまうてなくなってしまう、、、、地球地球地球地球のののの持持持持つつつつ浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて有有有有害害害害物質物質物質物質をををを排排排排出出出出すれすれすれすればばばば地球環境地球環境地球環境地球環境はどんはどんはどんはどんどんどんどんどん悪悪悪悪化化化化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう、、、、私私私私たたたたちちちちはははは有有有有限限限限なななな地球地球地球地球のののの上上上上にににに住住住住んでいるんんでいるんんでいるんんでいるんだだだだというというというという認識認識認識認識にににに基基基基づいてづいてづいてづいて経経経経済活動済活動済活動済活動、、、、日日日日々々々々のののの生生生生活活活活をしていかなくてはいけないということがをしていかなくてはいけないということがをしていかなくてはいけないということがをしていかなくてはいけないということが条件条件条件条件のののの１１１１ですですですです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保全保全保全保全、、、、これもこれもこれもこれも地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性ののののためにためにためにために必必必必要要要要ですですですです。。。。今今今今までまでまでまで生生生生態系態系態系態系というものはというものはというものはというものは経済的経済的経済的経済的なななな財財財財としてとしてとしてとして認識認識認識認識されることがされることがされることがされることが多多多多かったわけですかったわけですかったわけですかったわけです。。。。木木木木材材材材とかとかとかとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは薬薬薬薬のののの原原原原料料料料とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、おおおお金金金金にににに換換換換算算算算できるできるできるできる視視視視点点点点でしかでしかでしかでしか生生生生態系態系態系態系をををを評価評価評価評価してこなかっしてこなかっしてこなかっしてこなかったわけでたわけでたわけでたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、今日今日今日今日のようにのようにのようにのように、、、、生生生生態系態系態系態系がずたずたにがずたずたにがずたずたにがずたずたに引引引引きききき裂裂裂裂かれるかれるかれるかれる中中中中でででで、、、、待待待待てよてよてよてよ、、、、生生生生態系態系態系態系にはおにはおにはおにはお金金金金にかえることができないにかえることができないにかえることができないにかえることができない価値価値価値価値があるとがあるとがあるとがあると。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大大大大気気気気とかとかとかとか水水水水とかとかとかとか土土土土壌壌壌壌、、、、これをきれいなこれをきれいなこれをきれいなこれをきれいな空空空空気気気気、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな土土土土壌壌壌壌にににに保保保保ってくれているのはってくれているのはってくれているのはってくれているのは、、、、実実実実はははは生生生生態態態態系系系系のおかのおかのおかのおかげげげげなんなんなんなんだだだだとととと。。。。もしこのもしこのもしこのもしこの世世世世のののの中中中中にににに生生生生態系態系態系態系がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、地球地球地球地球はもっとはもっとはもっとはもっと荒荒荒荒涼涼涼涼としたとしたとしたとした世界世界世界世界になってしになってしになってしになってしまっているはずですまっているはずですまっているはずですまっているはずです。。。。きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空空空空気気気気、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな土土土土壌壌壌壌、、、、これをつくこれをつくこれをつくこれをつくりりりり上上上上げげげげているのはているのはているのはているのは、、、、実実実実はははは生生生生態系態系態系態系のおかのおかのおかのおかげげげげですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化がががが問問問問題題題題になってになってになってになっていますいますいますいますねねねね。。。。地球地球地球地球表表表表面面面面のののの温度温度温度温度をををを一一一一定定定定にににに保保保保つつつつ上上上上でもでもでもでも生生生生態系態系態系態系はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな役役役役割割割割をををを果果果果たしていまたしていまたしていまたしていますすすす。。。。またまたまたまた、、、、最最最最近近近近いいいいろろろろいいいいろろろろなななな心心心心理理理理学学学学者者者者たたたたちちちちのののの研究成研究成研究成研究成果果果果としてもとしてもとしてもとしても公表公表公表公表されておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれどもされておりますけれども、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる緑緑緑緑のののの森森森森がががが人人人人々々々々のののの心心心心をいをいをいをいややややしししし、、、、慰慰慰慰めてくれるめてくれるめてくれるめてくれる役役役役割割割割、、、、これもこれもこれもこれも非常非常非常非常にににに大大大大きなものがありきなものがありきなものがありきなものがありますますますますねねねね。。。。このようにこのようにこのようにこのように経済的経済的経済的経済的価値価値価値価値にににに転転転転化化化化できないようなできないようなできないようなできないような生生生生態系態系態系態系のののの持持持持つつつつ大大大大きなきなきなきな価値価値価値価値、、、、非非非非経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値がががが損損損損なわれているということはなわれているということはなわれているということはなわれているということは人類人類人類人類のののの生生生生存存存存にににに非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな脅威脅威脅威脅威になっていますになっていますになっていますになっています。。。。私私私私たたたたちちちちはははは経済経済経済経済財財財財としてのとしてのとしてのとしての生生生生態系態系態系態系だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな水水水水、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空空空空気気気気、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは私私私私たたたたちちちちがががが生生生生きていくためのきていくためのきていくためのきていくための適正適正適正適正なななな温度温度温度温度、、、、こういうものをこういうものをこういうものをこういうものを守守守守ってくれるってくれるってくれるってくれる生生生生態系態系態系態系、、、、つまりつまりつまりつまり非非非非経済的経済的経済的経済的なななな価値価値価値価値をををを回回回回復復復復させていくさせていくさせていくさせていく、、、、それがそれがそれがそれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地球地球地球地球のためにのためにのためにのために必必必必要要要要ですですですです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、三三三三番番番番目目目目がががが未未未未来来来来世代世代世代世代へのへのへのへの利利利利益益益益配慮配慮配慮配慮ですですですです。。。。現在現在現在現在のののの私私私私たたたたちちちちがががが豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活ができれができれができれができればばばば、、、、あとはあとはあとはあとは知知知知ったことかとったことかとったことかとったことかと。。。。次次次次にににに生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる世代世代世代世代、、、、７７７７代代代代、、、、10 代先代先代先代先のののの私私私私たたたたちちちちのののの子子子子孫孫孫孫たたたたちちちちはははは、、、、勝勝勝勝手手手手にそのにそのにそのにその残残残残されたされたされたされた地球地球地球地球のののの状況状況状況状況にににに合合合合わせてでわせてでわせてでわせてで新新新新しいしいしいしい知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞ってってってって生生生生きていけきていけきていけきていけばばばばよいよいよいよいだろだろだろだろうとうとうとうといいいいうことでうことでうことでうことで地球環境地球環境地球環境地球環境をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん悪悪悪悪化化化化させるさせるさせるさせる、、、、今今今今のののの資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使いいいい切切切切ってしまうってしまうってしまうってしまう、、、、そうそうそうそういうことはいうことはいうことはいうことは人人人人間間間間としてとしてとしてとして許許許許されるでしされるでしされるでしされるでしょょょょうかうかうかうか。。。。ままままだだだだ生生生生まれていないまれていないまれていないまれていない未未未未来来来来世代世代世代世代のののの人人人人たたたたちちちちがががが、、、、現現現現在在在在私私私私たたたたちちちちがががが生生生生活活活活しているとしているとしているとしていると同同同同じじじじようなようなようなような地球地球地球地球のののの恩恩恩恩恵恵恵恵がががが得得得得られるようなられるようなられるようなられるような、、、、そういうそういうそういうそういう健健健健全全全全なななな地球地球地球地球をををを次次次次のののの世代世代世代世代にににに残残残残していかなくてはなりませんしていかなくてはなりませんしていかなくてはなりませんしていかなくてはなりません。。。。そのためにそのためにそのためにそのために私私私私たたたたちちちちはははは未未未未来来来来世代世代世代世代のののの配慮配慮配慮配慮というというというということをもっとことをもっとことをもっとことをもっと真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えていくえていくえていくえていく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、地球地球地球地球のののの持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを回回回回復復復復するためにはするためにはするためにはするためには、、、、以以以以上上上上指指指指摘摘摘摘したしたしたした３３３３つのつのつのつの条件条件条件条件、、、、地球有地球有地球有地球有限限限限性性性性のののの認識認識認識認識、、、、生生生生態系態系態系態系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保全保全保全保全、、、、未未未未来来来来世代世代世代世代のののの利利利利益益益益配慮配慮配慮配慮がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。 膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代をををを経経経経てててて地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが露露露露になるになるになるになる   （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史をををを振振振振りりりり返返返返るとるとるとると、、、、大体大体大体大体 500万万万万年年年年くらいくらいくらいくらい前前前前までさかのまでさかのまでさかのまでさかのぼぼぼぼるこるこるこるこ
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とができるととができるととができるととができると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ずっとついずっとついずっとついずっとつい最最最最近近近近までまでまでまで人類人類人類人類のののの長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史のののの大大大大部部部部分分分分はははは大自大自大自大自然然然然にににに囲囲囲囲まれてまれてまれてまれて、、、、人人人人間間間間はははは自自自自然然然然のののの恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けてけてけてけて生生生生活活活活してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの対対対対立関係立関係立関係立関係はなかったわけですはなかったわけですはなかったわけですはなかったわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、20 世世世世紀紀紀紀にににに入入入入ってってってって、、、、特特特特にににに 20 世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半のののの 50 年年年年、、、、ここここのわずかなのわずかなのわずかなのわずかな期期期期間間間間にににに、、、、人人人人間間間間はははは自自自自然然然然資源資源資源資源をををを過剰過剰過剰過剰にににに消消消消費費費費しししし、、、、有有有有害害害害物質物質物質物質をををを自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化能力化能力化能力化能力をををを超超超超えてえてえてえて過剰過剰過剰過剰にににに自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出するするするする、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、、、、資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇化化化化のののの問問問問題題題題、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊をををを深深深深刻刻刻刻化化化化させさせさせさせてしまったわけでてしまったわけでてしまったわけでてしまったわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）これがそうですこれがそうですこれがそうですこれがそうですねねねね。。。。自自自自然然然然にににに囲囲囲囲まれていたまれていたまれていたまれていた人人人人間間間間社会社会社会社会。。。。気気気気がついてみがついてみがついてみがついてみるとるとるとると、、、、人人人人間間間間社会社会社会社会がががが自自自自然然然然をををを押押押押しつしつしつしつぶぶぶぶしているしているしているしている、、、、そういうそういうそういうそういう現現現現状状状状がががが起起起起こってしまったのがこってしまったのがこってしまったのがこってしまったのが今今今今のののの世世世世界界界界であるということでであるということでであるということでであるということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）特特特特にににに 20 世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半、、、、1950 年年年年からからからから 2000 年年年年のののの 50 年年年年はははは膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。物物物物的的的的豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを求求求求めてめてめてめて人人人人間間間間がががが地球地球地球地球をををを酷酷酷酷使使使使したしたしたした時時時時代代代代ですですですです。。。。1950 年年年年からからからから 2000 年年年年のののの
50 年年年年間間間間にどういうことがにどういうことがにどういうことがにどういうことが起起起起こったかというとこったかというとこったかというとこったかというと、、、、このこのこのこの図図図図をををを見見見見ていたていたていたていただだだだけれけれけれければばばばわかるとおりでわかるとおりでわかるとおりでわかるとおりですすすす。。。。世界世界世界世界人口人口人口人口はははは、、、、1950 年年年年当当当当時時時時 25億億億億人人人人だだだだったのがったのがったのがったのが、、、、2000 年年年年にはにはにはには 61億億億億人人人人。。。。2007 年年年年のののの現在現在現在現在ではではではではもうもうもうもう 6６６６６億億億億人人人人にににに達達達達しているとしているとしているとしていると推推推推定定定定されていますされていますされていますされています。。。。世界世界世界世界GDP はははは 3.8兆兆兆兆ドドドドルからルからルからルから 30.9兆兆兆兆ドドドドルとルとルとルと、、、、
8.1 倍倍倍倍にもにもにもにも増増増増えていますえていますえていますえています。。。。石石石石油油油油、、、、発発発発電電電電量量量量、、、、それからそれからそれからそれから小小小小麦麦麦麦のののの生生生生産産産産量量量量、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも 50 年年年年間間間間でででで大大大大変変変変なななな増増増増ええええ方方方方をしているわけですをしているわけですをしているわけですをしているわけです。。。。20 世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半のののの 50 年年年年間間間間でででで、、、、人類人類人類人類がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで使使使使ってきたさまってきたさまってきたさまってきたさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源のののの 80％％％％以以以以上上上上をこのをこのをこのをこの 50 年年年年のののの間間間間にににに使使使使ってしまったとってしまったとってしまったとってしまったと推推推推定定定定されていますされていますされていますされています。。。。それそれそれそれほほほほどどどど激激激激ししししくくくく地球資源地球資源地球資源地球資源をををを過剰過剰過剰過剰にににに消消消消費費費費しししし、、、、有有有有害害害害物質物質物質物質をををを自自自自然然然然界界界界にににに排排排排出出出出しししし続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた結結結結果果果果、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はははは急急急急速速速速にににに悪悪悪悪化化化化してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）そのそのそのその結結結結果果果果、、、、経済経済経済経済はははは発展発展発展発展したけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、様様様様々々々々なななな形形形形でででで地球環境地球環境地球環境地球環境がががが悪悪悪悪化化化化してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊がががが起起起起こっこっこっこってきましたてきましたてきましたてきました。。。。人口人口人口人口増増増増加加加加とととと経済成経済成経済成経済成長長長長によってによってによってによって、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動のののの規規規規模模模模がががが拡大拡大拡大拡大しししし、、、、それががそれががそれががそれがが 20 世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半のののの膨膨膨膨張張張張のののの時時時時代代代代となってとなってとなってとなって一一一一気気気気にににに吹吹吹吹きききき出出出出したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが明明明明らかにならかにならかにならかになってしまったということですってしまったということですってしまったということですってしまったということですねねねね。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）これはこれはこれはこれは地球地球地球地球にあるにあるにあるにある、、、、主主主主にににに金金金金属属属属資源資源資源資源のののの埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量とととと、、、、既既既既にににに現在現在現在現在採採採採掘掘掘掘されされされされてててて使使使使われてしまっているわれてしまっているわれてしまっているわれてしまっている割割割割合合合合をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、水水水水銀銀銀銀についてについてについてについて言言言言ええええばばばば、、、、既既既既にににに８８８８割割割割近近近近くがくがくがくが発発発発掘掘掘掘されてされてされてされて使使使使われてしまっていますわれてしまっていますわれてしまっていますわれてしまっています。。。。もうもうもうもう地地地地下下下下にはにはにはには水水水水銀銀銀銀というというというという資源資源資源資源ははははほほほほとんどとんどとんどとんど残残残残っっっっていませんていませんていませんていません。。。。銀銀銀銀とかスズとかとかスズとかとかスズとかとかスズとか鉛鉛鉛鉛、、、、金金金金、、、、これらのこれらのこれらのこれらの金金金金属属属属もももも６６６６割割割割以以以以上上上上がががが発発発発掘掘掘掘されていますされていますされていますされています。。。。銅銅銅銅もももも、、、、半半半半分分分分近近近近くがくがくがくが既既既既にににに発発発発掘掘掘掘されてされてされてされて使使使使われてしまっていますわれてしまっていますわれてしまっていますわれてしまっています。。。。無無無無限限限限にあるとにあるとにあるとにあると思思思思われているわれているわれているわれている鉄鉄鉄鉄もももも、、、、ももももうううう３３３３割近割近割近割近くがくがくがくが発発発発掘掘掘掘済済済済みですみですみですみです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく今日今日今日今日のようなのようなのようなのような形形形形でででで資源資源資源資源をををを使使使使いいいい続続続続けれけれけれければばばば、、、、これらのこれらのこれらのこれらの資資資資源源源源のののの多多多多くがくがくがくが 21 世世世世紀中紀中紀中紀中ににににほほほほとんどとんどとんどとんど枯渇枯渇枯渇枯渇してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと思思思思いますいますいますいます。。。。それそれそれそれほほほほどどどど今今今今地球資源地球資源地球資源地球資源はははは枯渇枯渇枯渇枯渇ししししてきていますてきていますてきていますてきています。。。。 自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線でででで見見見見るるるる地球地球地球地球のののの限限限限界界界界 

  地球地球地球地球限限限限界界界界時時時時代代代代のののの経済経済経済経済領領領領域域域域のののの中中中中にににに描描描描かれているかれているかれているかれている図図図図がががが、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線ですですですです。。。。皆皆皆皆さんがこれさんがこれさんがこれさんがこれからのからのからのからの時時時時代代代代をををを考考考考えるえるえるえる場場場場合合合合ののののヒヒヒヒントにしてントにしてントにしてントにしてほほほほしいとしいとしいとしいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸がががが社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生ですですですです。。。。社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生というのはというのはというのはというのは、、、、生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。まあまあまあまあ、、、、イイイイメメメメージとしージとしージとしージとしてはてはてはては、、、、１１１１人人人人当当当当たりたりたりたりＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰのようなものをのようなものをのようなものをのようなものを頭頭頭頭にににに描描描描いていたいていたいていたいていただだだだけれけれけれければばばばいいといいといいといいと思思思思いますいますいますいます。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、横横横横軸軸軸軸がががが自自自自然然然然のののの利用利用利用利用ですですですです。。。。ＢＢＢＢ点点点点がががが環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度をあらわしていますをあらわしていますをあらわしていますをあらわしています。。。。自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線はははは大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴をををを持持持持ってますってますってますってます。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界とととと右右右右側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、曲線曲線曲線曲線のののの向向向向きがきがきがきが逆逆逆逆になってになってになってになっていることですいることですいることですいることです。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、自自自自然然然然をををを利用利用利用利用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどど生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん上上上上がっていきますがっていきますがっていきますがっていきます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界になるとになるとになるとになると、、、、自自自自然然然然をををを利利利利
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用用用用すれすれすれすればばばばするするするするほほほほどどどど社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度はははは逆逆逆逆にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん落落落落ちちちちていくていくていくていく。。。。どうしてこういどうしてこういどうしてこういどうしてこういうことがうことがうことがうことが起起起起こってくるのかということですこってくるのかということですこってくるのかということですこってくるのかということですねねねね。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんさんさんさん御承御承御承御承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度をををを超超超超えてえてえてえて自自自自然然然然をををを過剰過剰過剰過剰にににに消消消消費費費費するとするとするとすると、、、、公公公公害害害害がががが起起起起こってきますこってきますこってきますこってきます。。。。地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破壊破壊破壊破壊のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ起起起起こってきこってきこってきこってきますますますますねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、緑緑緑緑のののの森森森森もどんどんもどんどんもどんどんもどんどん失失失失われていきますわれていきますわれていきますわれていきます。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、ＢＢＢＢ点点点点をををを超超超超えてえてえてえて自自自自然然然然をををを過剰過剰過剰過剰にににに消消消消費費費費するとするとするとすると、、、、満満満満足足足足度度度度はははは落落落落ちちちちていくわけですていくわけですていくわけですていくわけです。。。。私私私私たたたたちちちちはははは現在現在現在現在このこのこのこのＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くにいくにいくにいくにいるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれどもるわけですけれども、、、、このこのこのこのＣＣＣＣ点点点点のののの近近近近くにいるくにいるくにいるくにいる私私私私たたたたちちちちはははは、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ以以以以上上上上自自自自然然然然をををを利用利用利用利用してしてしてして生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度をををを高高高高めることはめることはめることはめることは、、、、難難難難しくなっていますしくなっていますしくなっていますしくなっています。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ自自自自然然然然のののの利用利用利用利用をををを抑抑抑抑制制制制しながらしながらしながらしながら、、、、自自自自然然然然とととと共共共共生生生生、、、、共存共存共存共存できるできるできるできる新新新新しいしいしいしい経済社会経済社会経済社会経済社会をををを構築構築構築構築していかなくてはなりませんしていかなくてはなりませんしていかなくてはなりませんしていかなくてはなりません。。。。自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線がががが教教教教えてくれることのえてくれることのえてくれることのえてくれることの意意意意味味味味はははは、、、、このこのこのこの点点点点にありますにありますにありますにあります。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）このこのこのこの図図図図はははは、、、、今今今今のののの自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲線曲線曲線曲線にストックというにストックというにストックというにストックという概概概概念念念念をををを加加加加えたもえたもえたもえたものですのですのですのです。。。。このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分はストックのはストックのはストックのはストックの量量量量をあらわしていますをあらわしていますをあらわしていますをあらわしています。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、これまでこれまでこれまでこれまで私私私私たたたたちちちちがががが生生生生活活活活してきたしてきたしてきたしてきた世界世界世界世界というのはストックがというのはストックがというのはストックがというのはストックが非常非常非常非常にににに不不不不足足足足しているしているしているしている経済経済経済経済でしたでしたでしたでした。。。。ストックがストックがストックがストックが不不不不足足足足しているしているしているしている経済経済経済経済はははは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産によってどんどんストックをによってどんどんストックをによってどんどんストックをによってどんどんストックを増増増増ややややしていかなくしていかなくしていかなくしていかなくてはなりませんてはなりませんてはなりませんてはなりません。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、自自自自然然然然をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん切切切切りりりり開開開開きききき、、、、自自自自然然然然資源資源資源資源をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使使使使ってってってって大大大大量量量量生生生生産産産産するするするする。。。。そのためにそのためにそのためにそのために高高高高度成度成度成度成長長長長がががが求求求求められためられためられためられた時時時時代代代代ですですですです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてしてＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界はははは、、、、地球地球地球地球のののの限限限限界界界界にはにはにはには到到到到達達達達してしまっていますがしてしまっていますがしてしまっていますがしてしまっていますが、、、、幸幸幸幸いなことにいなことにいなことにいなことに、、、、成成成成熟熟熟熟社会社会社会社会にににに到到到到達達達達しししし、、、、さまさまさまさまざざざざまなストックがまなストックがまなストックがまなストックが大大大大量量量量にににに存存存存在在在在していますしていますしていますしています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、これからはストックをできるこれからはストックをできるこれからはストックをできるこれからはストックをできるだだだだけけけけ有有有有効活用効活用効活用効活用することですることですることですることで成成成成りりりり立立立立つつつつ経済社会経済社会経済社会経済社会をををを目指目指目指目指すすすす必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックがストックがストックがストックが不不不不足足足足しているしているしているしている物物物物不不不不足足足足のののの時時時時代代代代ですからですからですからですから、、、、新新新新品品品品のののの製品製品製品製品をどんどんつくってをどんどんつくってをどんどんつくってをどんどんつくって経済発展経済発展経済発展経済発展をしなくてはいけないをしなくてはいけないをしなくてはいけないをしなくてはいけない。。。。しかししかししかししかし、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、ストックがストックがストックがストックが充充充充実実実実しているのでしているのでしているのでしているので、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用したしたしたした質質質質のののの高高高高いいいい、、、、落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた社会社会社会社会をををを築築築築かなくてはなりませんかなくてはなりませんかなくてはなりませんかなくてはなりません。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）商商商商品品品品構成構成構成構成でででで比比比比較較較較するとするとするとすると、、、、ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界はははは新新新新品品品品をどんどんつくをどんどんつくをどんどんつくをどんどんつくるるるる必必必必要要要要があったがあったがあったがあった時時時時代代代代ですですですです。。。。戦後戦後戦後戦後のののの日日日日本本本本はははは、、、、ストックがストックがストックがストックが不不不不足足足足してしてしてして――――――――このこのこのこの既既既既存存存存品品品品というのはというのはというのはというのはストックというストックというストックというストックという意意意意味味味味ですですですですねねねね――――――――既既既既存存存存品品品品がががが極極極極端端端端にににに不不不不足足足足していましたしていましたしていましたしていました。。。。しかししかししかししかし、、、、現在現在現在現在のののの日日日日本本本本はははは、、、、ストックがストックがストックがストックが十十十十分分分分にににに蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされた社会社会社会社会にににに変変変変わっていますわっていますわっていますわっています。。。。もうもうもうもう大大大大量量量量にににに新新新新品品品品をををを作作作作りりりり必必必必要要要要はありまはありまはありまはありませんせんせんせん。。。。既既既既存存存存品品品品のののの寿命寿命寿命寿命がががが来来来来てててて使使使使えなくなったりしたえなくなったりしたえなくなったりしたえなくなったりした場場場場合合合合にににに補補補補充充充充的的的的にににに新新新新品品品品をつくっていけをつくっていけをつくっていけをつくっていけばばばばよよよよいといういといういといういという時時時時代代代代にににに変変変変わってきているわけですわってきているわけですわってきているわけですわってきているわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日日日日本本本本はフローはフローはフローはフロー重重重重視視視視でででで、、、、高高高高度成度成度成度成長長長長をををを目指目指目指目指してきたわけですけれどもしてきたわけですけれどもしてきたわけですけれどもしてきたわけですけれども、、、、これからのこれからのこれからのこれからの日日日日本本本本はははは、、、、既既既既にににに存存存存在在在在しているストックしているストックしているストックしているストックをををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用することによってすることによってすることによってすることによって経済経済経済経済をををを回回回回していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういう時時時時代代代代にににに入入入入ってきているというってきているというってきているというってきているということですことですことですことです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）このこのこのこの図図図図はフローとストックははフローとストックははフローとストックははフローとストックは密接密接密接密接なななな関係関係関係関係があることをがあることをがあることをがあることを説明説明説明説明したしたしたした図図図図ですがですがですがですが、、、、時時時時間間間間がありませんのでがありませんのでがありませんのでがありませんので、、、、皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料をををを後後後後ででででごごごごらんくらんくらんくらんくだだだださいさいさいさい。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、ストックがストックがストックがストックが不不不不足足足足しているときにはフローをどんどんしているときにはフローをどんどんしているときにはフローをどんどんしているときにはフローをどんどん増増増増ややややしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要要要要だだだだということということということということをををを説明説明説明説明していますしていますしていますしています。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これもこれもこれもこれも飛飛飛飛ばばばばしてくしてくしてくしてくだだだださいさいさいさい））））日日日日本本本本のののの高高高高度成度成度成度成長時長時長時長時代代代代はストックがはストックがはストックがはストックが非常非常非常非常にににに不不不不足足足足していたのでフローをどんどんしていたのでフローをどんどんしていたのでフローをどんどんしていたのでフローをどんどん増増増増ややややすすすす必必必必要要要要があったがあったがあったがあった。。。。しかししかししかししかし、、、、現在現在現在現在はははは、、、、もうストッもうストッもうストッもうストックがクがクがクが非常非常非常非常にににに充充充充実実実実しているのでしているのでしているのでしているので、、、、新新新新品品品品をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要要要要がないがないがないがない時時時時代代代代にににに入入入入っていることをっていることをっていることをっていることを説明説明説明説明してしてしてしていますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ＢＢＢＢ点点点点のののの左左左左側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というというというという、、、、今今今今でもアでもアでもアでもアメリカメリカメリカメリカではではではでは主流主流主流主流をををを占占占占めているワンめているワンめているワンめているワンウウウウェイェイェイェイ型型型型のののの経済経済経済経済システムがシステムがシステムがシステムが生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度をををを向向向向上上上上
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させるためにさせるためにさせるためにさせるために必必必必要要要要でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし地球地球地球地球のののの限限限限界界界界がががが露露露露になったになったになったになったＢＢＢＢ点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、蓄蓄蓄蓄積積積積さささされたストックをれたストックをれたストックをれたストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする社会社会社会社会、、、、別別別別のののの言言言言葉葉葉葉でででで言言言言ええええばばばば、、、、循環型循環型循環型循環型のののの経済社会経済社会経済社会経済社会へへへへ転転転転換換換換していしていしていしていかなくてはなりませんかなくてはなりませんかなくてはなりませんかなくてはなりません。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、適正適正適正適正生生生生産産産産、、、、適正適正適正適正消消消消費費費費、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの円円円円形形形形、、、、つまりつまりつまりつまり循環型循環型循環型循環型のののの経済経済経済経済システムをつくるシステムをつくるシステムをつくるシステムをつくる必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。適正適正適正適正生生生生産産産産とはとはとはとは必必必必要要要要なものしかつくなものしかつくなものしかつくなものしかつくらないらないらないらない。。。。適正適正適正適正消消消消費費費費はははは必必必必要要要要なものしかなものしかなものしかなものしか消消消消費費費費しないしないしないしない。。。。それでもそれでもそれでもそれでもややややがてがてがてがて製品製品製品製品はははは寿命寿命寿命寿命をををを終終終終ええええ、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物になりますになりますになりますになります。。。。そのそのそのその場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、つまりつまりつまりつまり製品製品製品製品をををを分分分分別別別別・・・・解解解解体体体体してしてしてして、、、、素素素素材材材材ごごごごとにとにとにとに再再再再資源化資源化資源化資源化してしてしてして、、、、またまたまたまた新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品をつくるためのをつくるためのをつくるためのをつくるための原原原原材材材材料料料料にににに使使使使うううう。。。。これがこれがこれがこれが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ですですですです。。。。 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、ストックのストックのストックのストックの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを前前前前提提提提とするとするとするとする社会社会社会社会ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）それでそれでそれでそれで、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するためにはどういうするためにはどういうするためにはどういうするためにはどういう方方方方法法法法があるがあるがあるがあるでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するということはするということはするということはするということは、、、、別別別別のののの言言言言いいいい方方方方をすれをすれをすれをすればばばば、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めるということですめるということですめるということですめるということです。。。。最最最最小小小小のののの投投投投入入入入資源資源資源資源でででで、、、、最大最大最大最大のののの生生生生活活活活のののの満満満満足足足足度度度度がえられるようながえられるようながえられるようながえられるような資源資源資源資源のののの使使使使いいいい方方方方をすれをすれをすれをすればばばば、、、、資源資源資源資源のののの生生生生産産産産性性性性はははは高高高高まりますまりますまりますまります。。。。大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消消消消費費費費・・・・大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄というワというワというワというワンンンンウウウウェイェイェイェイ型型型型のののの経済社会経済社会経済社会経済社会ではではではでは、、、、資源資源資源資源はははは一度一度一度一度しかしかしかしか使使使使われないのでわれないのでわれないのでわれないので、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性のののの低低低低いいいい社会社会社会社会とととと言言言言えますえますえますえます。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、適正適正適正適正生生生生産産産産・・・・適正適正適正適正消消消消費費費費・ゼロエミッションの・ゼロエミッションの・ゼロエミッションの・ゼロエミッションの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを再再再再資源化資源化資源化資源化してしてしてして何何何何度度度度もももも使使使使うのでうのでうのでうので、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性がががが高高高高いいいい社会社会社会社会とととと言言言言えますえますえますえます。。。。資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを高高高高めるめるめるめる方方方方法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこのほほほほかにかにかにかに、、、、図図図図にににに描描描描いてあるとおりいてあるとおりいてあるとおりいてあるとおり、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てててて製品製品製品製品からからからから長寿命長寿命長寿命長寿命製品製品製品製品へのへのへのへの転転転転換換換換、、、、重重重重厚厚厚厚長長長長大型大型大型大型のののの技術技術技術技術からからからから軽薄軽薄軽薄軽薄短小短小短小短小型型型型のののの技術技術技術技術にににに置置置置きかえていくなどきかえていくなどきかえていくなどきかえていくなど様様様様々々々々なななな方方方方法法法法がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。 

  製品製品製品製品のライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルを考考考考慮慮慮慮したしたしたした新新新新３３３３ＲＲＲＲのののの提唱提唱提唱提唱 （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。）。）。）。）ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする社会社会社会社会のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために、、、、私私私私はははは新新新新３３３３ＲＲＲＲをををを提唱提唱提唱提唱していますしていますしていますしています。。。。３３３３ＲＲＲＲとしてとしてとしてとして政府政府政府政府がががが提唱提唱提唱提唱しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリデュリデュリデュリデュースースースース(reduce)、、、、リリリリユユユユースースースース(reuse)、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル(recycle)ですですですです。。。。このこのこのこの場場場場合合合合のののの３３３３ＲＲＲＲとはとはとはとは、、、、いわいわいわいわばばばば製品製品製品製品についてについてについてについて言言言言ええええばばばば下下下下流流流流部門部門部門部門にににに絞絞絞絞られていますられていますられていますられています。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になったになったになったになった段階段階段階段階でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを意意意意味味味味しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。ししししかしかしかしかし、、、、ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するためのするためのするためのするための３３３３ＲＲＲＲとはとはとはとは、、、、製品製品製品製品のライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルをのライフサイクルを視視視視野野野野にににに入入入入れたれたれたれたリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルですサイクルですサイクルですサイクルです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、製品製品製品製品のののの上上上上流流流流部門部門部門部門はははは製製製製造造造造業業業業ですがですがですがですが、、、、ここここここここでででで最最最最もももも大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、リデュリデュリデュリデュースですースですースですースです。。。。すすすすぐぐぐぐににににごごごごみになるようなみになるようなみになるようなみになるような製品製品製品製品はできるはできるはできるはできるだだだだけつくらけつくらけつくらけつくらないということですないということですないということですないということです。。。。上上上上流流流流でつまらないものをどんどんつくれでつまらないものをどんどんつくれでつまらないものをどんどんつくれでつまらないものをどんどんつくればばばば、、、、下下下下流流流流でいくらでいくらでいくらでいくら頑張頑張頑張頑張ってってってってリリリリサイクルしてもサイクルしてもサイクルしてもサイクルしても廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは減減減減りませんりませんりませんりません。。。。だだだだからからからから、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを減減減減らしていくためにらしていくためにらしていくためにらしていくためにはははは、、、、上上上上流流流流でででで、、、、必必必必要要要要なものしかつくらないというなものしかつくらないというなものしかつくらないというなものしかつくらないという、、、、新新新新しいしいしいしい生生生生産方産方産方産方法法法法がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。次次次次にににに製品製品製品製品のののの中中中中流流流流部門部門部門部門、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには流流流流通通通通、、、、消消消消費費費費部門部門部門部門がこれにがこれにがこれにがこれに当当当当たりますたりますたりますたります。。。。中中中中流流流流部門部門部門部門でででで最最最最もももも大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは、、、、リリリリユユユユースですースですースですースです。。。。製品製品製品製品をすをすをすをすぐぐぐぐ使使使使いいいい捨捨捨捨てするのではなくてするのではなくてするのではなくてするのではなく、、、、何何何何回回回回もももも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう再再再再利用利用利用利用がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。製品製品製品製品のののの下下下下流流流流部門部門部門部門でででで初初初初めてめてめてめてリリリリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルが必必必必要要要要ですですですです。。。。廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物になったものをもうになったものをもうになったものをもうになったものをもう一一一一回回回回再再再再資資資資源化源化源化源化してしてしてして使使使使うということですうということですうということですうということです。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますがしになりますがしになりますがしになりますが、、、、製製製製造造造造業業業業ででででリデュリデュリデュリデュースがースがースがースが一一一一番番番番必必必必要要要要。。。。またまたまたまた、、、、流流流流通通通通・・・・消消消消費費費費のののの段階段階段階段階ででででリリリリユユユユースがースがースがースが一一一一番番番番必必必必要要要要。。。。それからそれからそれからそれから、、、、下下下下流流流流のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物になったになったになったになった段階段階段階段階でででではははは再再再再資源化資源化資源化資源化がががが必必必必要要要要だだだだということになるわけですということになるわけですということになるわけですということになるわけです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）具具具具体的体的体的体的にににに見見見見てみましてみましてみましてみましょょょょうううう。。。。まずまずまずまず、、、、製製製製造造造造業業業業ではではではではベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをアをアをアを使使使使ってってってって大大大大量量量量にににに物物物物をつくってきましたをつくってきましたをつくってきましたをつくってきました。。。。このこのこのこの場場場場合合合合、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産がががが前前前前提提提提になりますになりますになりますになります。。。。見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産でつくったでつくったでつくったでつくった製品製品製品製品がががが、、、、すすすすべべべべてててて売売売売れるとはれるとはれるとはれるとは限限限限りませんりませんりませんりません。。。。現実現実現実現実にはにはにはには、、、、そのそのそのその逆逆逆逆でででで多多多多くのくのくのくの製品製品製品製品がががが売売売売れれれれ残残残残りりりり、、、、大大大大量量量量のののの製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。ややややがてがてがてがて製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫のののの大大大大部部部部分分分分はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして処処処処分分分分されされされされてしまいますてしまいますてしまいますてしまいます。。。。資源資源資源資源のののの大大大大変変変変なななな無断無断無断無断になりますになりますになりますになります。。。。このこのこのこの壁壁壁壁をををを超超超超えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、これからのこれからのこれからのこれからの企業企業企業企業はははは見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産をををを止止止止めてめてめてめて、、、、注注注注文文文文生生生生産産産産にににに力力力力点点点点をををを移移移移すすすす新新新新しいしいしいしい生生生生産産産産システムにシステムにシステムにシステムに転転転転換換換換することがすることがすることがすることが必必必必要要要要になりますになりますになりますになります。。。。 
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    （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。） 

  現在現在現在現在、、、、キキキキャノャノャノャノンンンン、、、、リコリコリコリコーーーー、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはソソソソニーなどのニーなどのニーなどのニーなどの企業企業企業企業はははは工場工場工場工場からからからからベベベベルトルトルトルトココココンンンンベベベベアをなくアをなくアをなくアをなくしてしてしてして、、、、注注注注文文文文にににに応応応応じじじじてててて物物物物をつくるをつくるをつくるをつくる生生生生産産産産システムにシステムにシステムにシステムに移移移移行行行行していますしていますしていますしています。。。。注注注注文文文文生生生生産産産産にににに応応応応じじじじるこのるこのるこのるこの生生生生産産産産システムはシステムはシステムはシステムは、、、、１１１１人人人人からからからから５５５５人人人人くらいでくらいでくらいでくらいでチチチチームをームをームをームを組組組組んでんでんでんで製品製品製品製品をつくりますをつくりますをつくりますをつくります。。。。このこのこのこの生生生生産方産方産方産方法法法法ののののことをことをことをことをセセセセルルルル生生生生産産産産とととと呼呼呼呼んでんでんでんでいますいますいますいます。。。。セセセセルとはルとはルとはルとは細細細細胞胞胞胞というというというという意意意意味味味味ですですですです。。。。１１１１人人人人からからからから５５５５人人人人くらいがくらいがくらいがくらいがチチチチームをームをームをームを組組組組んでんでんでんで製品製品製品製品をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため、、、、このこのこのこの名前名前名前名前がががが付付付付けられましたけられましたけられましたけられました。。。。今今今今製製製製造造造造業業業業のののの中中中中ででででセセセセルルルル生生生生産産産産シシシシステムがどんどんステムがどんどんステムがどんどんステムがどんどん広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。 

  次次次次がストックがストックがストックがストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの中中中中流流流流部門部門部門部門。。。。ストックをストックをストックをストックをリリリリユユユユースとしてースとしてースとしてースとして使使使使うためにはうためにはうためにはうためには、、、、様様様様々々々々なサなサなサなサーーーービビビビスススス産業産業産業産業がががが必必必必要要要要になりますになりますになりますになります。。。。修修修修理理理理、、、、リリリリフォームフォームフォームフォーム、、、、中中中中古古古古市市市市場場場場、、、、リリリリース・ース・ース・ース・レレレレンタルンタルンタルンタル、、、、ママママッッッッチチチチングングングング、Ｅ、Ｅ、Ｅ、ＥＳＣＳＣＳＣＳＣＯＯＯＯ事業事業事業事業、、、、総合総合総合総合ＩＴＩＴＩＴＩＴシステムサーシステムサーシステムサーシステムサービビビビスススス、、、、エエエエココココフフフファァァァンンンンドドドド、、、、ググググリリリリーンーンーンーン融融融融資資資資などなどなどなど、、、、新新新新しいサーしいサーしいサーしいサービビビビスススス産業産業産業産業がこのがこのがこのがこの分野分野分野分野でででで、、、、これからこれからこれからこれから急急急急速速速速にににに育育育育ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）製品製品製品製品のののの下下下下流流流流部門部門部門部門ですですですです。。。。ここではここではここではここでは静脈静脈静脈静脈産業産業産業産業、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業がががが成成成成長長長長してきますしてきますしてきますしてきます。。。。日日日日本本本本のののの非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属メメメメーーーーカカカカーはかつてーはかつてーはかつてーはかつて素素素素材材材材メメメメーーーーカカカカーといわれてきましたがーといわれてきましたがーといわれてきましたがーといわれてきましたが、、、、最最最最近近近近ではではではではリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業としてとしてとしてとして復復復復活活活活してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。廃家電廃家電廃家電廃家電製品製品製品製品とかとかとかとか、、、、廃携廃携廃携廃携帯帯帯帯電電電電話話話話のののの中中中中にはにはにはには金金金金、、、、銀銀銀銀、、、、銅銅銅銅などのなどのなどのなどの貴貴貴貴重重重重なななな金金金金属属属属資源資源資源資源がががが使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。非非非非鉄鉄鉄鉄金金金金属属属属メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの中中中中にはにはにはには、、、、そうしたそうしたそうしたそうした金金金金属属属属資源資源資源資源をををを取取取取りりりり出出出出すすすす技術技術技術技術をもっていますをもっていますをもっていますをもっています。。。。そのそのそのその技術技術技術技術をををを使使使使ってってってって、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル分野分野分野分野でででで業業業業績績績績をををを上上上上げげげげていますていますていますています。。。。またまたまたまたセメセメセメセメントントントントメメメメーーーーカカカカーのようにーのようにーのようにーのように、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを原原原原料料料料にににに使使使使ってってってってセメセメセメセメントをつくるントをつくるントをつくるントをつくるとことことこところろろろもももも増増増増えていますえていますえていますえています。。。。様様様様々々々々なななな産業産業産業産業がががが排排排排出出出出するするするする廃気物廃気物廃気物廃気物をををを原原原原料料料料ににににしてつくられるしてつくられるしてつくられるしてつくられるセメセメセメセメントはントはントはントはエエエエコセメコセメコセメコセメントとントとントとントと呼呼呼呼ばばばばれていますれていますれていますれています。。。。 ストックストックストックストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの地域社会地域社会地域社会地域社会 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。）。）。）。）最最最最後後後後にストックにストックにストックにストック活用活用活用活用時時時時代代代代のののの地域社会地域社会地域社会地域社会はどういうはどういうはどういうはどういう点点点点にににに力力力力をををを入入入入れれれれていったらいいかということをていったらいいかということをていったらいいかということをていったらいいかということを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。第第第第１１１１はははは、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも実実実実践践践践なさなさなさなさっているとっているとっているとっていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消ですですですです。。。。第第第第２２２２がががが、、、、地域地域地域地域がががが必必必必要要要要とするエネルギーはとするエネルギーはとするエネルギーはとするエネルギーは地地地地域域域域でででで調調調調達達達達するというするというするというするという分分分分散散散散型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー確確確確保保保保のののの考考考考ええええ方方方方がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。第第第第３３３３がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環ですですですです。。。。地域地域地域地域がががが出出出出したしたしたしたごごごごみをみをみをみをほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域でででで処処処処理理理理するということはこれからはするということはこれからはするということはこれからはするということはこれからは許許許許されなくなりされなくなりされなくなりされなくなりますますますます。。。。このこのこのこの３３３３つをつをつをつを実現実現実現実現させさせさせさせ、、、、それをそれをそれをそれをビビビビジネスとしてジネスとしてジネスとしてジネスとして成成成成功功功功させさせさせさせ、、、、地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化につなにつなにつなにつなげげげげていくていくていくていくことがことがことがことが大大大大切切切切ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）ここにここにここにここに、、、、自自自自然然然然再再再再生生生生・・・・自自自自然然然然価値価値価値価値のののの発発発発掘掘掘掘とととと書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれのののの地域地域地域地域にあるにあるにあるにある川川川川とかとかとかとか山山山山とかとかとかとか海海海海とかはとかはとかはとかは永永永永年年年年そのそのそのその地域地域地域地域のののの文化文化文化文化とととと融融融融合合合合してきたしてきたしてきたしてきた大大大大切切切切なストックでなストックでなストックでなストックですすすす。。。。そうしたそうしたそうしたそうした故郷故郷故郷故郷のののの文化文化文化文化となとなとなとなじじじじんんんんだだだだ自自自自然然然然のののの景観景観景観景観にににに付付付付加加加加価値価値価値価値をつけることによってをつけることによってをつけることによってをつけることによって新新新新しいしいしいしい価価価価値値値値をををを見出見出見出見出していくこれはしていくこれはしていくこれはしていくこれは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことですなことですなことですなことです。。。。自自自自然然然然再再再再生生生生、、、、自自自自然然然然価値価値価値価値のののの発発発発掘掘掘掘、、、、それからそれからそれからそれから景景景景観観観観のののの維維維維持持持持・・・・復復復復活活活活、、、、おおおお祭祭祭祭りりりり、、、、伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化とととと書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。永永永永年地域年地域年地域年地域でででで保保保保存存存存しししし、、、、守守守守ってきたってきたってきたってきた文文文文化化化化にににに誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ちちちち、、、、現代的現代的現代的現代的なななな付付付付加加加加価値価値価値価値をををを加加加加ええええ、、、、多多多多くのくのくのくの観観観観光光光光客客客客をををを引引引引きききき付付付付けることもけることもけることもけることも、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化にとってにとってにとってにとって必必必必要要要要ですですですです。。。。このこのこのこの秋田秋田秋田秋田にはさまにはさまにはさまにはさまざざざざまなまなまなまな自自自自然然然然資源資源資源資源がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるわけですいあるわけですいあるわけですいあるわけですねねねね。。。。そそそそれにれにれにれに付付付付加加加加価値価値価値価値をつけることによってをつけることによってをつけることによってをつけることによって新新新新しいしいしいしい価値価値価値価値をつけをつけをつけをつけ、、、、地域地域地域地域をををを活活活活性性性性化化化化させていくさせていくさせていくさせていくチャチャチャチャンスンスンスンスにににに結結結結びつけることがびつけることがびつけることがびつけることが」」」」大大大大切切切切ですですですです。。。。 

  冒冒冒冒頭頭頭頭でででで、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカをををを旅旅旅旅行行行行したしたしたした話話話話をしましたけれどもをしましたけれどもをしましたけれどもをしましたけれども、、、、最最最最近近近近はははは、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカでもでもでもでもババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールにールにールにールに力力力力をををを入入入入れていますれていますれていますれています。。。。ブームといってよいブームといってよいブームといってよいブームといってよいほほほほどのどのどのどの盛盛盛盛りりりり上上上上がりをがりをがりをがりを見見見見せていますせていますせていますせています。。。。ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールはールはールはールは、、、、トトトトウウウウモモモモロロロロココココシとかサトシとかサトシとかサトシとかサトウウウウキビキビキビキビのののの食食食食料料料料部部部部分分分分をををを使使使使ってつくっているわけですってつくっているわけですってつくっているわけですってつくっているわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカののののベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業業業業のののの中中中中にはにはにはには、、、、サトサトサトサトウウウウキビキビキビキビとかトとかトとかトとかトウウウウモモモモロロロロココココシのシのシのシの食食食食料料料料部部部部分分分分はははは使使使使わずわずわずわず、、、、トトトトウウウウモモモモロロロロココココシでいえシでいえシでいえシでいえばばばば、、、、包包包包んであるんであるんであるんである皮皮皮皮とかとかとかとか、、、、茎茎茎茎とかからエタとかからエタとかからエタとかからエタノノノノールをつくるールをつくるールをつくるールをつくる技術技術技術技術
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をををを開発開発開発開発しししし、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネス化化化化しているしているしているしている企業企業企業企業もももも登登登登場場場場していますしていますしていますしています。。。。米米米米がらとかがらとかがらとかがらとか、、、、麦麦麦麦わらわらわらわら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃廃廃廃材材材材とかとかとかとか、、、、こういったものでこういったものでこういったものでこういったものでババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールができますールができますールができますールができます。。。。そういうそういうそういうそういう技術技術技術技術がががが開発開発開発開発されるとされるとされるとされると、、、、そのそのそのその原原原原料料料料はははは秋田県秋田県秋田県秋田県にもいっにもいっにもいっにもいっぱぱぱぱいありますいありますいありますいありますねねねね。。。。食食食食べべべべるるるる部部部部分分分分でエタでエタでエタでエタノノノノールをつくるとールをつくるとールをつくるとールをつくると、、、、食食食食糧糧糧糧かかかか書書書書くのくのくのくの上上上上昇昇昇昇をををを招招招招くなどくなどくなどくなど抵抗抵抗抵抗抵抗がありますががありますががありますががありますが、、、、もともともともともともともともと捨捨捨捨てていたてていたてていたてていた、、、、植植植植物性物性物性物性ののののセセセセルロースルロースルロースルロース系系系系のののの物質物質物質物質をををを使使使使ってエタってエタってエタってエタノノノノールににールににールににールにに変変変変えるえるえるえる技術技術技術技術がががが既既既既にににに実用化実用化実用化実用化しているわけでしているわけでしているわけでしているわけですすすす。。。。そうしたそうしたそうしたそうした最最最最新新新新のののの情情情情報報報報などをどんどんなどをどんどんなどをどんどんなどをどんどん参参参参考考考考にしながらにしながらにしながらにしながら地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図っていくということがこれからっていくということがこれからっていくということがこれからっていくということがこれから必必必必要要要要になってくるのになってくるのになってくるのになってくるのだろだろだろだろうというようにうというようにうというようにうというように思思思思いますいますいますいます。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。）。）。）。）地球地球地球地球をををを破壊破壊破壊破壊したのはしたのはしたのはしたのは人人人人間間間間でありでありでありであり、、、、地球地球地球地球をををを救救救救うのもうのもうのもうのも人人人人間間間間がががが責責責責任任任任をもをもをもをもたなくてはなりませんたなくてはなりませんたなくてはなりませんたなくてはなりません。。。。不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実にににに向向向向きききき合合合合うううう勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってって私私私私たたたたちちちちはははは新新新新しいしいしいしい時時時時代代代代をつくをつくをつくをつくりりりり出出出出していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要要要要ですですですです。。。。 

  （（（（次次次次、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これはこれはこれはこれは飛飛飛飛ばばばばしまししまししまししましょょょょうううう。）。）。）。）循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの形成形成形成形成はははは、、、、突突突突きききき詰詰詰詰めれめれめれめればばばば、、、、地地地地域域域域づくりづくりづくりづくり、、、、ままままちちちちづくりにづくりにづくりにづくりに帰帰帰帰着着着着するわけですするわけですするわけですするわけですねねねね。。。。中央中央中央中央政府政府政府政府がああがああがああがああややややれれれれ、、、、こうこうこうこうややややれとれとれとれと言言言言ってもってもってもっても、、、、実際実際実際実際にににに現現現現場場場場をををを持持持持っているっているっているっている地域地域地域地域のののの人人人人たたたたちちちちがががが動動動動かなけれかなけれかなけれかなければばばば循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくれるはずがありまをつくれるはずがありまをつくれるはずがありまをつくれるはずがありませんせんせんせん。。。。循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指すすすす中中中中でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域はははは、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消、、、、分分分分散散散散型型型型エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの地域循環地域循環地域循環地域循環、、、、さらにさらにさらにさらに地域地域地域地域のののの景観景観景観景観などなどなどなど地地地地元元元元のののの自自自自然然然然資本資本資本資本にににに新新新新しいしいしいしい光光光光をををを当当当当てることなどをてることなどをてることなどをてることなどを通通通通してしてしてして、、、、新新新新しいしいしいしい付付付付加加加加価値価値価値価値をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。そこにそこにそこにそこにぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん知知知知恵恵恵恵をををを結結結結集集集集していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 司司司司会会会会 

  三橋様三橋様三橋様三橋様、、、、貴貴貴貴重重重重なななな御御御御講演講演講演講演をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 2 

 司司司司会会会会 

  さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、２２２２つつつつ目目目目のののの基調基調基調基調講演講演講演講演にににに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。基調基調基調基調講演講演講演講演２２２２はははは、「、「、「、「県民県民県民県民のののの協力協力協力協力によるによるによるによる新新新新たなたなたなたなリリリリサイサイサイサイクルへのクルへのクルへのクルへの挑戦挑戦挑戦挑戦」、」、」、」、東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院院院院環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科教授教授教授教授、、、、白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一様様様様によるによるによるによる講演講演講演講演ですですですです。。。。 

  白鳥様白鳥様白鳥様白鳥様はははは、、、、現在現在現在現在のののの DOWA エエエエココココシステムシステムシステムシステム株式株式株式株式会社会社会社会社入入入入社社社社後後後後、、、、排排排排水水水水処処処処理理理理やややや土土土土壌汚壌汚壌汚壌汚染染染染関連業関連業関連業関連業務務務務ななななどにどにどにどに従従従従事事事事されされされされ、、、、現在現在現在現在日日日日本本本本のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業をををを支支支支えているえているえているえている有有有有価価価価金金金金属属属属のののの新新新新たなたなたなたなリリリリサイクルシステムのサイクルシステムのサイクルシステムのサイクルシステムの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県北部北部北部北部のののの行政行政行政行政やややや企業企業企業企業、、、、スーパーなどとスーパーなどとスーパーなどとスーパーなどと共共共共同同同同でででで、、、、小小小小型型型型家電家電家電家電からのからのからのからのレレレレアアアアメメメメタルタルタルタル回収回収回収回収プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに取取取取りりりり組組組組まれていますまれていますまれていますまれています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、白鳥様白鳥様白鳥様白鳥様、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。白鳥白鳥白鳥白鳥とととと申申申申しますしますしますします。。。。たたたただだだだいまいまいまいま御御御御紹介紹介紹介紹介がありましたとおりがありましたとおりがありましたとおりがありましたとおり、、、、今今今今私私私私はははは会社会社会社会社とととと大学大学大学大学をををを兼兼兼兼務務務務しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、今日今日今日今日はははは大学大学大学大学のののの肩肩肩肩書書書書きできできできで話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 このようなこのようなこのようなこのような話話話話をををを、、、、このこのこのこの頃頃頃頃秋田秋田秋田秋田のののの新新新新聞聞聞聞にはにはにはには出出出出ているとているとているとていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、「「「「何何何何ででででリリリリサイクルをするのサイクルをするのサイクルをするのサイクルをするの？？？？」」」」とととと言言言言うううう人人人人ももももややややはりはりはりはり出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。御御御御紹介紹介紹介紹介にありましたようににありましたようににありましたようににありましたように、、、、私私私私はははは 20 年年年年くらいくらいくらいくらい環境環境環境環境問問問問題題題題というのをというのをというのをというのを、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと汚汚汚汚いいいいほほほほうのうのうのうの環境環境環境環境問問問問題題題題をををを手手手手がけてきがけてきがけてきがけてきたのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、最最最最初初初初はははは、、、、大学大学大学大学のののの方方方方ももももややややれとれとれとれと言言言言われたときにわれたときにわれたときにわれたときに、、、、どうもどうもどうもどうも今今今今のののの経済経済経済経済原則原則原則原則からからからから考考考考えてえてえてえて、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境なんかはなかなかなんかはなかなかなんかはなかなかなんかはなかなか大大大大変変変変じゃじゃじゃじゃないのかというようなないのかというようなないのかというようなないのかというような印印印印象象象象をををを持持持持ちちちちましたましたましたました。。。。大大大大学学学学のののの先先先先生生生生ややややいいいいろろろろいいいいろろろろなななな方方方方とおとおとおとお話話話話ししているししているししているししている中中中中でででで感感感感じじじじるのはるのはるのはるのは、、、、ややややはりはりはりはり、、、、人人人人間間間間はははは生生生生態系態系態系態系のののの中中中中ででででもももも DNA がががが全全全全くくくく違違違違うものなのですうものなのですうものなのですうものなのですねねねね。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく。。。。何何何何がががが違違違違うかというとうかというとうかというとうかというと、、、、常常常常にににに向向向向上上上上していくこしていくこしていくこしていくことをとをとをとを目指目指目指目指しているからしているからしているからしているから人人人人間間間間がここまでがここまでがここまでがここまで来来来来たのであってたのであってたのであってたのであって、、、、サルではないということなのですサルではないということなのですサルではないということなのですサルではないということなのです。。。。それはそれはそれはそれは何何何何をををを意意意意味味味味するかというとするかというとするかというとするかというと、、、、向向向向上上上上することをすることをすることをすることを逆逆逆逆方方方方向向向向にににに向向向向けようとしたときにけようとしたときにけようとしたときにけようとしたときに、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、レレレレベベベベルをルをルをルを落落落落とすということをしたときにとすということをしたときにとすということをしたときにとすということをしたときに、、、、それはそれはそれはそれは苦苦苦苦痛痛痛痛になるのですになるのですになるのですになるのです。。。。単単単単ににににレレレレベベベベルをルをルをルを落落落落とすとすとすとすのではなくてのではなくてのではなくてのではなくて、、、、苦苦苦苦痛痛痛痛になるになるになるになる。。。。自分自分自分自分にににに当当当当てはめてよくてはめてよくてはめてよくてはめてよく考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、ここにパここにパここにパここにパソソソソココココンがありンがありンがありンがありますけどますけどますけどますけど、、、、これはこれはこれはこれは WindowsXP ですですですです。。。。今今今今ビビビビスタになっていますけれスタになっていますけれスタになっていますけれスタになっていますけれどもどもどもども、、、、ビビビビスタにはスタにはスタにはスタには替替替替えてえてえてえていませんいませんいませんいません。。。。替替替替えるともうえるともうえるともうえるともう落落落落とせないとせないとせないとせない。。。。逆逆逆逆にににに今今今今、、、、古古古古いのをいのをいのをいのを持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、WindowsXP をををを
Windows95 にしにしにしにしろろろろとととと言言言言ったらったらったらったら、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは苦苦苦苦痛痛痛痛になってしまうわけですよになってしまうわけですよになってしまうわけですよになってしまうわけですよねねねね。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話やデやデやデやデジジジジカメカメカメカメをををを使使使使っているとっているとっているとっていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、薄薄薄薄くくくく、、、、小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって、、、、使使使使いいいいややややすいすいすいすい。。。。もうもうもうもう一一一一回回回回このこのこのこの一一一一番番番番大大大大きいのにしきいのにしきいのにしきいのにしろろろろとととと言言言言ったらったらったらったら苦苦苦苦痛痛痛痛ですよですよですよですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、ななななかなかかなかかなかかなか難難難難しいなということしいなということしいなということしいなということだだだだとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。 ではではではでは、、、、それをどうするかそれをどうするかそれをどうするかそれをどうするか。。。。どうしたらどうしたらどうしたらどうしたら、、、、ききききちちちちんとそういうことをんとそういうことをんとそういうことをんとそういうことを促進促進促進促進できるのかというできるのかというできるのかというできるのかというとととと、、、、ややややはりはりはりはりママママインインインインドドドドをををを変変変変えていくしかないえていくしかないえていくしかないえていくしかない。。。。ではではではでは、、、、ママママインインインインドドドドをををを変変変変えさせるにはどうすれえさせるにはどうすれえさせるにはどうすれえさせるにはどうすればばばばよいのかよいのかよいのかよいのか、、、、これをこれをこれをこれをややややれとれとれとれと言言言言ったらったらったらったら苦苦苦苦痛痛痛痛になるのではないかということですになるのではないかということですになるのではないかということですになるのではないかということですねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、ややややはりはりはりはり少少少少しししし危危危危機感機感機感機感をををを与与与与えなけれえなけれえなけれえなければばばばならないということならないということならないということならないということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にもあにもあにもあにもあったようにったようにったようにったように、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカですらですらですらですら、、、、あのあのあのあのハハハハリリリリケケケケーンがーンがーンがーンが来来来来てからてからてからてから、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はははは大大大大切切切切だだだだなななな、、、、とととと言言言言いいいい出出出出しましたしましたしましたしました。「。「。「。「今今今今までのまでのまでのまでの言言言言いいいい方方方方はどうしたのはどうしたのはどうしたのはどうしたの？？？？」」」」とととと少少少少しししし思思思思っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、あれはあれはあれはあれはややややはりはりはりはり自分自分自分自分たたたたちちちちがががが感感感感じじじじたからなのですたからなのですたからなのですたからなのですねねねね。。。。私私私私はははは、、、、15 年年年年前前前前はははは、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はははは無無無無理理理理だだだだとととと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、このこのこのこの頃皆頃皆頃皆頃皆さんがこういうフォーラムをさんがこういうフォーラムをさんがこういうフォーラムをさんがこういうフォーラムを開開開開かれることもかれることもかれることもかれることも含含含含めてめてめてめて、、、、ややややはりはりはりはり皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが異異異異常常常常気気気気象象象象だだだだなとなとなとなと感感感感じじじじているのですよているのですよているのですよているのですよねねねね。。。。これはこれはこれはこれはやばやばやばやばいいいいぞぞぞぞとととと。。。。何何何何とかしなきとかしなきとかしなきとかしなきゃゃゃゃ。。。。でもでもでもでも、、、、どうしたらよいどうしたらよいどうしたらよいどうしたらよい
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のかわからないというのはあるのですがのかわからないというのはあるのですがのかわからないというのはあるのですがのかわからないというのはあるのですが、、、、ややややはりはりはりはり危危危危機感機感機感機感なのですなのですなのですなのですねねねね。。。。危危危危機感機感機感機感があれがあれがあれがあればばばば何何何何ととととかなるということかなるということかなるということかなるということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 ということでということでということでということで、、、、今日今日今日今日はこういうおはこういうおはこういうおはこういうお話話話話をするのですがをするのですがをするのですがをするのですが、、、、これがまたこれがまたこれがまたこれがまた次次次次のののの難難難難しさがありまししさがありまししさがありまししさがありましてててて、、、、ではではではでは、、、、このこのこのこの危危危危機感機感機感機感ををををメメメメタルのとこタルのとこタルのとこタルのところろろろでどうでどうでどうでどうややややってってってって伝伝伝伝えるのかということですえるのかということですえるのかということですえるのかということです。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんのおのおのおのお手手手手元元元元にはないのですがにはないのですがにはないのですがにはないのですが、、、、５５５５分分分分ほほほほどどどど、、、、今今今今のののの日日日日本本本本のシのシのシのシチュチュチュチュエーションについてスライエーションについてスライエーションについてスライエーションについてスライドドドドをををを出出出出しますのでしますのでしますのでしますので、、、、少少少少しししし見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。 （（（（スライスライスライスライドドドド上上上上映映映映開始開始開始開始））））まずまずまずまず、、、、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどもどもどもども出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵量量量量をををを今今今今のののの消消消消費量費量費量費量でででで割割割割るとるとるとるとどれくらいもつのかというどれくらいもつのかというどれくらいもつのかというどれくらいもつのかという図図図図ですですですです。。。。もうもうもうもう結結結結構構構構やばやばやばやばいというのがいというのがいというのがいというのが確確確確かにわかりますかにわかりますかにわかりますかにわかります。。。。使使使使わなわなわなわないいいい金金金金属属属属ややややストックしているストックしているストックしているストックしている金金金金属属属属、、、、それからそれからそれからそれからリリリリサイクルできるサイクルできるサイクルできるサイクルできる金金金金属属属属、、、、あるいはもっとあるいはもっとあるいはもっとあるいはもっと新新新新しいしいしいしい鉱鉱鉱鉱床床床床がががが見見見見つかるというのはありますがつかるというのはありますがつかるというのはありますがつかるというのはありますが、、、、往往往往々々々々にしてこんなにしてこんなにしてこんなにしてこんな感感感感じじじじですですですです。。。。ではではではでは、、、、これをこれをこれをこれを、、、、例例例例ええええばばばばここでここでここでここで石石石石炭炭炭炭をををを見見見見るとるとるとると、、、、今今今今までどおりまでどおりまでどおりまでどおり使使使使ってってってって 227 年年年年ありますありますありますあります。。。。我我我我々々々々のののの孫孫孫孫のののの代代代代のののの先先先先まであるまであるまであるまであるとととと見見見見るのかるのかるのかるのか、、、、ほほほほかのエネルギーがかのエネルギーがかのエネルギーがかのエネルギーが無無無無くなったときにまたくなったときにまたくなったときにまたくなったときにまた石石石石炭炭炭炭というのもありというのもありというのもありというのもあり得得得得ないないないない話話話話ではではではではないしないしないしないし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ほほほほかのかのかのかの金金金金属属属属ももももだだだだんんんんだだだだんんんん無無無無くなってくるとくなってくるとくなってくるとくなってくると高高高高くなるわくなるわくなるわくなるわけですけですけですけですねねねね。。。。高高高高くなくなくなくなるとるとるとると、、、、使使使使えなくなるなどいえなくなるなどいえなくなるなどいえなくなるなどいろろろろんなことがんなことがんなことがんなことが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。これをこれをこれをこれを 20 年年年年とととと見見見見るかるかるかるか 30 年年年年とととと見見見見るかるかるかるか、、、、これはすこれはすこれはすこれはすごごごごくくくく重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 そのそのそのその中中中中でででで日日日日本本本本のののの国国国国はどのくらいかというとはどのくらいかというとはどのくらいかというとはどのくらいかというと、、、、私私私私のののの頭頭頭頭のののの中中中中ではまではまではまではまだだだだ 65 億億億億なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、65億億億億中中中中のののの１１１１億億億億 2,700万万万万人人人人がががが使使使使うううう消消消消費量費量費量費量というのはというのはというのはというのは、、、、世界世界世界世界のののの中中中中でもでもでもでも 10％％％％、、、、ニッニッニッニッケケケケルなんかはルなんかはルなんかはルなんかは 16％％％％ということになっていますということになっていますということになっていますということになっています。。。。もうもうもうもう完完完完全全全全にににに異異異異常常常常といえといえといえといえばばばば異異異異常常常常、、、、世界世界世界世界からからからから見見見見れれれればばばば異異異異常常常常ですですですです。。。。日日日日本本本本はははは輸輸輸輸入入入入をどんどんしてをどんどんしてをどんどんしてをどんどんして、、、、それをそれをそれをそれを加加加加工工工工してしてしてして生生生生きているきているきているきている国国国国ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんさんさんさん社会社会社会社会のののの授授授授業業業業でででで習習習習ったことでったことでったことでったことで、、、、このようにこのようにこのようにこのように鉱鉱鉱鉱石石石石についてはもうあについてはもうあについてはもうあについてはもうあちちちちらこらこらこらこちちちちらにらにらにらに依依依依存存存存しているということでしているということでしているということでしているということですすすすねねねね。。。。 このこのこのこの先先先先がががが一一一一番番番番難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、ではではではでは、、、、日日日日本本本本はおはおはおはお金金金金があってがあってがあってがあって買買買買ってきているからってきているからってきているからってきているから、、、、これをこれをこれをこれをリリリリサイサイサイサイクルすれクルすれクルすれクルすればばばばよいのではないかよいのではないかよいのではないかよいのではないか、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国にににに売売売売ってしまうからよいのではないかというってしまうからよいのではないかというってしまうからよいのではないかというってしまうからよいのではないかという意見意見意見意見もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが、、、、実実実実はははは、、、、ここのここのここのここの南南南南アフアフアフアフリカやチリリカやチリリカやチリリカやチリ、、、、オオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアアアア、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカ、、、、カカカカナダナダナダナダ、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろをををを含含含含めてめてめてめて、、、、鉱鉱鉱鉱山山山山というのはこんなというのはこんなというのはこんなというのはこんな感感感感じじじじ。。。。日日日日本本本本のののの鉱鉱鉱鉱山山山山はははは、、、、たまたたまたたまたたまたままままＤＤＤＤＯＯＯＯＷＡＷＡＷＡＷＡグループもグループもグループもグループも秋田秋田秋田秋田にににに持持持持っていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが、、、、坑坑坑坑内内内内堀堀堀堀りなのでこういうりなのでこういうりなのでこういうりなのでこういう感感感感じじじじではないではないではないではないのですがのですがのですがのですが、、、、これはこれはこれはこれはチリチリチリチリののののチュチュチュチュキキキキカマカマカマカマタというタというタというタという鉱鉱鉱鉱山山山山でででで、、、、穴穴穴穴がががが縦縦縦縦６６６６ｋｍｋｍｋｍｋｍ、、、、横横横横２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ、、、、深深深深ささささ 600ｍｍｍｍのののの大大大大穴穴穴穴をををを掘掘掘掘ってってってって地球地球地球地球にににに穴穴穴穴をををを空空空空けているわけですけているわけですけているわけですけているわけです。。。。これからわずかこれからわずかこれからわずかこれからわずか 0.5％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの銅銅銅銅をををを採採採採っっっっているているているている。。。。もうもうもうもう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだらけらけらけらけ。。。。だだだだからからからから、、、、我我我我々々々々がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい使使使使うことはうことはうことはうことは、、、、世界世界世界世界でででで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をどんどをどんどをどんどをどんどんんんん出出出出しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、日日日日本本本本人人人人、、、、ここできれいなここできれいなここできれいなここできれいな顔顔顔顔していますけれどもしていますけれどもしていますけれどもしていますけれども、、、、我我我我々々々々がががが使使使使っっっっているこのパているこのパているこのパているこのパソソソソココココンでンでンでンで、、、、多多多多分分分分、、、、銅銅銅銅がががが何何何何％％％％ですかですかですかですかねねねね、、、、10％％％％はないとはないとはないとはないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく８８８８％％％％くらいあるとくらいあるとくらいあるとくらいあると思思思思いますいますいますいます。。。。重重重重量量量量でいえでいえでいえでいえばばばば、、、、そのそのそのその８８８８％％％％、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが使使使使っているっているっているっている銅銅銅銅をををを集集集集めたらめたらめたらめたらすすすすごごごごいいいい量量量量になるのですがになるのですがになるのですがになるのですが、、、、それはどこからそれはどこからそれはどこからそれはどこから来来来来ているかというとているかというとているかというとているかというと、、、、地球地球地球地球のこういうとこのこういうとこのこういうとこのこういうところろろろかかかからららら来来来来ているといているといているといているということでうことでうことでうことで、、、、ここもここもここもここも考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばならないならないならないならない。。。。ではではではでは、、、、同同同同じじじじようにきようにきようにきようにきちちちちんとんとんとんとややややれれれればばばばよいのではないかとよいのではないかとよいのではないかとよいのではないかと言言言言ってもってもってもっても、、、、日日日日本本本本はははは鉱鉱鉱鉱山山山山保安法保安法保安法保安法というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって排排排排水水水水処処処処理理理理をきをきをきをきちちちちんとんとんとんとややややっていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、世界世界世界世界のののの国国国国ではまではまではまではまだだだだこんなこんなこんなこんな。。。。真真真真っっっっ赤赤赤赤なななな水水水水もいっもいっもいっもいっぱぱぱぱいあるということですいあるということですいあるということですいあるということです。。。。 そんなそんなそんなそんな中中中中でででで、、、、日日日日本本本本はははは大大大大量量量量にににに使使使使ってきたわけなのですがってきたわけなのですがってきたわけなのですがってきたわけなのですが、、、、今今今今一一一一番番番番困困困困ったのはったのはったのはったのは中中中中国国国国なのですなのですなのですなのです。。。。困困困困ったとったとったとったと言言言言ええええばばばば中中中中国国国国にににに失失失失礼礼礼礼なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、中中中中国国国国がががが非常非常非常非常にににに成成成成長長長長をををを遂遂遂遂げげげげているているているている。。。。ここここここここ数数数数年年年年、、、、2000年年年年をををを越越越越えてからのえてからのえてからのえてからの中中中中国国国国のののの金金金金属属属属消消消消費量費量費量費量というのはというのはというのはというのは、、、、もうこんなもうこんなもうこんなもうこんな感感感感じじじじでででで、、、、ズズズズドドドドーンというーンというーンというーンという感感感感じじじじですですですです。。。。私私私私もももも、、、、先先先先週週週週上上上上海海海海にににに行行行行ってきたのですってきたのですってきたのですってきたのですがががが、、、、もうもうもうもう全然全然全然全然、、、、２２２２年経年経年経年経つとつとつとつとほほほほとんどとんどとんどとんど町町町町がががが違違違違うくうくうくうくらいらいらいらい、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで町町町町がががが拡大拡大拡大拡大しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、そのインフラであるそのインフラであるそのインフラであるそのインフラである銅線銅線銅線銅線などもなどもなどもなども
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全部全部全部全部使使使使われるということですわれるということですわれるということですわれるということですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで何何何何がががが起起起起こっているかというとこっているかというとこっているかというとこっているかというと、、、、今今今今、、、、金金金金属属属属のののの価価価価格格格格がががが高高高高いのですいのですいのですいのですねねねね。。。。高高高高くてくてくてくて、、、、もうもうもうもう今今今今はグラフをはグラフをはグラフをはグラフを更更更更新新新新するのがするのがするのがするのが面面面面倒倒倒倒くさいのでくさいのでくさいのでくさいので赤赤赤赤でででで書書書書きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、もうもうもうもう突突突突きききき抜抜抜抜けているということですけているということですけているということですけているということです。。。。 見見見見ていたていたていたていただだだだきたいのがきたいのがきたいのがきたいのが、、、、下下下下のののの影影影影のののの部部部部分分分分ですですですですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは LME というというというという、、、、説明説明説明説明するとするとするとすると面面面面倒倒倒倒くさくさくさくさいのですがいのですがいのですがいのですが、、、、London Metal Exchange というというというという、、、、商取商取商取商取引引引引をするとこをするとこをするとこをするところろろろがががが握握握握っているストックっているストックっているストックっているストック量量量量なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、ストックストックストックストック量量量量がもうがもうがもうがもうほほほほとんどないということがわかりますとんどないということがわかりますとんどないということがわかりますとんどないということがわかります。。。。もうもうもうもう、、、、今今今今はどこのはどこのはどこのはどこの鉱鉱鉱鉱山山山山もももも一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命銅銅銅銅をををを生生生生産産産産しているにもかかわらずしているにもかかわらずしているにもかかわらずしているにもかかわらず、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん消消消消費費費費されてしまうということされてしまうということされてしまうということされてしまうということがあってがあってがあってがあって、、、、当当当当然然然然需需需需要要要要とととと供供供供給給給給のののの関係関係関係関係でででで物物物物がががが高高高高いということになっていますいということになっていますいということになっていますいということになっています。。。。亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。同同同同じじじじですですですです。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじでででで、、、、天天天天井知井知井知井知らずらずらずらず。。。。ニッニッニッニッケケケケルにルにルにルに至至至至ってはってはってはっては、、、、もうもうもうもう元元元元のののの価価価価格格格格からからからから比比比比べべべべるとるとるとるともうもうもうもう大大大大変変変変ということになっていてということになっていてということになっていてということになっていて、、、、LME のののの在在在在庫庫庫庫量量量量はこのはこのはこのはこの時時時時点点点点でででで 1.5日日日日しかないというすしかないというすしかないというすしかないというすごごごごいいいい状況状況状況状況がががが続続続続いていましたいていましたいていましたいていました。。。。 このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか皆皆皆皆さんさんさんさん知知知知らないですよらないですよらないですよらないですよねねねね。。。。新新新新聞聞聞聞のののの経済経済経済経済欄欄欄欄をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命見命見命見命見るるるる人人人人でもなかなかでもなかなかでもなかなかでもなかなかわからないしわからないしわからないしわからないし、、、、知知知知らないらないらないらない。。。。ではではではでは、、、、これをきこれをきこれをきこれをきちちちちんとんとんとんとリリリリサイクルしようというのサイクルしようというのサイクルしようというのサイクルしようというのをどうをどうをどうをどうややややってってってって学学学学生生生生にににに教教教教えるかというのもえるかというのもえるかというのもえるかというのも非常非常非常非常にににに困困困困ってしまうわけですがってしまうわけですがってしまうわけですがってしまうわけですが、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく身近身近身近身近ななななものにものにものにものに近近近近づけていこうということでづけていこうということでづけていこうということでづけていこうということで、、、、ここにはここにはここにはここには１１１１つつつつ、、、、ハハハハーーーードディドディドディドディスクというのがありますスクというのがありますスクというのがありますスクというのがあります。。。。これもなかなかわかりづらくてこれもなかなかわかりづらくてこれもなかなかわかりづらくてこれもなかなかわかりづらくて、、、、このこのこのこの中中中中にににに入入入入っているわけですがっているわけですがっているわけですがっているわけですが、、、、パパパパソソソソココココンをンをンをンを開開開開けたけたけたけた人人人人ははははわかるとわかるとわかるとわかると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、こんなこんなこんなこんな箱箱箱箱がががが入入入入っていますっていますっていますっていますねねねね。。。。でででで、、、、だだだだんんんんだだだだんんんん容容容容量量量量がががが大大大大きくなっていきくなっていきくなっていきくなっていろろろろいいいいろろろろ記記記記憶憶憶憶してくれるわけですがしてくれるわけですがしてくれるわけですがしてくれるわけですが、、、、ハハハハーーーードディドディドディドディスクのスクのスクのスクの中中中中にはこんなにたくさんのにはこんなにたくさんのにはこんなにたくさんのにはこんなにたくさんの元元元元素素素素がががが使使使使わわわわれていますれていますれていますれています。。。。単単単単にににに青青青青いいいい基盤基盤基盤基盤があってがあってがあってがあって、、、、ディディディディスクスクスクスクがあってがあってがあってがあって、、、、何何何何かかかか書書書書いているいているいているいているだだだだけではないわけではないわけではないわけではないわけですけですけですけですねねねね。。。。そこにそこにそこにそこに使使使使われているわれているわれているわれている金金金金属属属属というのはものすというのはものすというのはものすというのはものすごごごごいいいい種種種種類類類類がありますがありますがありますがあります。。。。ここではこれここではこれここではこれここではこれくらいしかくらいしかくらいしかくらいしか出出出出せなかったのですがせなかったのですがせなかったのですがせなかったのですが、、、、ももももちろちろちろちろんんんん金金金金だだだだとかとかとかとか、、、、今今今今話話話話をするをするをするをするレレレレアアアアメメメメタルなどはタルなどはタルなどはタルなどは、、、、多多多多くのくのくのくの種種種種類類類類・・・・量量量量がががが使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。 もうもうもうもう少少少少しししし皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに近近近近づけるづけるづけるづける例例例例としてとしてとしてとして、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話、、、、ババババラしてみるとこんなラしてみるとこんなラしてみるとこんなラしてみるとこんな感感感感じじじじですですですです。。。。これこれこれこれはははは少少少少しししし古古古古いいいい型型型型のののの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話ですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを持持持持っていてっていてっていてっていて、、、、ババババラしたラしたラしたラした人人人人はなかなかはなかなかはなかなかはなかなかいないといないといないといないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、たたたただだだだのののの音音音音がががが出出出出るるるる箱箱箱箱だだだだとととと思思思思ってはいけませんってはいけませんってはいけませんってはいけません。。。。ディディディディスプスプスプスプレレレレイイイイ部部部部からからからから基盤基盤基盤基盤のののの固固固固まりですまりですまりですまりです。。。。そこにそこにそこにそこに使使使使われているわれているわれているわれている金金金金属属属属はははは、、、、もうもうもうもう何十何十何十何十、、、、50 種種種種類類類類近近近近いいいい金金金金属属属属がこのがこのがこのがこの中中中中にににに使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。これはこれはこれはこれはＵＵＵＵＮＥＮＥＮＥＮＥＰＰＰＰというとこというとこというとこというところろろろののののデデデデータをータをータをータを持持持持っていてっていてっていてっていて、、、、だだだだからからからからホホホホームームームームペペペページージージージでででで調調調調べべべべられるわけですけれどもられるわけですけれどもられるわけですけれどもられるわけですけれども、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話でででで一一一一番番番番多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックがックがックがックが一一一一番番番番多多多多いですいですいですいですねねねね、、、、20％％％％、、、、ABS 樹樹樹樹脂脂脂脂ですですですですねねねね。。。。そのそのそのその次次次次がががが銅銅銅銅 19％％％％、、、、あとあとあとあとガガガガラスラスラスラス 11％％％％、、、、パネルのパネルのパネルのパネルのガガガガラスですラスですラスですラスですねねねね。。。。そのそのそのその後後後後はもうはもうはもうはもう鉄鉄鉄鉄、、、、シシシシリカリカリカリカ、、、、こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじでででで 80ｇｇｇｇのののの中中中中にににに入入入入っていますっていますっていますっています。。。。ずっといくとずっといくとずっといくとずっといくと、、、、ほほほほかのかのかのかの元元元元素素素素、、、、左左左左側側側側がががが元元元元素素素素ですがですがですがですが、、、、だだだだんんんんだだだだんんんん量量量量はははは少少少少なくなってきますがなくなってきますがなくなってきますがなくなってきますが、、、、クロムクロムクロムクロム、、、、鉛鉛鉛鉛、、、、亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛、、、、ネネネネオオオオジジジジウウウウムムムム、、、、タンタルタンタルタンタルタンタル、、、、タングステンタングステンタングステンタングステン、、、、アルミアルミアルミアルミ、、、、リリリリンンンン、、、、銀銀銀銀、、、、チチチチタンタンタンタン、、、、ママママンンンンガガガガンンンン、、、、パラジパラジパラジパラジウウウウムムムム、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじでたくさんでたくさんでたくさんでたくさん使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。バリウバリウバリウバリウムムムム、、、、金金金金、、、、アンアンアンアンチチチチモモモモンンンン、、、、ビビビビススススママママスススス、、、、カカカカルシルシルシルシウウウウムムムム、、、、リチウリチウリチウリチウムムムム、、、、コバコバコバコバルトルトルトルト、、、、こんなことでこんなことでこんなことでこんなことで、、、、ずっといってずっといってずっといってずっといって、、、、最最最最後後後後ににににガガガガリウリウリウリウムムムム、、、、イットイットイットイットリウリウリウリウムムムムがががが少少少少しししし使使使使われているわれているわれているわれている。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじですですですです。。。。もうもうもうもう、、、、ありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆるありとあらゆる金金金金属属属属がががが入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、世界世界世界世界中中中中からからからから採採採採ってきたってきたってきたってきた鉱鉱鉱鉱石石石石からからからから抽抽抽抽出出出出したしたしたしたレレレレアアアアメメメメタルタルタルタル類類類類をををを皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは持持持持っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。それもそれもそれもそれも１１１１個個個個やややや２２２２個個個個ではないではないではないではない。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく１１１１個個個個しかしかしかしか持持持持っていないというっていないというっていないというっていないという人人人人はなかなかいないはなかなかいないはなかなかいないはなかなかいない。。。。どういうどういうどういうどういうことかというとことかというとことかというとことかというと、、、、非常非常非常非常にこういったにこういったにこういったにこういった高機高機高機高機能能能能をををを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための部部部部品品品品にににに使使使使っているということでっているということでっているということでっているということで、、、、ここにはここにはここにはここには 31 とととと書書書書いてありますがいてありますがいてありますがいてありますが、、、、これくらいのこれくらいのこれくらいのこれくらいの元元元元素素素素ががががレレレレアアアアメメメメタルとタルとタルとタルと言言言言っているものですっているものですっているものですっているものです。。。。覚覚覚覚えようとしてもえようとしてもえようとしてもえようとしても覚覚覚覚えられないしえられないしえられないしえられないし、、、、私私私私もそらではもそらではもそらではもそらでは今今今今でもでもでもでも全部全部全部全部をををを言言言言えないというくらいなのえないというくらいなのえないというくらいなのえないというくらいなのですがですがですがですが、、、、今今今今これのこれのこれのこれの消消消消費費費費がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん伸伸伸伸びていましてびていましてびていましてびていまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、10 年年年年のののの倍倍倍倍率率率率でいったらでいったらでいったらでいったら、、、、タンタンタンタン
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タルについてはタルについてはタルについてはタルについては大体大体大体大体５５５５倍倍倍倍、、、、アンアンアンアンチチチチモモモモンンンン３３３３倍倍倍倍とかとかとかとか、、、、非常非常非常非常にににに使使使使用用用用がががが伸伸伸伸びていますびていますびていますびています。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、タンタルでタンタルでタンタルでタンタルで話話話話をしてしまえをしてしまえをしてしまえをしてしまえばばばば、、、、今小今小今小今小さなさなさなさな携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話になってきていますになってきていますになってきていますになってきていますねねねね。。。。それそれそれそれからからからから小小小小さなさなさなさなデデデデジジジジカメカメカメカメになってになってになってになって、、、、ハハハハーーーードディドディドディドディスクもスクもスクもスクも小小小小さくなっているさくなっているさくなっているさくなっている。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、タタタタンタルンタルンタルンタルココココンンンンデデデデンサーというンサーというンサーというンサーというココココンンンンデデデデンサーがンサーがンサーがンサーが使使使使われてきていわれてきていわれてきていわれてきているからなのでするからなのでするからなのでするからなのです。。。。今今今今まではまではまではまではココココンンンンデデデデンサーというとンサーというとンサーというとンサーというと、、、、何何何何かかかか円円円円筒筒筒筒形形形形ののののビビビビニールをニールをニールをニールを被被被被ったアルミのったアルミのったアルミのったアルミのココココンンンンデデデデンサーをインサーをインサーをインサーをイメメメメージしたージしたージしたージしたのですがのですがのですがのですが、、、、あれよりももっとあれよりももっとあれよりももっとあれよりももっと小小小小さくてさくてさくてさくて、、、、かつかつかつかつ、、、、放放放放電電電電量量量量がががが多多多多いようないようないようないようなココココンンンンデデデデンサーをンサーをンサーをンサーを使使使使ってってってっていますいますいますいます。。。。それをタンタルそれをタンタルそれをタンタルそれをタンタルココココンンンンデデデデンサーとンサーとンサーとンサーと言言言言うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、それをそれをそれをそれを使使使使ったからったからったからったから小小小小さくなってきさくなってきさくなってきさくなってきていますていますていますています。。。。逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、それがもしそれがもしそれがもしそれがもし使使使使えなくなったらえなくなったらえなくなったらえなくなったら、、、、今今今今皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが持持持持っているっているっているっている小小小小型型型型のののの、、、、薄薄薄薄っっっっぺぺぺぺらのらのらのらのデデデデジジジジカメカメカメカメはきっとはきっとはきっとはきっと厚厚厚厚くせくせくせくせざざざざるをるをるをるを得得得得ないかないかないかないか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは１１１１枚枚枚枚撮撮撮撮ったったったった後後後後にににに充電充電充電充電にににに１１１１秒秒秒秒かかかかかるとかかるとかかるとかかるとか、、、、そういったものにそういったものにそういったものにそういったものに戻戻戻戻ららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。それはそれはそれはそれは苦苦苦苦痛痛痛痛ですよですよですよですよねねねね。。。。そういうことですそういうことですそういうことですそういうことです。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、非常非常非常非常にににに高機高機高機高機能能能能をををを支支支支えているということですえているということですえているということですえているということです。。。。高機高機高機高機能能能能をををを支支支支えているのはよいえているのはよいえているのはよいえているのはよいなということなのですがなということなのですがなということなのですがなということなのですが、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上にににに困困困困るということがありまするということがありまするということがありまするということがあります。。。。それはそれはそれはそれは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、レレレレアアアアメメメメタルはタルはタルはタルは鉱鉱鉱鉱石石石石としてとしてとしてとして地球地球地球地球のうのうのうのうちちちちのあるのあるのあるのある場所場所場所場所にしかにしかにしかにしか存存存存在在在在しないということですしないということですしないということですしないということです。。。。土土土土のののの中中中中にはあるにはあるにはあるにはある程程程程度度度度ババババラにはあるのですがラにはあるのですがラにはあるのですがラにはあるのですが、、、、とてもとてもとてもとても採採採採られるものではないですからられるものではないですからられるものではないですからられるものではないですから、、、、あるあるあるある程程程程度度度度ににににしかしかしかしか存存存存在在在在しないしないしないしない。。。。これをこれをこれをこれを見見見見ていたていたていたていただだだだくとわかるのですがくとわかるのですがくとわかるのですがくとわかるのですが、、、、全全全全体体体体 100 のうのうのうのうちちちち１１１１かかかか国国国国だだだだけでけでけでけで、、、、例例例例ええええばばばばタンタルなどはタンタルなどはタンタルなどはタンタルなどはオオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアアアアだだだだけでけでけでけで九九九九十数十数十数十数パーパーパーパーセセセセントのントのントのントの採採採採掘掘掘掘をしているをしているをしているをしている。。。。ですかですかですかですからららら、、、、オオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアからアからアからアから物物物物がががが来来来来なくなくなくなくなったらタンタルなったらタンタルなったらタンタルなったらタンタルココココンンンンデデデデンサーはンサーはンサーはンサーは作作作作れないというれないというれないというれないという状態状態状態状態がががが起起起起きますきますきますきます。。。。ブラジルブラジルブラジルブラジル、、、、チリチリチリチリなんかもそうですなんかもそうですなんかもそうですなんかもそうですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、大体大体大体大体ブラジルブラジルブラジルブラジル、、、、オオオオーストラーストラーストラーストラリリリリアアアア、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、中中中中国国国国、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ににににレレレレアアアアメメメメタルタルタルタル資源資源資源資源というのはかなりあるということですというのはかなりあるということですというのはかなりあるということですというのはかなりあるということです。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか大大大大変変変変でででで、、、、このこのこのこの頃頃頃頃そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを各国各国各国各国もわかってきましてもわかってきましてもわかってきましてもわかってきまして、、、、基本的基本的基本的基本的にににに資源資源資源資源保護政策保護政策保護政策保護政策にににに出出出出ているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。中中中中国国国国はこれはこれはこれはこれだだだだけけけけ成成成成長長長長するのするのするのするのだだだだからからからから、、、、とてもとてもとてもとても海海海海外外外外になんかになんかになんかになんか売売売売っていられなっていられなっていられなっていられないいいい。。。。我我我我々々々々がきがきがきがきちちちちんとんとんとんと部部部部品品品品までまでまでまで作作作作ってってってってややややるためにはるためにはるためにはるためには、、、、自分自分自分自分のののの国国国国にあるにあるにあるにある資源資源資源資源はははは外外外外にににに出出出出さないとさないとさないとさないといういういういう政策政策政策政策をとってきているをとってきているをとってきているをとってきている。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今価価価価格格格格がががが非常非常非常非常にににに上上上上昇昇昇昇してしてしてして、、、、テテテテレレレレビビビビなんかでもなんかでもなんかでもなんかでもややややっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、非常非常非常非常にににに困困困困ったったったった状態状態状態状態になっているということですになっているということですになっているということですになっているということです。。。。 ということでということでということでということで、、、、何何何何がががが危危危危機感機感機感機感かといったらかといったらかといったらかといったら、、、、こういうことこういうことこういうことこういうことだだだだとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。今今今今これをこれをこれをこれをリリリリササササイクルしなけれイクルしなけれイクルしなけれイクルしなければばばば、、、、あるいはしようというあるいはしようというあるいはしようというあるいはしようという行行行行動動動動をををを起起起起こさなけれこさなけれこさなけれこさなければばばば何何何何がががが起起起起こるかというとこるかというとこるかというとこるかというと、、、、ほほほほとんどのものがとんどのものがとんどのものがとんどのものが無無無無いわけですからいわけですからいわけですからいわけですから、、、、１１１１国国国国にににに頼頼頼頼っているわけですからっているわけですからっているわけですからっているわけですから、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん使使使使えなくえなくえなくえなくなるなるなるなる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。使使使使えなくなるえなくなるえなくなるえなくなる可能可能可能可能性性性性があるとがあるとがあるとがあると、、、、日日日日本本本本のののの産業産業産業産業ががががだだだだめになるということでめになるということでめになるということでめになるということですすすすねねねね。。。。日日日日本本本本のののの産業産業産業産業ってってってって、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、日日日日本本本本はすはすはすはすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、現在現在現在現在はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに優優優優れているとこれているとこれているとこれているところろろろはないかもしれないですよはないかもしれないですよはないかもしれないですよはないかもしれないですよねねねね。。。。何何何何をををを言言言言っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここここのパのパのパのパソソソソココココンはンはンはンは日日日日本本本本製製製製ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、日日日日本本本本製製製製だだだだとととと言言言言ってもってもってもっても、、、、アアアアセセセセンブルはンブルはンブルはンブルは中中中中国国国国なのですなのですなのですなのですねねねね。。。。要要要要するにそういうことなのですするにそういうことなのですするにそういうことなのですするにそういうことなのです。。。。世界世界世界世界のののの工場工場工場工場はははは今今今今中中中中国国国国でででで、、、、何何何何がががが日日日日本本本本はははは優優優優れているかといったれているかといったれているかといったれているかといったらららら、、、、このこのこのこの中中中中のすのすのすのすごごごごくよいくよいくよいくよい部部部部品品品品とかとかとかとか、、、、すすすすごごごごくよいくよいくよいくよい性性性性能能能能のののの部位部位部位部位とかとかとかとか、、、、そういうものがそういうものがそういうものがそういうものが優優優優れていれていれていれているるるる。。。。だだだだからからからから、、、、それをそれをそれをそれを日日日日本本本本でででで作作作作れなくなったられなくなったられなくなったられなくなったら、、、、日日日日本本本本のののの産業産業産業産業はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にににに人人人人件費件費件費件費がががが高高高高いですいですいですいですからからからから、、、、中中中中国国国国にはにはにはにはややややはりはりはりはり負負負負けてしまうわけですけてしまうわけですけてしまうわけですけてしまうわけです。。。。だだだだからからからから、、、、すすすすごごごごくくくく重大重大重大重大なことでなことでなことでなことで、、、、レレレレアアアアメメメメタルタルタルタルがががが無無無無くなるということはくなるということはくなるということはくなるということは、、、、日日日日本本本本のののの産業産業産業産業ががががだだだだめになるめになるめになるめになる可能可能可能可能性性性性がががが非常非常非常非常にににに高高高高くなるといくなるといくなるといくなるということでうことでうことでうことですすすす。。。。 日日日日本本本本のののの産業産業産業産業ががががだだだだめになるということになってくるとめになるということになってくるとめになるということになってくるとめになるということになってくると、、、、当当当当然然然然不況不況不況不況になるになるになるになる。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本のののの公公公公害害害害防止率防止率防止率防止率、、、、これはかなりこれはかなりこれはかなりこれはかなり高高高高いいいいレレレレベベベベルであるとルであるとルであるとルであると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そのそのそのその高高高高いいいいレレレレベベベベルのルのルのルの公公公公害害害害防止技術防止技術防止技術防止技術もももも、、、、今今今今度度度度はおはおはおはお金金金金がががが無無無無くなりますからくなりますからくなりますからくなりますから、、、、実実実実行行行行がなかなかできなくなるがなかなかできなくなるがなかなかできなくなるがなかなかできなくなる。。。。どんどんどんどんどんどんどんどん生生生生活活活活はははは落落落落ちちちちていくていくていくていく、、、、だだだだめになっていくということですめになっていくということですめになっていくということですめになっていくということですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、もっともっともっともっと全全全全体体体体感感感感でででで考考考考えてえてえてえて、、、、私私私私のののの考考考考ええええ
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としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業産業産業産業もきもきもきもきちちちちんとんとんとんと育育育育成成成成しながらあるしながらあるしながらあるしながらあるレレレレベベベベルルルル、、、、それからそれからそれからそれからリリリリサイクルもしながらいサイクルもしながらいサイクルもしながらいサイクルもしながらいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを考考考考えていかなくてはならないえていかなくてはならないえていかなくてはならないえていかなくてはならない。。。。それもそれもそれもそれも全全全全体体体体をををを見見見見ながらながらながらながら考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならならならならないないないない。。。。というとというとというとというと、、、、何何何何ととととなくなくなくなく少少少少しはしはしはしはリリリリサイクルしようというサイクルしようというサイクルしようというサイクルしようという気気気気になるになるになるになる人人人人がががが、、、、100人人人人にににに２２２２人人人人くらくらくらくらいいいい増増増増えてくれたかなとえてくれたかなとえてくれたかなとえてくれたかなと、、、、危危危危機感機感機感機感をををを感感感感じじじじてくれたかなとてくれたかなとてくれたかなとてくれたかなと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そんなことがあってそんなことがあってそんなことがあってそんなことがあって、、、、今今今今大学大学大学大学でこういうでこういうでこういうでこういう研究会研究会研究会研究会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげてててて、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県ををををベベベベースにいースにいースにいースにいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。 １１１１つはこういうことでつはこういうことでつはこういうことでつはこういうことで、、、、そこからはそこからはそこからはそこからは皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの資料資料資料資料にあるのでさらっといきますがにあるのでさらっといきますがにあるのでさらっといきますがにあるのでさらっといきますが、、、、金金金金属属属属元元元元素素素素がががが国国国国外外外外・・・・他他他他国国国国にににに流流流流出出出出しているということなのですしているということなのですしているということなのですしているということなのです。。。。何何何何をををを言言言言っているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、このこのこのこの小小小小型型型型電子電子電子電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器、、、、これはどうなっているかというとこれはどうなっているかというとこれはどうなっているかというとこれはどうなっているかというと、「、「、「、「皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どうしていますかどうしていますかどうしていますかどうしていますか」」」」とととと今今今今聞聞聞聞いていていていて、「、「、「、「こうしていますこうしていますこうしていますこうしています」」」」とととと答答答答えられるえられるえられるえられる人人人人はいないとはいないとはいないとはいないと思思思思いますいますいますいます。。。。大体大体大体大体はははは、、、、今家電今家電今家電今家電リリリリサイサイサイサイクルクルクルクル法法法法というのがあってというのがあってというのがあってというのがあって、、、、家電家電家電家電４４４４品品品品目目目目というのはおというのはおというのはおというのはお金金金金をををを払払払払ってってってって出出出出していますしていますしていますしていますねねねね。。。。冷冷冷冷蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫、、、、テテテテレレレレビビビビ、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機、、、、エアエアエアエアココココンンンン、、、、これについてはおこれについてはおこれについてはおこれについてはお金金金金をををを払払払払ってってってって出出出出しているしているしているしている。。。。たたたただだだだ、、、、そのそのそのその他他他他のののの機機機機器器器器についてはについてはについてはについては、、、、ではではではでは、、、、電子電子電子電子レレレレンジがンジがンジがンジが壊壊壊壊れたらどうしますかとれたらどうしますかとれたらどうしますかとれたらどうしますかと言言言言ったらったらったらったら、、、、自治体自治体自治体自治体のののの不不不不燃燃燃燃ごごごごみみみみかかかか粗粗粗粗大大大大ごごごごみにみにみにみに出出出出してしてしてして持持持持っていってもらっているということっていってもらっているということっていってもらっているということっていってもらっているということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ラジラジラジラジカセカセカセカセがががが壊壊壊壊れれれれたらどうしますかたらどうしますかたらどうしますかたらどうしますか。。。。きっときっときっときっと不不不不燃燃燃燃ごごごごみのみのみのみの日日日日にににに置置置置いておきますいておきますいておきますいておきますねねねね。。。。ではではではでは今今今今度度度度、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話がががが壊壊壊壊れれれれたらどうしますかとたらどうしますかとたらどうしますかとたらどうしますかと言言言言ったらったらったらったら、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のショップにのショップにのショップにのショップに持持持持っていってっていってっていってっていって回収回収回収回収してもらうというしてもらうというしてもらうというしてもらうという人人人人もいますがもいますがもいますがもいますが、、、、おそらくはおそらくはおそらくはおそらくは、、、、大学大学大学大学でででで聞聞聞聞いてもそんないてもそんないてもそんないてもそんな感感感感じじじじなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの７７７７割割割割くらいのくらいのくらいのくらいの人人人人はははは、、、、前前前前のののの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを引引引引きききき出出出出しのしのしのしの中中中中にににに入入入入れてれてれてれて持持持持っているということっているということっているということっているということかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。大体大体大体大体そうでよそうでよそうでよそうでよろろろろしいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。絶絶絶絶対対対対持持持持っていないというっていないというっていないというっていないという人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら異異異異論論論論をををを述述述述べべべべててててほほほほしいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、大体大体大体大体そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじなのですなのですなのですなのですねねねね。。。。小小小小さいからさいからさいからさいから捨捨捨捨てるてるてるてる場所場所場所場所がないがないがないがない、、、、よくよくよくよくわからないわからないわからないわからない、、、、でもでもでもでも買買買買ったときったときったときったとき高高高高かったかったかったかった、、、、それからそれからそれからそれから思思思思いいいい出出出出もももも入入入入っているっているっているっている、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと捨捨捨捨てたくてたくてたくてたくないなないなないなないな、、、、とっておこうということでとっておこうということでとっておこうということでとっておこうということで、、、、とっておいてとっておいてとっておいてとっておいて、、、、引引引引きききき出出出出しのしのしのしの中中中中にににに入入入入れるとれるとれるとれると、、、、もうずっもうずっもうずっもうずっとととと忘忘忘忘れていまれていまれていまれていますすすす。。。。それはそれはそれはそれは何何何何でででで起起起起こっているかというとこっているかというとこっているかというとこっているかというと、、、、こういうこういうこういうこういう小小小小型型型型電子機器電子機器電子機器電子機器についてはについてはについてはについては、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん小小小小さくなってきたのでさくなってきたのでさくなってきたのでさくなってきたので、、、、ややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう対応対応対応対応がががが十十十十分分分分とれていないということとれていないということとれていないということとれていないということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。引引引引っっっっ越越越越しをするとかしをするとかしをするとかしをするとか、、、、前前前前のののの彼彼彼彼氏氏氏氏ののののメメメメールがールがールがールが入入入入っているけれどもっているけれどもっているけれどもっているけれども、、、、もうもうもうもう別別別別れたかれたかれたかれたからららら捨捨捨捨てようとかというようにてようとかというようにてようとかというようにてようとかというように、、、、何何何何かインかインかインかインセセセセンテンテンテンティィィィブがあってブがあってブがあってブがあって捨捨捨捨てるときになるとてるときになるとてるときになるとてるときになると、、、、大体大体大体大体わわわわからないのでからないのでからないのでからないので、、、、ごごごごみみみみ箱箱箱箱にににに捨捨捨捨てるかてるかてるかてるか、、、、不不不不燃燃燃燃ごごごごみのみのみのみの袋袋袋袋にににに入入入入れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじでででで捨捨捨捨ててしまててしまててしまててしまうううう。。。。 ではではではでは、、、、それがどこにそれがどこにそれがどこにそれがどこに行行行行くかというとくかというとくかというとくかというと、、、、自治体自治体自治体自治体のののの焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉かかかか、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場にににに行行行行くわけですくわけですくわけですくわけです。。。。先先先先ほほほほどどどど写写写写真真真真でででで見見見見せましたようにせましたようにせましたようにせましたように、、、、あんなにあんなにあんなにあんなにいいいいろろろろいいいいろろろろなななな金金金金属属属属がががが入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、金金金金だだだだっていっっていっっていっっていっぱぱぱぱいいいい入入入入っているっているっているっている。。。。１１１１ｔｔｔｔ集集集集めれめれめれめればばばば 300ｇｇｇｇくらいくらいくらいくらい入入入入っていますからっていますからっていますからっていますから、、、、１１１１ｔｔｔｔにににに 300ｇｇｇｇというとというとというとというと、、、、普普普普通通通通のののの鉱鉱鉱鉱石石石石のののの何十何十何十何十倍倍倍倍のののの分分分分量量量量がががが入入入入っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、そんなもったいないものをそんなもったいないものをそんなもったいないものをそんなもったいないものを、、、、焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉でででで燃燃燃燃ややややしてしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場にににに行行行行ってがらがらっとってがらがらっとってがらがらっとってがらがらっと粉粉粉粉にしてにしてにしてにして捨捨捨捨ててしまうててしまうててしまうててしまう。。。。焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉とかとかとかとか処処処処分分分分場場場場にににに入入入入ったものはどうなるかというとったものはどうなるかというとったものはどうなるかというとったものはどうなるかというと、、、、我我我我々々々々がそのがそのがそのがその処処処処理理理理するするするする分分分分をををを税税税税金金金金でででで払払払払っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。それでそれでそれでそれで無無無無理理理理ややややりりりり処処処処分分分分場場場場をををを埋埋埋埋めているめているめているめている。。。。処処処処分分分分場場場場はははは少少少少なくともそのなくともそのなくともそのなくともその分分分分だだだだけはけはけはけは埋埋埋埋まってしまうわまってしまうわまってしまうわまってしまうわけでけでけでけで、、、、非常非常非常非常にもったいないにもったいないにもったいないにもったいない。。。。ではではではでは、、、、焼焼焼焼いてしまったいてしまったいてしまったいてしまったややややつはどうなのかつはどうなのかつはどうなのかつはどうなのかといったらといったらといったらといったら、、、、焼焼焼焼いていていていてもももも金金金金属属属属はははは分分分分解解解解しませんからしませんからしませんからしませんから、、、、必必必必ずどこかにずどこかにずどこかにずどこかに集集集集積積積積するするするする。。。。どこにどこにどこにどこに集集集集積積積積するかというとするかというとするかというとするかというと、、、、灰灰灰灰とととと燃燃燃燃えがらにえがらにえがらにえがらに集集集集積積積積するするするする。。。。燃燃燃燃えがらにえがらにえがらにえがらに集集集集積積積積したしたしたしたややややつはどうするかというとつはどうするかというとつはどうするかというとつはどうするかというと、、、、燃燃燃燃えがらからえがらからえがらからえがらから重重重重金金金金属属属属がががが溶溶溶溶出出出出しないようにしないようにしないようにしないように自治体自治体自治体自治体がががが処処処処理理理理をををを行行行行ってってってって、、、、管管管管理理理理をするをするをするをする。。。。またそこでもおまたそこでもおまたそこでもおまたそこでもお金金金金がかかっていがかかっていがかかっていがかかっているということでするということでするということでするということです。。。。ですからですからですからですから、、、、捨捨捨捨てることによってどんどんてることによってどんどんてることによってどんどんてることによってどんどん我我我我々々々々はははは自分自分自分自分でででで自分自分自分自分のののの税税税税金金金金をををを使使使使ってってってってややややっているのですっているのですっているのですっているのです。。。。非常非常非常非常にににに不不不不具具具具合合合合なのですなのですなのですなのです。。。。ややややはりきはりきはりきはりきちちちちんとんとんとんと回収回収回収回収できるものはできるものはできるものはできるものは回収回収回収回収しししし
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なけれなけれなけれなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。 そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、今新今新今新今新聞聞聞聞なんかでなんかでなんかでなんかでレレレレアアアアメメメメタルがタルがタルがタルが危危危危機機機機だだだだとかとかとかとか、、、、資源資源資源資源がががが無無無無いいいいだだだだとかとかとかとか、、、、私私私私もさっきもさっきもさっきもさっきそうそうそうそう言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、そういったことがそういったことがそういったことがそういったことが叫叫叫叫ばばばばれているれているれているれている。。。。何何何何かすかすかすかすごごごごくくくく矛盾矛盾矛盾矛盾があるなということがあるなということがあるなということがあるなということなのですなのですなのですなのです。。。。それがそれがそれがそれが何何何何でででで起起起起こっているかというとこっているかというとこっているかというとこっているかというと、、、、このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分ですですですですねねねね。。。。経済経済経済経済原則原則原則原則ですですですです。。。。とにかくおとにかくおとにかくおとにかくお金金金金にならないものはにならないものはにならないものはにならないものは通常通常通常通常はははは集集集集めないめないめないめない、、、、誰誰誰誰ももももややややらないのですらないのですらないのですらないのです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、経済経済経済経済原原原原則則則則というのはというのはというのはというのは現在現在現在現在しかしかしかしか見見見見ていないということですていないということですていないということですていないということです。。。。先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にもありましたようににもありましたようににもありましたようににもありましたように、、、、今今今今儲儲儲儲かるかというのをかるかというのをかるかというのをかるかというのをややややっているわけでっているわけでっているわけでっているわけで、、、、ではではではでは、、、、10 年先年先年先年先にどうなっていてにどうなっていてにどうなっていてにどうなっていて、、、、資源資源資源資源がどれくがどれくがどれくがどれくらいらいらいらい無無無無くなっていてくなっていてくなっていてくなっていて、、、、日日日日本本本本のののの産業産業産業産業がどうなっていてがどうなっていてがどうなっていてがどうなっていて、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに買買買買うううう金金金金属属属属はいくらになっはいくらになっはいくらになっはいくらになっていてていてていてていて、、、、といといといというのをうのをうのをうのを見見見見ていないわけですていないわけですていないわけですていないわけです。。。。それがそれがそれがそれが一一一一番番番番問問問問題題題題ですですですですねねねね。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、自分自分自分自分のののの経済経済経済経済原則原則原則原則しかしかしかしか見見見見ていないのでていないのでていないのでていないので、、、、難難難難しいしいしいしい話話話話はははは省省省省きますがきますがきますがきますが、、、、他他他他国国国国にににに、、、、中中中中国国国国にににに行行行行ってしまったってしまったってしまったってしまった廃家電廃家電廃家電廃家電などはなどはなどはなどは中中中中国国国国をををを汚汚汚汚していますしていますしていますしています。。。。先先先先週週週週、、、、上上上上海海海海にににに行行行行ったとったとったとったと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、中中中中国国国国のののの野野野野菜菜菜菜はははは食食食食べべべべないないないないほほほほうがよいとここでうがよいとここでうがよいとここでうがよいとここで少少少少しししし言言言言おうかなとおうかなとおうかなとおうかなと思思思思うくらいうくらいうくらいうくらい農農農農地地地地がががが汚汚汚汚れていまれていまれていまれていますすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、それはどこのそれはどこのそれはどこのそれはどこの責責責責任任任任かというとかというとかというとかというと、、、、中中中中国国国国もありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、日日日日本本本本もあるもあるもあるもある程程程程度度度度加加加加担担担担しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。それはどうそれはどうそれはどうそれはどうややややってってってって返返返返ってくるかというとってくるかというとってくるかというとってくるかというと、、、、ややややはりはりはりはり返返返返ってくるわけってくるわけってくるわけってくるわけですですですです。。。。スーパーではなかなかスーパーではなかなかスーパーではなかなかスーパーではなかなか置置置置いてくれなくなったのでいてくれなくなったのでいてくれなくなったのでいてくれなくなったので、、、、皆皆皆皆さんもなさんもなさんもなさんもなかなかかなかかなかかなか目目目目にしないでにしないでにしないでにしないでししししょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、ややややはりはりはりはり外外外外食食食食になっているとになっているとになっているとになっていると、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ食食食食べべべべているかわかりませんからているかわかりませんからているかわかりませんからているかわかりませんから、、、、ややややはりはりはりはり自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろにににに返返返返ってくるってくるってくるってくる。。。。自分自分自分自分のののの今今今今のここののここののここののここの経済経済経済経済原則原則原則原則しかしかしかしか見見見見ていないていないていないていない。。。。それからそれからそれからそれから、、、、技術技術技術技術のののの点点点点はあまりはあまりはあまりはあまり言言言言いませんがいませんがいませんがいませんが、、、、利用利用利用利用できていないということですできていないということですできていないということですできていないということです。。。。だだだだからからからから、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルってすってすってすってすごごごごくよいくよいくよいくよい言言言言葉葉葉葉なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという言言言言葉葉葉葉はははは重要重要重要重要ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、金金金金属属属属をををを見見見見直直直直すすすすシステムがシステムがシステムがシステムが大事大事大事大事だだだだということですということですということですということです。。。。 ここもここもここもここも１１１１つつつつだだだだけけけけ言言言言っておきますがっておきますがっておきますがっておきますが、、、、下下下下のとこのとこのとこのところろろろ、、、、よくよくよくよく、「、「、「、「これもったいないこれもったいないこれもったいないこれもったいない」」」」ってってってって言言言言うのうのうのうのですがですがですがですが、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ付付付付けけけけ加加加加えることがあるとえることがあるとえることがあるとえることがあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。資源資源資源資源とととと言言言言うからにはうからにはうからにはうからには社会社会社会社会がががが、、、、価値価値価値価値があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるものであってめるものであってめるものであってめるものであって、、、、一一一一定定定定品品品品質質質質のものがのものがのものがのものが一一一一定量確定量確定量確定量確保保保保されないとされないとされないとされないと資源資源資源資源にならないのにならないのにならないのにならないのですですですです。。。。今携今携今携今携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを出出出出しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、ここにここにここにここに携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを１１１１個個個個持持持持ってきてってきてってきてってきて、「、「、「、「これはこれはこれはこれは金金金金属属属属資源資源資源資源だだだだよよよよ」」」」とととと威威威威張張張張ったってったってったってったって、「、「、「、「ええっええっええっええっ？？？？」」」」ってってってって皆皆皆皆さんさんさんさん思思思思いますよいますよいますよいますよねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、ややややはりここにはりここにはりここにはりここに 10 万台万台万台万台のののの携携携携帯帯帯帯のののの山山山山があってがあってがあってがあって、、、、これはこれはこれはこれはリリリリサイクルしなけれサイクルしなけれサイクルしなけれサイクルしなければばばばならないならないならないならない金金金金属属属属資源資源資源資源だだだだとととと言言言言ええええばばばば、、、、それはそれはそれはそれは納納納納得得得得できるということですできるということですできるということですできるということです。。。。ですからですからですからですから、、、、一一一一定量定量定量定量のものがのものがのものがのものが一一一一定定定定品品品品質質質質あるというのがすあるというのがすあるというのがすあるというのがすごごごごくくくく重重重重要要要要なことでなことでなことでなことで、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを集集集集めなけれめなけれめなけれめなければやばやばやばやはりはりはりはりリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは成成成成功功功功しないのしないのしないのしないのだだだだなというこなというこなというこなということとととだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその辺辺辺辺にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ書書書書いてあるのですがいてあるのですがいてあるのですがいてあるのですが、、、、少少少少しししし時時時時間間間間がががが押押押押しているのでしているのでしているのでしているので、、、、少少少少しししし飛飛飛飛ばばばばしますしますしますします。。。。後後後後でででで読読読読んでおいてくんでおいてくんでおいてくんでおいてくだだだださいさいさいさい。。。。 ではではではでは、、、、世界的世界的世界的世界的にこのにこのにこのにこの小小小小型型型型電子電子電子電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器がどうなっているかというとがどうなっているかというとがどうなっているかというとがどうなっているかというと、、、、こんなこんなこんなこんなデデデデータがータがータがータがありますありますありますあります。。。。今今今今、、、、ここにここにここにここに少少少少しししし難難難難しくしくしくしく書書書書いてしまったのですがいてしまったのですがいてしまったのですがいてしまったのですが、、、、EU、、、、ヨヨヨヨーロッパでーロッパでーロッパでーロッパで、、、、今今今今ウィウィウィウィーーーー（（（（ＷＷＷＷＥＥＥ）ＥＥＥ）ＥＥＥ）ＥＥＥ）というというというという言言言言いいいい方方方方、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「ＷＷＷＷトトトトリリリリプルプルプルプルＥ」Ｅ」Ｅ」Ｅ」というというというという言言言言いいいい方方方方をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、ここここれでれでれでれで廃電気機器廃電気機器廃電気機器廃電気機器をををを全部集全部集全部集全部集めてきめてきめてきめてきちちちちんとんとんとんと処処処処理理理理しなさいしなさいしなさいしなさいねねねねというというというという、、、、一一一一応応応応指指指指令令令令ですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから完完完完全全全全なななな法法法法律律律律ではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが、、、、指指指指令令令令としてとしてとしてとして出出出出ていましてていましてていましてていまして、、、、昨昨昨昨年年年年からいからいからいからいろろろろいいいいろやろやろやろやっていまっていまっていまっていましたしたしたした。。。。このこのこのこのババババックグラックグラックグラックグラウウウウンンンンドドドドにあるのはにあるのはにあるのはにあるのは何何何何かといったらかといったらかといったらかといったら、、、、国民国民国民国民１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり、、、、1998年年年年当当当当時時時時でででで大体大体大体大体14kgのののの電電電電化化化化製品製品製品製品をををを捨捨捨捨てていたのてていたのてていたのてていたのだだだだということですということですということですということです。「。「。「。「うーんうーんうーんうーん、、、、そうかなあそうかなあそうかなあそうかなあ」」」」とととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、ここここれれれれ、、、、計計計計算算算算するとするとするとすると日日日日本本本本でもそんなものですでもそんなものですでもそんなものですでもそんなものです。。。。ややややはりはりはりはり冷冷冷冷蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫をををを 10 年年年年にににに１１１１度度度度替替替替えるとかえるとかえるとかえるとか、、、、そういそういそういそういうことをうことをうことをうことをややややるとるとるとると相相相相当当当当なななな量量量量になっていきますになっていきますになっていきますになっていきます。。。。１１１１人人人人でででで割割割割ってってってって、、、、毎毎毎毎年年年年３３３３％％％％からからからから５５５５％％％％増増増増加加加加していしていしていしていてててて、、、、今今今今ではではではでは年年年年間間間間のののの廃棄廃棄廃棄廃棄量量量量はははは 20kg にににに迫迫迫迫るるるる。。。。１１１１人人人人当当当当たりですよたりですよたりですよたりですよ、、、、１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり 20kg。。。。小小小小さいのさいのさいのさいのからからからから大大大大きいのまできいのまできいのまできいのまで、、、、それからそれからそれからそれから共通共通共通共通でででで使使使使っているものまでっているものまでっているものまでっているものまで含含含含めてめてめてめて、、、、捨捨捨捨てているのてているのてているのてているのだだだだというこというこというこというこ
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とですとですとですとです。。。。 これはこれはこれはこれは真真真真んんんん中中中中からからからから下下下下にににに書書書書いてあるのですがいてあるのですがいてあるのですがいてあるのですが、、、、日日日日本本本本でもでもでもでもややややはりはりはりはり 250 万万万万ｔｔｔｔくらいのくらいのくらいのくらいの廃家電廃家電廃家電廃家電がががが捨捨捨捨てられていててられていててられていててられていて、、、、国民国民国民国民１１１１人人人人当当当当たりにたりにたりにたりに直直直直すとすとすとすと 19.4kg でしたでしたでしたでした。。。。それからそれからそれからそれから、、、、そのそのそのその中中中中にあるにあるにあるにある可能可能可能可能性性性性のあるのあるのあるのある金金金金属属属属量量量量というのをというのをというのをというのを計計計計算算算算してみたらしてみたらしてみたらしてみたら、、、、これこれこれこれ１１１１枚枚枚枚でででで済済済済ませてしまうのですがませてしまうのですがませてしまうのですがませてしまうのですが、、、、銅銅銅銅はははは約約約約 10万万万万ｔｔｔｔがががが捨捨捨捨てられているてられているてられているてられている。。。。だだだだからからからから、、、、言言言言っているっているっているっている意意意意味味味味はははは、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場とととと焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉でででで燃燃燃燃ややややされたされたされたされた系系系系統統統統にににに入入入入ったったったった銅銅銅銅がががが、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国１１１１年年年年間間間間にににに約約約約 10万万万万ｔｔｔｔあるということですあるということですあるということですあるということです。。。。10万万万万ｔｔｔｔってってってって、、、、どれくらいかなというとどれくらいかなというとどれくらいかなというとどれくらいかなというと、、、、なかなかイなかなかイなかなかイなかなかイメメメメージがわかないとージがわかないとージがわかないとージがわかないと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、今今今今、、、、小坂小坂小坂小坂町町町町にあにあにあにありますりますりますります小坂小坂小坂小坂製製製製錬錬錬錬１１１１基基基基１１１１年年年年間間間間でででで６６６６万万万万ｔｔｔｔですからですからですからですから、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、すすすすごごごごいいいい量量量量だだだだとととと思思思思ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。今今今今、、、、日日日日本本本本全全全全国国国国のののの銅銅銅銅生生生生産産産産量量量量はははは 130 万万万万ｔｔｔｔですからですからですからですから、、、、10％％％％とはいきませんがとはいきませんがとはいきませんがとはいきませんが、、、、そのくらいにそのくらいにそのくらいにそのくらいに近近近近いいいい量量量量がががが二二二二度度度度とととと返返返返らないらないらないらない形形形形でででで捨捨捨捨てられてしまっていますてられてしまっていますてられてしまっていますてられてしまっています。。。。ドドドドラステラステラステラスティィィィックックックックだだだだったからったからったからったから書書書書かなかかなかかなかかなかったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、小小小小さいさいさいさいややややつをつをつをつを含含含含めるとめるとめるとめると、、、、金金金金はははは、、、、僕僕僕僕のののの計計計計算算算算ではではではでは年年年年間間間間 40ｔｔｔｔがががが全全全全国国国国でででで捨捨捨捨てられててられててられててられていますいますいますいます。。。。今今今今のののの価価価価格格格格でででで言言言言うとうとうとうと 1,000億円億円億円億円ですですですですねねねね。。。。かなりですかなりですかなりですかなりですねねねね。。。。それからそれからそれからそれから、、、、レレレレアアアアメメメメタルタルタルタル。。。。これこれこれこれもどこまでというのはもどこまでというのはもどこまでというのはもどこまでというのは書書書書かないですがかないですがかないですがかないですが、、、、物物物物によりますがによりますがによりますがによりますが何何何何千千千千ｔｔｔｔですですですです。。。。当当当当然然然然リリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは全全全全然然然然されていませんからされていませんからされていませんからされていませんから、、、、ほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが捨捨捨捨てられているということですてられているということですてられているということですてられているということです。。。。それはどうなっていそれはどうなっていそれはどうなっていそれはどうなっているかというとるかというとるかというとるかというと、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、二二二二度度度度とととと回収回収回収回収できないですよできないですよできないですよできないですよねねねね。。。。最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場からこんなもからこんなもからこんなもからこんなものをのをのをのを回収回収回収回収するなんてできませんからするなんてできませんからするなんてできませんからするなんてできませんから。。。。それがそれがそれがそれが少少少少しししし問問問問題題題題だだだだなということになっていますなということになっていますなということになっていますなということになっています。。。。 ということでということでということでということで、、、、これをこれをこれをこれを何何何何とかしようということでとかしようということでとかしようということでとかしようということで、、、、新新新新聞聞聞聞等等等等にもにもにもにも何何何何回回回回かかかか書書書書いてもらったのいてもらったのいてもらったのいてもらったのでででで御承御承御承御承知知知知のののの方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、大大大大館館館館市市市市のののの小小小小型型型型電子電子電子電子・・・・電気機器電気機器電気機器電気機器のののの回収試験回収試験回収試験回収試験とととというのをいうのをいうのをいうのを昨昨昨昨年年年年からからからからややややらせてもらっていますらせてもらっていますらせてもらっていますらせてもらっています。。。。今今今今少少少少しおしおしおしお話話話話ししたようにししたようにししたようにししたように、、、、小小小小型型型型家電家電家電家電品品品品すすすすべべべべててててではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが、、、、一一一一部部部部のののの小小小小型型型型家電家電家電家電品品品品についてはについてはについてはについては、、、、鉱鉱鉱鉱石石石石よりもはるかによりもはるかによりもはるかによりもはるかに高高高高いいいい金金金金属属属属のののの濃濃濃濃度度度度をををを持持持持っているということがっているということがっているということがっているということが条件条件条件条件ですですですです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、品品品品位位位位はかなりあるはかなりあるはかなりあるはかなりある。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの資源資源資源資源のののの定義定義定義定義でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、品品品品位位位位はきはきはきはきちちちちんとあるのんとあるのんとあるのんとあるのだだだだということですということですということですということですねねねね。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとしてリリリリサイサイサイサイクルをクルをクルをクルを成成成成功功功功させるにはどうしたらよいかというとさせるにはどうしたらよいかというとさせるにはどうしたらよいかというとさせるにはどうしたらよいかというと、、、、次次次次はまずはまずはまずはまず量量量量をををを確確確確保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならないということがということがということがということが明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。簡単簡単簡単簡単にににに言言言言ええええばばばば、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく量量量量がががが必必必必要要要要ということですということですということですということです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの先先先先はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいしいしいしい話話話話になってしまうのですがになってしまうのですがになってしまうのですがになってしまうのですが、、、、今今今今、、、、実実実実はははは若干若干若干若干のののの金金金金属属属属ももももリリリリサイクルされていますがサイクルされていますがサイクルされていますがサイクルされていますが、、、、大体大体大体大体がががが中中中中国国国国にににに出出出出てしまうのですてしまうのですてしまうのですてしまうのです。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、人人人人件費件費件費件費がががが安安安安いいいい。。。。中中中中国国国国のののの写写写写真真真真もたくさんこのもたくさんこのもたくさんこのもたくさんこの中中中中にはにはにはには入入入入っているのでっているのでっているのでっているので、、、、時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばばおおおお見見見見せしたいとこせしたいとこせしたいとこせしたいところろろろですがですがですがですが、、、、全部手全部手全部手全部手分分分分解解解解でででで、、、、すすすすべべべべてのものをてのものをてのものをてのものを分分分分解解解解してしてしてしてリリリリサイクルしてしまいますサイクルしてしまいますサイクルしてしまいますサイクルしてしまいます。。。。だだだだからからからから、、、、日日日日本本本本のののの企業企業企業企業がががが集集集集めてもめてもめてもめても、、、、あるいはそういうあるいはそういうあるいはそういうあるいはそういう人人人人たたたたちちちちがががが集集集集めてもめてもめてもめても、、、、日日日日本本本本ででででややややるのとるのとるのとるのと中中中中国国国国ででででややややるるるるのとをのとをのとをのとを比比比比べべべべるとるとるとると、、、、中中中中国国国国ののののほほほほうがうがうがうが安安安安いからいからいからいから、、、、全部全部全部全部中中中中国国国国にににに出出出出してしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけですしてしまうわけです。。。。これはこれはこれはこれは経済経済経済経済原則原則原則原則でででで仕仕仕仕方方方方がないのですががないのですががないのですががないのですが、、、、そのそのそのその結結結結果果果果としてとしてとしてとして何何何何がががが起起起起こっているかというとこっているかというとこっているかというとこっているかというと、、、、日日日日本本本本のこういのこういのこういのこういううううレレレレアアアアメメメメタルをタルをタルをタルをリリリリサイクルできるサイクルできるサイクルできるサイクルできる工場工場工場工場がががが消消消消滅滅滅滅しているのですしているのですしているのですしているのです。。。。はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ってってってって、、、、無無無無いのでいのでいのでいのですすすす。。。。だだだだからからからから、、、、もしもしもしもし、、、、例例例例ええええばばばば中中中中国国国国のののの人人人人件費件費件費件費がががが上上上上がってがってがってがって、、、、中中中中国国国国ででででややややるのもるのもるのもるのも面面面面倒倒倒倒くさいとなったくさいとなったくさいとなったくさいとなったときもときもときもときも、、、、日日日日本本本本にににに持持持持ってこようとってこようとってこようとってこようと思思思思ってもってもってもっても、、、、工場工場工場工場がないわけですがないわけですがないわけですがないわけです。。。。だだだだからからからから今今今今はははは捨捨捨捨ててしまうててしまうててしまうててしまうしかないというしかないというしかないというしかないという、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい構構構構造造造造になっていますになっていますになっていますになっています。。。。 もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの問問問問題題題題はははは、、、、一一一一番初番初番初番初めにめにめにめに言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの日日日日本本本本というというというという国国国国のののの産業産業産業産業をををを支支支支えているえているえているえている金金金金属属属属のののの１１１１つですからつですからつですからつですから、、、、これがこれがこれがこれが他他他他国国国国にににに勝勝勝勝手手手手にににに行行行行ってってってって他他他他国国国国でででで使使使使われるなんてわれるなんてわれるなんてわれるなんて、、、、こんこんこんこんなことはなことはなことはなことは許許許許しがたいということですしがたいということですしがたいということですしがたいということです。。。。資源資源資源資源だだだだけはけはけはけは鎖鎖鎖鎖国国国国したしたしたしたほほほほうがよいかなというくらいにうがよいかなというくらいにうがよいかなというくらいにうがよいかなというくらいに思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないということでならないということでならないということでならないということで、、、、サイクルをもうサイクルをもうサイクルをもうサイクルをもう一一一一回回回回構築構築構築構築しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。これをこれをこれをこれをややややろろろろうということうということうということうということだだだだったのですったのですったのですったのです。。。。おそらおそらおそらおそらくくくく後後後後のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションの話話話話題題題題になるとになるとになるとになると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これをこれをこれをこれをやろやろやろやろうとしたらすうとしたらすうとしたらすうとしたらすごごごご
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いいいい壁壁壁壁にににに当当当当たってしまいましたたってしまいましたたってしまいましたたってしまいました。。。。１１１１つはつはつはつは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物及及及及びそのびそのびそのびその清清清清掃掃掃掃にににに関関関関するするするする法法法法律律律律、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法ですですですです。。。。皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが自治体自治体自治体自治体にににに出出出出すすすす廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、これはこれはこれはこれは廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法ではではではでは一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですですですです。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、自治体自治体自治体自治体がががが責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって処処処処理理理理するものとするものとするものとするものと決決決決められているものめられているものめられているものめられているもの。。。。これにこれにこれにこれに相相相相対対対対すすすするものとしてるものとしてるものとしてるものとして産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物があってがあってがあってがあって、、、、これはこれはこれはこれは工場工場工場工場とかとかとかとか会社会社会社会社ががががややややるものでするものでするものでするものです。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは自自自自治体治体治体治体でででで処処処処理理理理するものですからするものですからするものですからするものですから、、、、自治体自治体自治体自治体ののののややややつをつをつをつを我我我我々々々々がががが勝勝勝勝手手手手にににに取取取取ってくるということはってくるということはってくるということはってくるということはややややははははりりりり法法法法律律律律上上上上だだだだめなのですめなのですめなのですめなのです。。。。勝勝勝勝手手手手にににに運運運運搬搬搬搬することもすることもすることもすることも同様同様同様同様ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法というというというというのはのはのはのは、、、、ここでここでここでここで言言言言うとうとうとうと田田田田子子子子町町町町だだだだとかとかとかとか、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県でもでもでもでも不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄があるわけですけれどもがあるわけですけれどもがあるわけですけれどもがあるわけですけれども、、、、ききききちちちちんんんんととととややややりますよとりますよとりますよとりますよと言言言言ってってってって持持持持ってきたってきたってきたってきた人人人人がががが、、、、不不不不法法法法ににににややややるというるというるというるという事事事事例例例例があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、法法法法律律律律自体自体自体自体はそはそはそはそういうことをういうことをういうことをういうことを無無無無くすようにくすようにくすようにくすように、、、、どんどんきつくなっていますどんどんきつくなっていますどんどんきつくなっていますどんどんきつくなっています。。。。そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア的的的的にこういうのをきにこういうのをきにこういうのをきにこういうのをきちちちちんとんとんとんとややややりましりましりましりましょょょょうとうとうとうと言言言言ってもってもってもっても、、、、なかなかスタートができないのですなかなかスタートができないのですなかなかスタートができないのですなかなかスタートができないのです。。。。ききききちちちちんとしたんとしたんとしたんとした何何何何かがかがかがかが無無無無いといといといと。。。。ということでということでということでということで、、、、相相相相当当当当ききききちちちちんとんとんとんとややややりましりましりましりましょょょょうということでうということでうということでうということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろにににに説明説明説明説明にににに行行行行ってってってって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことをさせていたなことをさせていたなことをさせていたなことをさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま大大大大館館館館市市市市はははは、、、、ＤＤＤＤＯＯＯＯＷＡＷＡＷＡＷＡグループがあるということでグループがあるということでグループがあるということでグループがあるということで、、、、処処処処分分分分場場場場もありますもありますもありますもあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ききききちちちちんとそんとそんとそんとそういうういうういうういう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを処処処処理理理理するするするする設設設設備備備備もありますもありますもありますもあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、家電家電家電家電ををををリリリリサイクルしているサイクルしているサイクルしているサイクルしている工場工場工場工場もあもあもあもありますりますりますります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、大大大大館館館館市市市市というというというという１１１１つのつのつのつの単単単単位位位位ででででごごごごみみみみ収集収集収集収集をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、言言言言ってしまえってしまえってしまえってしまえばばばば、、、、市市市市のののの方方方方にににに全部全部全部全部納納納納得得得得していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、全部全部全部全部ができるということでができるということでができるということでができるということで、、、、ややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。 今今今今あったようにあったようにあったようにあったように、、、、ごごごごみはみはみはみは２２２２つにつにつにつに分分分分かれているのですかれているのですかれているのですかれているのですねねねね。。。。大大大大きなものはきなものはきなものはきなものは不不不不燃燃燃燃ごごごごみみみみ、、、、小小小小さなさなさなさなものはどこにものはどこにものはどこにものはどこに捨捨捨捨ててよいかわからないということがあるのでててよいかわからないということがあるのでててよいかわからないということがあるのでててよいかわからないということがあるので、、、、ピピピピックアップのックアップのックアップのックアップの方方方方式式式式もももも２２２２つつつつややややりましたりましたりましたりました。。。。まずまずまずまず、、、、不不不不燃燃燃燃ごごごごみですがみですがみですがみですが、、、、自治体自治体自治体自治体のののの収集収集収集収集車車車車でででで集集集集めてきてもらったのをめてきてもらったのをめてきてもらったのをめてきてもらったのを、、、、集集集集まっまっまっまったとこたとこたとこたところろろろでトラックにでトラックにでトラックにでトラックに電電電電化化化化製品製品製品製品だだだだけよけてもらうというけよけてもらうというけよけてもらうというけよけてもらうという方方方方法法法法ででででややややっていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつはポポポポストストストスト収集収集収集収集でででで、、、、後後後後からパネルからパネルからパネルからパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションに出出出出られるられるられるられる伊徳伊徳伊徳伊徳さんにさんにさんにさんに協力協力協力協力いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、店店店店舗舗舗舗ににににポポポポストをストをストをストを置置置置いていていていて、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく「「「「ここにここにここにここに入入入入るものはるものはるものはるものは入入入入れてれてれてれてねねねね」」」」ということでということでということでということで入入入入れていますれていますれていますれています。。。。ということでということでということでということで、、、、当当当当時時時時ややややるるるる時時時時点点点点ではこういうことをではこういうことをではこういうことをではこういうことを言言言言われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。ポポポポストストストストにににに入入入入れたられたられたられたら盗盗盗盗まれるかもしれないまれるかもしれないまれるかもしれないまれるかもしれない、、、、どうなるかわからないとどうなるかわからないとどうなるかわからないとどうなるかわからないと。。。。ということでということでということでということでややややったのですったのですったのですったのですがががが、、、、おおおおおおおおむねむねむねむねこんなこんなこんなこんな感感感感じじじじでででで、、、、大大大大館館館館市市市市でででで３３３３万万万万 5,000部部部部のののの広広広広報報報報をををを刷刷刷刷ってってってって、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに知知知知っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、収集収集収集収集をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。半半半半年年年年間間間間ややややってみたのですがってみたのですがってみたのですがってみたのですが、、、、ままままだだだだあまりあまりあまりあまり大大大大がかりではなくてがかりではなくてがかりではなくてがかりではなくて、、、、最最最最初初初初はははは市市市市のののの関連施設関連施設関連施設関連施設 15箇箇箇箇所所所所、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳さんでさんでさんでさんで６６６６箇箇箇箇所所所所ということでということでということでということで、、、、始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。集集集集めたものはめたものはめたものはめたものは専専専専用用用用車車車車ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル工場工場工場工場にににに運運運運んでんでんでんで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな試験試験試験試験をしまをしまをしまをしましたしたしたした。。。。 試験試験試験試験のののの内容内容内容内容をここにをここにをここにをここに、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、実実実実はははは半半半半年年年年でででで 6,000個個個個くらいあったのですがくらいあったのですがくらいあったのですがくらいあったのですが、、、、全部全部全部全部出出出出してしてしてして、、、、メメメメーーーーカカカカーもーもーもーも調調調調べべべべてててて、、、、年代年代年代年代もももも調調調調べべべべてててて、、、、重重重重さもさもさもさも調調調調べべべべてててて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななデデデデータをとっていータをとっていータをとっていータをとっていますますますます。。。。回収回収回収回収品品品品につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、ややややはりはりはりはり重重重重さでさでさでさで言言言言ったらったらったらったら粗粗粗粗大大大大ごごごごみ・み・み・み・不不不不燃燃燃燃ごごごごみがみがみがみが圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的ですですですですねねねね。。。。そそそそれはれはれはれは携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話１１１１個個個個とととと電子電子電子電子レレレレンジンジンジンジ 10ｋｇｋｇｋｇｋｇのもののもののもののもの１１１１個個個個とととと比比比比べべべべるのはるのはるのはるのは酷酷酷酷なななな話話話話でででで、、、、でかいものはすでかいものはすでかいものはすでかいものはすごごごごくくくく多多多多くなるくなるくなるくなる。。。。そのかわりそのかわりそのかわりそのかわり、、、、個個個個数数数数でででで言言言言ったらったらったらったら、、、、ややややはりはりはりはり小小小小さなさなさなさなボボボボックスにいっックスにいっックスにいっックスにいっぱぱぱぱいいいい入入入入りますりますりますります。。。。こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじでわかりましたでわかりましたでわかりましたでわかりました。。。。全部全部全部全部でででで７７７７ｔｔｔｔ。。。。大大大大したしたしたした量量量量ではないですがではないですがではないですがではないですが、、、、７７７７ｔｔｔｔ集集集集まったというまったというまったというまったということですことですことですことです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、不不不不燃燃燃燃ごごごごみでみでみでみで回収回収回収回収されたものはどういうものされたものはどういうものされたものはどういうものされたものはどういうものだだだだったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、掃掃掃掃除除除除機機機機とかとかとかとか、、、、電子電子電子電子レレレレンジとかンジとかンジとかンジとか、、、、炊炊炊炊飯飯飯飯器器器器とかとかとかとか、、、、ビビビビデオデデオデデオデデオデッッッッキキキキ、、、、CD ププププレレレレーーーーヤヤヤヤーーーー、、、、ラジラジラジラジカセカセカセカセ、、、、ミニミニミニミニココココンンンンポポポポ、、、、ここここんなものんなものんなものんなものだだだだなななな、、、、当当当当然然然然だだだだなというものなというものなというものなというものでしたでしたでしたでした。。。。でもでもでもでも、、、、恐恐恐恐ろろろろしいことにしいことにしいことにしいことに、、、、これのこれのこれのこれの中中中中にににに携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話などのなどのなどのなどの小小小小さいものもさいものもさいものもさいものも入入入入ってしまうのですってしまうのですってしまうのですってしまうのですねねねね。。。。ややややはりはりはりはり扇扇扇扇風風風風機機機機とととと一一一一緒緒緒緒にににに袋袋袋袋にににに包包包包んでんでんでんで携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話をををを
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入入入入れているといったことなどがあるとわかりましてれているといったことなどがあるとわかりましてれているといったことなどがあるとわかりましてれているといったことなどがあるとわかりまして、、、、結結結結構構構構入入入入っているものっているものっているものっているものだだだだなということなということなということなということがわかりましたがわかりましたがわかりましたがわかりました。。。。集集集集めてしまうとめてしまうとめてしまうとめてしまうと、、、、本本本本当当当当ににににごごごごみなのですみなのですみなのですみなのです。。。。見見見見たたたた目目目目ごごごごみというみというみというみという感感感感じじじじでででで、、、、こんこんこんこんなのがなのがなのがなのが資源資源資源資源かなあということになるのですがかなあということになるのですがかなあということになるのですがかなあということになるのですが、、、、本本本本当当当当ににににババババラしたらラしたらラしたらラしたら、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことができなことができなことができなことができますますますます。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、ボボボボックスでックスでックスでックスで回収回収回収回収したものしたものしたものしたもの、、、、これはこれはこれはこれは１１１１ｔｔｔｔくらいしかないのですがくらいしかないのですがくらいしかないのですがくらいしかないのですが、、、、数数数数的的的的にはにはにはには 3,000個個個個くらいあってくらいあってくらいあってくらいあって、、、、20 個個個個ののののボボボボックスからックスからックスからックスから 3,000 個個個個集集集集めめめめていますからていますからていますからていますから、、、、ややややはりはりはりはり結結結結構構構構なななな量量量量なのでなのでなのでなのですすすす。。。。それでそれでそれでそれで、、、、何何何何がががが一一一一番番番番多多多多かったかというとかったかというとかったかというとかったかというと、、、、ＡＣＡＣＡＣＡＣアダプターアダプターアダプターアダプター。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前みたいにこれがみたいにこれがみたいにこれがみたいにこれが多多多多いのですいのですいのですいのです。。。。このこのこのこの前前前前もももも、、、、大大大大手家電手家電手家電手家電メメメメーーーーカカカカーさんーさんーさんーさん２２２２社社社社のののの会議会議会議会議でででで、、、、ややややはりこのはりこのはりこのはりこのリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの会議会議会議会議をしていましてをしていましてをしていましてをしていまして、、、、これはこれはこれはこれはややややめてくれとめてくれとめてくれとめてくれと。。。。こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況だだだだからからからから、、、、全部全部全部全部共通共通共通共通にしにしにしにしろろろろとととと。。。。何何何何回回回回もももも同同同同じじじじものをものをものをものを買買買買うのはうのはうのはうのはばばばばからしいということでからしいということでからしいということでからしいということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ言言言言っておきましたがっておきましたがっておきましたがっておきましたが、、、、さすがにそさすがにそさすがにそさすがにそういうういうういうういう方方方方向向向向にもにもにもにも走走走走りつつあるみたいですりつつあるみたいですりつつあるみたいですりつつあるみたいです。。。。多多多多分分分分皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの家家家家にににに携携携携帯帯帯帯ののののＡＣＡＣＡＣＡＣアダプターってアダプターってアダプターってアダプターって３３３３つかつかつかつか４４４４つくらいあるとつくらいあるとつくらいあるとつくらいあると思思思思いますいますいますいます。。。。あとあとあとあとオオオオーーーーディオディオディオディオ機器機器機器機器のののの黄色黄色黄色黄色とととと赤赤赤赤とととと白白白白のののの線線線線とかとかとかとか、、、、いくらいくらいくらいくらででででもあるともあるともあるともあると思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに多多多多かったのがかったのがかったのがかったのが携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話ですですですです。。。。結結結結構構構構ありましたありましたありましたありました。。。。ややややはりはりはりはり
300個個個個くらいがくらいがくらいがくらいが集集集集まってまってまってまって出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを今今今今１１１１つつつつ１１１１つつつつややややっているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。 実実実実はこれはこれはこれはこれ、、、、どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい集集集集まったかというとまったかというとまったかというとまったかというと、、、、さっきさっきさっきさっき 19.4ｋｇｋｇｋｇｋｇとととと言言言言いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、それにそれにそれにそれに比比比比較較較較してどうしてどうしてどうしてどうだだだだったかというとったかというとったかというとったかというと、、、、大大大大したことはありませんしたことはありませんしたことはありませんしたことはありません。。。。これでこれでこれでこれで集集集集めたものがめたものがめたものがめたものが、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとうにににに日日日日本本本本平均平均平均平均からしたらからしたらからしたらからしたら 2.8ｋｇｋｇｋｇｋｇ。。。。これにはこれにはこれにはこれには業業業業者者者者のものがのものがのものがのものが入入入入っていないといったことなどっていないといったことなどっていないといったことなどっていないといったことなど、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、少少少少しいしいしいしいろろろろいいいいろろろろなことでなことでなことでなことで比比比比べべべべてみましたてみましたてみましたてみました。。。。 まずまずまずまず１１１１番番番番はははは、、、、非常非常非常非常ににににぶぶぶぶれがれがれがれが少少少少ないないないない台台台台所所所所用用用用品品品品。。。。電子電子電子電子レレレレンジとかンジとかンジとかンジとか、、、、電気電気電気電気ポポポポットとかットとかットとかットとかホホホホットプットプットプットプレレレレートートートート、、、、もうもうもうもう別別別別にににに進進進進歩歩歩歩はないですよはないですよはないですよはないですよねねねね、、、、形形形形がががが変変変変わるくらいでわるくらいでわるくらいでわるくらいで、、、、機機機機能能能能にににに進進進進歩歩歩歩がないものですがないものですがないものですがないものですねねねね。。。。こういうものでこういうものでこういうものでこういうもので見見見見るとるとるとると、、、、これがこれがこれがこれが一一一一番番番番平均平均平均平均的的的的かなとかなとかなとかなと思思思思ってみるとってみるとってみるとってみるとややややはりそれでもいいとはりそれでもいいとはりそれでもいいとはりそれでもいいとこここころろろろ５５５５％％％％とかとかとかとか 10％％％％しかましかましかましかまだだだだ集集集集まっていませんまっていませんまっていませんまっていません。。。。ポポポポストがまストがまストがまストがまだだだだ少少少少ないといったことなどないといったことなどないといったことなどないといったことなど、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はまはまはまはまだだだだ量量量量的的的的にはにはにはには問問問問題題題題だだだだったなというとこったなというとこったなというとこったなというところろろろがががが１１１１つつつつ残残残残ってってってっていますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう１１１１つつつつ大大大大きなことがわかりましてきなことがわかりましてきなことがわかりましてきなことがわかりまして、、、、これもこれもこれもこれもメメメメーーーーカカカカーさんもびっくりしていーさんもびっくりしていーさんもびっくりしていーさんもびっくりしていたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、多多多多くくくく収集収集収集収集されたものされたものされたものされたもの。。。。このこのこのこの後後後後ろろろろでででで二百二百二百二百何何何何％％％％というのはというのはというのはというのは、、、、さっきさっきさっきさっき全全全全国国国国平均平均平均平均にににに対対対対してしてしてして 10％％％％くらいしかくらいしかくらいしかくらいしか回収回収回収回収できていないのにできていないのにできていないのにできていないのに、、、、全全全全国国国国平均平均平均平均にににに対対対対してしてしてして単単単単純純純純計計計計算算算算するとするとするとすると二百二百二百二百何何何何％％％％にににになるものはなるものはなるものはなるものは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、絶絶絶絶滅滅滅滅危危危危惧惧惧惧商商商商品品品品ですですですです。。。。もうもうもうもう皆皆皆皆さんさんさんさん使使使使っていないっていないっていないっていない、、、、ＭＭＭＭＤＤＤＤププププレレレレーーーーヤヤヤヤーーーー、、、、ＢＢＢＢＳＳＳＳチュチュチュチューナーーナーーナーーナー、、、、それからそれからそれからそれからＶＶＶＶＴＴＴＴＲＲＲＲもももも今変今変今変今変わってきていますわってきていますわってきていますわってきていますねねねね。。。。扇扇扇扇風風風風機機機機はわからないのですはわからないのですはわからないのですはわからないのですがががが、、、、ＣＤＣＤＣＤＣＤププププレレレレーーーーヤヤヤヤーとかーとかーとかーとか、、、、大大大大きなきなきなきなココココンンンンポポポポとかとかとかとか、、、、もうすもうすもうすもうすべべべべてこんなてこんなてこんなてこんな小小小小さいさいさいさいｉｉｉｉＰＰＰＰｏｄｏｄｏｄｏｄなどにななどにななどにななどになってしまっているのでってしまっているのでってしまっているのでってしまっているので、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆さんがものすさんがものすさんがものすさんがものすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで捨捨捨捨てていますてていますてていますてています。。。。ということはということはということはということは、、、、もももものすのすのすのすごごごごいいいい勢勢勢勢いでいでいでいで資源資源資源資源がががが回収回収回収回収不不不不能能能能なななな形形形形になっているということですになっているということですになっているということですになっているということです。。。。これはこれはこれはこれは注注注注意意意意しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならないということでということでということでということで、、、、これをこれをこれをこれを出出出出したらしたらしたらしたらメメメメーーーーカカカカーのーのーのーの人人人人がががが「「「「私私私私たたたたちちちちがつくったがつくったがつくったがつくったＭＭＭＭＤＤＤＤププププレレレレーーーーヤヤヤヤーですーですーですーです」」」」ということでということでということでということで謝謝謝謝っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、ＭＭＭＭＤＤＤＤププププレレレレーーーーヤヤヤヤーはーはーはーは携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話とととと同同同同じじじじくらいのすくらいのすくらいのすくらいのすごごごごいいいい金金金金属属属属含含含含量量量量がありますがありますがありますがあります。。。。すすすすごごごごくもったいないですくもったいないですくもったいないですくもったいないですねねねね。。。。これがこれがこれがこれが大大大大館館館館だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、多多多多分分分分全全全全国国国国でこういうでこういうでこういうでこういう状態状態状態状態になっているというのがになっているというのがになっているというのがになっているというのが怖怖怖怖いとこいとこいとこいところろろろでででで、、、、これはこれはこれはこれは多多多多分分分分中中中中国国国国にもにもにもにも行行行行っていまっていまっていまっていませんせんせんせん。。。。誰誰誰誰もももも回収回収回収回収していないししていないししていないししていないし。。。。携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話はあるはあるはあるはある程程程程度度度度回収回収回収回収していますがしていますがしていますがしていますが、、、、こんなものはこんなものはこんなものはこんなものは誰誰誰誰もももも回収回収回収回収していないししていないししていないししていないし、、、、誰誰誰誰もももも分分分分解解解解してしてしてして中中中中国国国国にあにあにあにあげげげげようなんていうことはようなんていうことはようなんていうことはようなんていうことは考考考考えていないのでえていないのでえていないのでえていないので、、、、非非非非常常常常にもったいないものにもったいないものにもったいないものにもったいないものだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。こういこういこういこういうのはうのはうのはうのは集集集集めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないなということでならないなということでならないなということでならないなということですすすす。。。。 このようにこのようにこのようにこのように、、、、少少少少しししし調調調調べべべべたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことがわかりましたなことがわかりましたなことがわかりましたなことがわかりました。。。。後後後後でででで見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。
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実実実実はははは話話話話をするとをするとをするとをすると楽楽楽楽しいことがいしいことがいしいことがいしいことがいろろろろいいいいろろろろあるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、、、、電電電電話話話話機機機機、、、、これはこれはこれはこれは普普普普通通通通のののの電電電電話話話話機機機機ですですですです。。。。ばばばばららららばばばばらとらとらとらと出出出出ていますていますていますています。。。。携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話。。。。これこれこれこれ、、、、大体大体大体大体皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの平均平均平均平均だだだだとととと２２２２・・・・３３３３年年年年にににに１１１１台台台台ってってってって書書書書いているらしいのですがいているらしいのですがいているらしいのですがいているらしいのですが、、、、ややややはりはりはりはり出出出出てくるのはてくるのはてくるのはてくるのは４４４４年年年年前前前前とかとかとかとか５５５５年年年年前前前前がががが多多多多いいいい。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんはややややはりはりはりはり引引引引きききき出出出出しにしにしにしに２２２２年年年年くらいしまっているからこういうくらいしまっているからこういうくらいしまっているからこういうくらいしまっているからこういう出出出出方方方方をしているのをしているのをしているのをしているのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ププププリリリリンタンタンタンタ、、、、少少少少しししし先先先先ほほほほどどどど控控控控ええええ室室室室でプでプでプでプリリリリンタのンタのンタのンタの話話話話があったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、ややややはりはりはりはり基本的基本的基本的基本的ににににはははは壊壊壊壊れれれれややややすいですすいですすいですすいです。。。。非常非常非常非常にににに寿命寿命寿命寿命がががが短短短短いというのがおわかりになるといというのがおわかりになるといというのがおわかりになるといというのがおわかりになると思思思思いますいますいますいます。。。。ラジラジラジラジカセカセカセカセ、、、、ＶＶＶＶＴＴＴＴＲ、Ｒ、Ｒ、Ｒ、炊炊炊炊飯飯飯飯器器器器、、、、意外意外意外意外とととと壊壊壊壊れれれれややややすいですすいですすいですすいですねねねね。。。。ううううちちちちのののの妻妻妻妻もよくもよくもよくもよく壊壊壊壊れるとれるとれるとれると言言言言っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、壊壊壊壊れれれれややややすいすいすいすい。。。。掃掃掃掃除除除除機機機機、、、、意外意外意外意外とととと壊壊壊壊れにくいですれにくいですれにくいですれにくいですねねねね。。。。それでなかなかそれでなかなかそれでなかなかそれでなかなか出出出出てこないてこないてこないてこない。。。。これはこれはこれはこれは多多多多分分分分、、、、１１１１個個個個新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを買買買買ったけどったけどったけどったけど、、、、古古古古いいいい方方方方はははは２２２２階階階階でででで使使使使おうなどというおうなどというおうなどというおうなどというふふふふうにしてうにしてうにしてうにして使使使使っていてっていてっていてっていて、、、、ストックがあるということでストックがあるということでストックがあるということでストックがあるということで、、、、非常非常非常非常にににに長長長長いいいい年月年月年月年月のものがのものがのものがのものが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。電子電子電子電子レレレレンジンジンジンジ、、、、ゲゲゲゲームームームーム機機機機、、、、これはおわかりになるこれはおわかりになるこれはおわかりになるこれはおわかりになる人人人人はわかるのですがはわかるのですがはわかるのですがはわかるのですが、、、、ＰＰＰＰＳＳＳＳ１１１１ががががＰＰＰＰＳＳＳＳ２２２２にににに、、、、ＰＰＰＰＳＳＳＳ２２２２ががががＰＰＰＰＳＳＳＳ３３３３にとにとにとにといういういういう周周周周期期期期でででで、、、、ドドドドカカカカンンンン、、、、ドカドカドカドカンンンン、、、、ドカドカドカドカンとンとンとンと出出出出てくるということですてくるということですてくるということですてくるということです。。。。こういうこういうこういうこういう非常非常非常非常にににに面面面面白白白白いいいいことがことがことがことが今今今今のののの廃棄廃棄廃棄廃棄までのまでのまでのまでの年年年年数数数数でわかりましたでわかりましたでわかりましたでわかりました。。。。このようなことがわかったのでこのようなことがわかったのでこのようなことがわかったのでこのようなことがわかったので、、、、ままままだだだだ少少少少ししししデデデデータがータがータがータが全部全部全部全部とりきれていないのでとりきれていないのでとりきれていないのでとりきれていないので、、、、どんどんどんどんどんどんどんどんデデデデータをとらなけれータをとらなけれータをとらなけれータをとらなければばばばならないのですがならないのですがならないのですがならないのですが、、、、意意意意外外外外ととととメメメメーーーーカカカカーでーでーでーで言言言言われているものよりもわれているものよりもわれているものよりもわれているものよりも、、、、本本本本当当当当にににに出出出出てくるものはすてくるものはすてくるものはすてくるものはすごごごごくくくく時時時時間間間間がかかっていがかかっていがかかっていがかかっているなということるなということるなということるなということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうにポポポポストストストスト回収回収回収回収でででで集集集集めたものはめたものはめたものはめたものは、、、、磁磁磁磁気気気気ヘヘヘヘッッッッドやドやドやドや基盤基盤基盤基盤などになどになどになどに分分分分解解解解されていされていされていされていろろろろいいいいろやろやろやろやるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。今今今今分分分分解解解解試験試験試験試験もいもいもいもいろろろろいいいいろやろやろやろやっていてっていてっていてっていて、、、、どうどうどうどう分分分分解解解解したらいいかというのをしたらいいかというのをしたらいいかというのをしたらいいかというのをややややっていますっていますっていますっています。。。。こんなこんなこんなこんなのをのをのをのを見見見見てみるとおわかりになるんですがてみるとおわかりになるんですがてみるとおわかりになるんですがてみるとおわかりになるんですが、、、、懐懐懐懐かしのかしのかしのかしのソソソソニーニーニーニーＰＰＰＰＳＳＳＳ１１１１ののののゲゲゲゲームームームーム機機機機ですがですがですがですが、、、、中身中身中身中身はもうはもうはもうはもうほほほほとんどパとんどパとんどパとんどパソソソソココココンとンとンとンと一一一一緒緒緒緒ですですですですねねねね。。。。間違間違間違間違いなくパいなくパいなくパいなくパソソソソココココンのンのンのンの基基基基板板板板でででですすすす。。。。だだだだからからからから非常非常非常非常にににに品品品品位位位位的的的的にはにはにはには高高高高いいいい。。。。あとあとあとあと、、、、古古古古いいいい機器機器機器機器でこんなものもでこんなものもでこんなものもでこんなものもばばばばららららばばばばらららら出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。これはこれはこれはこれは本本本本当当当当ににににごごごごみみみみだだだだなとなとなとなと思思思思うくらいのものなのですがうくらいのものなのですがうくらいのものなのですがうくらいのものなのですが、、、、そういうことですそういうことですそういうことですそういうことです。。。。 こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな、、、、先先先先ほほほほどどどど示示示示したようなしたようなしたようなしたような部部部部品品品品、、、、小小小小さくさくさくさく使使使使っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、小小小小さいさいさいさいややややつをつをつをつをききききちちちちんとんとんとんと１１１１個個個個とってみるととってみるととってみるととってみると、、、、タンタルタンタルタンタルタンタルココココンンンンデデデデンサーをンサーをンサーをンサーを１１１１個個個個とってとってとってとって分分分分析析析析するとするとするとすると、、、、当当当当然然然然タンタタンタタンタタンタルはこんなにルはこんなにルはこんなにルはこんなに高高高高いですいですいですいです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、セセセセラミックラミックラミックラミックココココンンンンデデデデンサーでもンサーでもンサーでもンサーでもチチチチタンサンタンサンタンサンタンサンバリウバリウバリウバリウムですムですムですムですからからからから、、、、バリウバリウバリウバリウムがムがムがムが 60％％％％以以以以上上上上、、、、チチチチタンがタンがタンがタンが 30％％％％、、、、こういうものですこういうものですこういうものですこういうものです。。。。だだだだからからからから、、、、これからこれからこれからこれから技術開技術開技術開技術開発発発発なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、これをどうこれをどうこれをどうこれをどうややややってってってって分分分分別別別別してとっていこうかということをしてとっていこうかということをしてとっていこうかということをしてとっていこうかということをややややれれれればばばば、、、、とれるもとれるもとれるもとれるものなのですのなのですのなのですのなのですねねねね。。。。十十十十分資源分資源分資源分資源ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの値値値値をををを見見見見てしまっててしまっててしまっててしまって、、、、これがこれがこれがこれが１１１１ｔｔｔｔあるとあるとあるとあると言言言言ったらったらったらったら、、、、だだだだれでもれでもれでもれでも買買買買いにいきますということなのですいにいきますということなのですいにいきますということなのですいにいきますということなのです。。。。たたたただだだだ、、、、１１１１個個個個だだだだとととと誰誰誰誰もももも買買買買いにこないいにこないいにこないいにこない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、収集収集収集収集がすがすがすがすごごごごくくくく大大大大変変変変だだだだとととと。。。。リリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは収集収集収集収集がががが一一一一番番番番ということですということですということですということです。。。。 少少少少しししし時時時時間間間間がががが押押押押しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、技術技術技術技術のののの話話話話にににに若干若干若干若干触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだきたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、今今今今後後後後何何何何をしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないかならないかならないかならないかというとというとというとというと、、、、よくよくよくよく新新新新聞聞聞聞などでもいなどでもいなどでもいなどでもいろろろろいいいいろろろろ書書書書きますよきますよきますよきますよねねねね。。。。小坂小坂小坂小坂製製製製錬錬錬錬所所所所があるからがあるからがあるからがあるからリリリリサイクルはできるんサイクルはできるんサイクルはできるんサイクルはできるんだだだだとととと。。。。確確確確かにあるかにあるかにあるかにある程程程程度度度度はできますはできますはできますはできます。。。。間違間違間違間違いないですいないですいないですいないです。。。。たたたただだだだしししし、、、、銅製銅製銅製銅製錬錬錬錬所所所所はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには銅銅銅銅をつくるをつくるをつくるをつくる製製製製錬錬錬錬所所所所ですからですからですからですから、、、、ほほほほかのものはすかのものはすかのものはすかのものはすべべべべてとれるてとれるてとれるてとれるとはとはとはとは限限限限らないらないらないらない。。。。今今今今度度度度新新新新しいしいしいしい炉炉炉炉をつくったのでをつくったのでをつくったのでをつくったので少少少少しはよくなるのですがしはよくなるのですがしはよくなるのですがしはよくなるのですが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには銅銅銅銅をつをつをつをつくるためにはくるためにはくるためにはくるためには、、、、銅銅銅銅のののの鉱鉱鉱鉱石石石石をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん酸酸酸酸化化化化してあしてあしてあしてあげげげげてててて、、、、酸酸酸酸素素素素をををを与与与与えてえてえてえてややややってってってって、、、、ほほほほかのものをかのものをかのものをかのものを不不不不純純純純物物物物としてスラグのとしてスラグのとしてスラグのとしてスラグの中中中中にににに逃逃逃逃がしてがしてがしてがしてややややるということなのでするということなのでするということなのでするということなのです。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったったレレレレアアースなアアースなアアースなアアースなどというのはどというのはどというのはどというのは、、、、スラグのスラグのスラグのスラグの中中中中にににに逃逃逃逃げげげげてしまうのですてしまうのですてしまうのですてしまうのです。。。。銅銅銅銅のののの中中中中にににに残残残残るのはるのはるのはるのは、、、、銅銅銅銅よりもよりもよりもよりも酸酸酸酸素素素素とととと結結結結びつきにくかったびつきにくかったびつきにくかったびつきにくかった金金金金属属属属、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる銀銀銀銀とかとかとかとか金金金金とかとかとかとか貴金貴金貴金貴金属属属属とととと呼呼呼呼ばばばばれるものれるものれるものれるものだだだだけがけがけがけが残残残残りますりますりますります。。。。だだだだからからからから、、、、銅製銅製銅製銅製錬錬錬錬ではではではでは金金金金・・・・銀銀銀銀・・・・銅銅銅銅、、、、貴金貴金貴金貴金属属属属とととと銅銅銅銅をとるのはすをとるのはすをとるのはすをとるのはすごごごごくくくくややややりりりりややややすいのですがすいのですがすいのですがすいのですが、、、、そのそのそのその他他他他のののの金金金金属属属属というのはいというのはいというのはいというのはいろろろろいいいいろろろろなフローをなフローをなフローをなフローを考考考考えないとえないとえないとえないとだだだだめなのですめなのですめなのですめなのです。。。。 



 57

レレレレアアアアメメメメタルにタルにタルにタルに関関関関してしてしてして考考考考えるとえるとえるとえると、、、、今今今今ＳＤＡＳＤＡＳＤＡＳＤＡってってってって、、、、小小小小型型型型電子機器電子機器電子機器電子機器からからからからややややりますりますりますります。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ケケケケースはプラスースはプラスースはプラスースはプラスチチチチックですックですックですックです。。。。右右右右のののの図図図図をををを見見見見てくてくてくてくだだだださいさいさいさい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、電子電子電子電子基基基基板板板板、、、、これこれこれこれはははは銅銅銅銅とかなのでとかなのでとかなのでとかなので、、、、銅銅銅銅・・・・鉛鉛鉛鉛のののの製製製製錬錬錬錬所所所所にににに行行行行ってくってくってくってくだだだださいとさいとさいとさいと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、各各各各種種種種のののの部部部部品品品品、、、、あとはアあとはアあとはアあとはアルミルミルミルミやややや鉄鉄鉄鉄がありますからがありますからがありますからがありますから、、、、これこれこれこれはきはきはきはきちちちちんとんとんとんと分分分分別別別別してしてしてして処処処処理理理理しますしますしますします。。。。たたたただだだだ、、、、液晶液晶液晶液晶にはインジにはインジにはインジにはインジウウウウムがムがムがムが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。さっきのさっきのさっきのさっきの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話でででで言言言言ったらったらったらったら、、、、ブルブルのブルブルのブルブルのブルブルのモモモモーターはーターはーターはーターはレレレレアアアアメメメメタルのネタルのネタルのネタルのネオオオオジ・ジ・ジ・ジ・鉄鉄鉄鉄・・・・ボボボボロンロンロンロン磁磁磁磁石石石石というのをというのをというのをというのを使使使使っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、ディディディディスプロジスプロジスプロジスプロジウウウウムというものもムというものもムというものもムというものも入入入入ってってってっていますいますいますいます、、、、タンタルのタンタルのタンタルのタンタルのココココンンンンデデデデンサーもンサーもンサーもンサーも入入入入っていますっていますっていますっています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどからどからどからどから紹介紹介紹介紹介しているようしているようしているようしているようにににに、、、、ほほほほかにかにかにかに今今今今ややややるとこるとこるとこるところろろろがないのですがないのですがないのですがないのです。。。。これをこれをこれをこれを集集集集めてきてもまめてきてもまめてきてもまめてきてもまだやだやだやだやるとこるとこるとこるところろろろがないがないがないがない。。。。集集集集ままままるということもるということもるということもるということも１１１１つつつつ問問問問題題題題ですがですがですがですが、、、、集集集集めてきてもめてきてもめてきてもめてきてもややややるとこるとこるとこるところろろろがないがないがないがない。。。。だだだだからからからから、、、、このシステムこのシステムこのシステムこのシステムもももも何何何何とかつくとかつくとかつくとかつくろろろろうではないかということでうではないかということでうではないかということでうではないかということで、、、、今後今後今後今後考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばならならならならないないないない。。。。 システムとしてはシステムとしてはシステムとしてはシステムとしては、、、、多多多多分分分分物理物理物理物理的的的的にににに選選選選別別別別してしてしてして、、、、あのあのあのあの部部部部品品品品のののの状態状態状態状態のうのうのうのうちちちちにににに先先先先にににに、、、、銅製銅製銅製銅製錬錬錬錬所所所所にににに入入入入れるれるれるれる前前前前にににに、、、、取取取取っておかなけれっておかなけれっておかなけれっておかなければばばばならないならないならないならない。。。。そのそのそのその残残残残りはりはりはりは銅製銅製銅製銅製錬錬錬錬所所所所にににに今今今今までどおりまでどおりまでどおりまでどおり行行行行ってってってって、、、、とれるものはとれるものはとれるものはとれるものは今今今今までとまでとまでとまでと全全全全くくくく同同同同じじじじですですですです。。。。金金金金・・・・銀銀銀銀・・・・銅銅銅銅はきはきはきはきちちちちんととれますんととれますんととれますんととれます。。。。今今今今までとまでとまでとまでと同同同同じじじじものものものものがとれるがとれるがとれるがとれる。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、レレレレアアアアメメメメタルがタルがタルがタルが除除除除けられるということですけられるということですけられるということですけられるということです。。。。今日今日今日今日はあまりはあまりはあまりはあまり詳詳詳詳しくしくしくしく説説説説明明明明しませんがしませんがしませんがしませんが、、、、除除除除けるということがすけるということがすけるということがすけるということがすごごごごくくくく重要重要重要重要なことでなことでなことでなことで、、、、一一一一定定定定品品品品位位位位のものがのものがのものがのものが一一一一定量定量定量定量なけれなけれなけれなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ブルブルブルブルブルブルブルブルモモモモーターーターーターーター、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のののの振振振振動動動動モモモモーターーターーターーター、、、、ああああれれれれ１１１１個個個個にににに１１１１個個個個しかしかしかしか入入入入っていなっていなっていなっていないわけですいわけですいわけですいわけです。。。。あれのネあれのネあれのネあれのネオオオオジジジジ磁磁磁磁石石石石をとをとをとをとろろろろうとしたらうとしたらうとしたらうとしたら、、、、１１１１万万万万個個個個集集集集めるにはめるにはめるにはめるには１１１１万万万万個個個個のののの携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話からとらなけれからとらなけれからとらなけれからとらなければばばばならないならないならないならない。。。。それでもそれでもそれでもそれでも大大大大したしたしたした量量量量ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。例例例例ええええばばばば、、、、１１１１個個個個だだだだったらったらったらったら、、、、だだだだれもプラントをつくってそれをれもプラントをつくってそれをれもプラントをつくってそれをれもプラントをつくってそれを回収回収回収回収しようなんてしませんからしようなんてしませんからしようなんてしませんからしようなんてしませんから、、、、ややややはりはりはりはり少少少少しためなけれしためなけれしためなけれしためなければばばばならないですならないですならないですならないですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、こういうこういうこういうこういう小小小小さなものはためるというさなものはためるというさなものはためるというさなものはためるという行行行行為為為為がすがすがすがすごごごごくくくく重要重要重要重要なことなのですなことなのですなことなのですなことなのです。。。。 先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話でもあったのですがでもあったのですがでもあったのですがでもあったのですが、、、、ためるというためるというためるというためるという行行行行為為為為はどういうことかというとはどういうことかというとはどういうことかというとはどういうことかというと、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法上上上上ではではではでは、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄でででで田田田田子子子子町町町町をつくるというのとをつくるというのとをつくるというのとをつくるというのと同同同同じじじじレレレレベベベベルであるとみなされてしまうのでルであるとみなされてしまうのでルであるとみなされてしまうのでルであるとみなされてしまうのですすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをややややってってってって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな説明説明説明説明をしてをしてをしてをして、、、、ききききちちちちんとんとんとんとレレレレギギギギュレュレュレュレーションをつくってーションをつくってーションをつくってーションをつくってややややっていかないとなかなかっていかないとなかなかっていかないとなかなかっていかないとなかなか大大大大変変変変だだだだということをということをということをということを我我我我々々々々はははは感感感感じじじじていていていていますますますます。。。。 結結結結果果果果とととと問問問問題題題題点点点点、、、、これはこれはこれはこれは書書書書いてあるのでいてあるのでいてあるのでいてあるので読読読読んでくんでくんでくんでくだだだださいさいさいさい。。。。トラブルもなくトラブルもなくトラブルもなくトラブルもなく、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの御御御御協協協協力力力力をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろうまくできているとうまくできているとうまくできているとうまくできていると思思思思いますいますいますいます。。。。実実実実はははは、、、、今今今今年年年年もももも続続続続けてけてけてけてややややることることることることでででで、、、、去去去去年年年年のうのうのうのうちちちちにもうにもうにもうにもう既既既既にににに家電家電家電家電量量量量販販販販店店店店数数数数社社社社にもにもにもにも置置置置かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいたしいたしいたしいたし、、、、大大大大きなきなきなきな工場工場工場工場、Ｎ、Ｎ、Ｎ、Ｎ社社社社さんなどがあるのですがさんなどがあるのですがさんなどがあるのですがさんなどがあるのですが、、、、少少少少ししししＣＳＣＳＣＳＣＳＲＲＲＲでででで集集集集めてみたいということがあってめてみたいということがあってめてみたいということがあってめてみたいということがあって、、、、これもこれもこれもこれも１１１１個個個個置置置置かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりリリリリサイクルすることサイクルすることサイクルすることサイクルすること、、、、こういうことをきこういうことをきこういうことをきこういうことをきちちちちんとわかっんとわかっんとわかっんとわかっていくことというのはていくことというのはていくことというのはていくことというのは、、、、ほほほほかのかのかのかのリリリリサイクルにもつながるサイクルにもつながるサイクルにもつながるサイクルにもつながる教育教育教育教育ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその中中中中のののの一環一環一環一環としとしとしとしてててて、、、、これをきこれをきこれをきこれをきちちちちんとんとんとんとややややれれれればばばば、、、、ほほほほかのもかのもかのもかのも少少少少しはきしはきしはきしはきちちちちんとんとんとんとややややれていくのれていくのれていくのれていくのだだだだということでということでということでということで、、、、こうこうこうこういういういういう輪輪輪輪をををを広広広広げげげげてきましたてきましたてきましたてきました。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、今今今今度度度度はははは、、、、わからないことがいくつかあるのですわからないことがいくつかあるのですわからないことがいくつかあるのですわからないことがいくつかあるのです。。。。何何何何がわからないかというとがわからないかというとがわからないかというとがわからないかというと、、、、実実実実はははは、、、、東京東京東京東京とととと比比比比べべべべるとるとるとると、、、、東京東京東京東京ののののデデデデータというのはあまりータというのはあまりータというのはあまりータというのはあまり無無無無いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、どうどうどうどう見見見見てもてもてもても、、、、ここここここここのののの、、、、今今今今度度度度集集集集めためためためたデデデデータにータにータにータにＭＭＭＭＰＰＰＰ３３３３とかとかとかとか、、、、カセカセカセカセットットットットレコレコレコレコーダーーダーーダーーダー、、、、ウウウウォークォークォークォークママママンンンン、、、、ああいうものああいうものああいうものああいうものがががが意外意外意外意外とととと無無無無いのですいのですいのですいのです。。。。何何何何でででで無無無無いかというといかというといかというといかというと、、、、大大大大館館館館のののの人人人人はははは皆皆皆皆さんさんさんさん自自自自動動動動車車車車でででで通通通通勤勤勤勤してしまうかしてしまうかしてしまうかしてしまうからららら無無無無いいいい。。。。我我我我々々々々はははは電電電電車通車通車通車通勤勤勤勤するのでするのでするのでするので、、、、皆皆皆皆こうこうこうこうややややってってってって聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、あまりあまりあまりあまり無無無無いのかなといいのかなといいのかなといいのかなということうことうことうこと。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ややややたらたらたらたら大大大大きなきなきなきな機器機器機器機器、、、、昔昔昔昔のステのステのステのステレオレオレオレオとかとかとかとかカカカカララララオオオオケケケケセセセセットとかがットとかがットとかがットとかが出出出出てくるてくるてくるてくるのですのですのですのです。。。。ややややはりかなりはりかなりはりかなりはりかなり地域地域地域地域差差差差があるということがわかりましたがあるということがわかりましたがあるということがわかりましたがあるということがわかりました。。。。そのそのそのその地域地域地域地域差差差差をををを今後今後今後今後ききききちちちちんんんん
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としていかないととしていかないととしていかないととしていかないと、、、、ききききちちちちんとしたいんとしたいんとしたいんとしたいろろろろいいいいろろろろなななな制制制制度設度設度設度設計計計計ができないのでができないのでができないのでができないので、、、、それがわかるようそれがわかるようそれがわかるようそれがわかるようになるというのをになるというのをになるというのをになるというのを１１１１目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、できれできれできれできればばばば全全全全県県県県にににに広広広広げげげげさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいということできたいということできたいということできたいということで、、、、県県県県とおとおとおとお話話話話ししてししてししてしして、、、、経産経産経産経産省省省省からもおからもおからもおからもお金金金金をもらえることになりましてをもらえることになりましてをもらえることになりましてをもらえることになりまして、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず北北北北秋田秋田秋田秋田からからからから始始始始めようとめようとめようとめようということでいうことでいうことでいうことで、、、、10 月月月月頃頃頃頃からまたからまたからまたからまた秋田秋田秋田秋田、、、、最最最最初初初初はははは伊徳伊徳伊徳伊徳さんのとこさんのとこさんのとこさんのところろろろをををを利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだきながらということできながらということできながらということできながらということで今計画今計画今計画今計画しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、皆皆皆皆さんよさんよさんよさんよろろろろしくしくしくしく御御御御協力協力協力協力していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 実実実実はははは、、、、これをこれをこれをこれをややややっているとっているとっているとっていると、、、、新新新新聞聞聞聞をををを見見見見たたたたボボボボランテランテランテランティィィィアからたくさんアからたくさんアからたくさんアからたくさん電電電電話話話話がかかってきまがかかってきまがかかってきまがかかってきますすすす。。。。例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの前前前前かかってきたすかかってきたすかかってきたすかかってきたすごごごごくくくく大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、関関関関西西西西大学学大学学大学学大学学生生生生連合連合連合連合というとこというとこというとこというところろろろからからからからでしてでしてでしてでして、、、、何何何何ををををややややっているかというとっているかというとっているかというとっているかというと、、、、卒卒卒卒業業業業するときにするときにするときにするときに、、、、卒卒卒卒業業業業生生生生がががが在在在在校校校校生生生生にににに渡渡渡渡していくしていくしていくしていく。。。。そそそそういうういうういうういう市市市市をかなりでかでかとをかなりでかでかとをかなりでかでかとをかなりでかでかと開開開開いているといているといているといていると。。。。そのときにこういうのをそのときにこういうのをそのときにこういうのをそのときにこういうのを集集集集めてめてめてめて送送送送りますのでりますのでりますのでりますのでとととと。。。。送送送送りますというのはりますというのはりますというのはりますというのは、、、、たたたただだだだでででで送送送送りますのでりますのでりますのでりますので、、、、是是是是非非非非ききききちちちちんとんとんとんと処処処処理理理理してくしてくしてくしてくだだだださいとさいとさいとさいと。。。。感感感感動動動動しましたといってしましたといってしましたといってしましたといってメメメメールがールがールがールが来来来来たのですがたのですがたのですがたのですが、、、、今今今今のままではのままではのままではのままでは、、、、廃廃廃廃掃掃掃掃法法法法違違違違反反反反になるのでになるのでになるのでになるので、、、、どうすどうすどうすどうするかるかるかるか今今今今すすすすごごごごくくくく悩悩悩悩んでいるのですがんでいるのですがんでいるのですがんでいるのですが、、、、何何何何かうまいかうまいかうまいかうまいややややりりりり方方方方はないかとかはないかとかはないかとかはないかとか、、、、有有有有価価価価でででで買買買買ええええばばばばよいのよいのよいのよいのでででで、、、、僕僕僕僕らがらがらがらが１１１１円円円円でででで買買買買ええええばばばばよいというよいというよいというよいという手手手手もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが、、、、そんなそんなそんなそんな、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくのボボボボランテランテランテランティィィィアアアア精精精精神神神神をををを何何何何かわけのわからないかわけのわからないかわけのわからないかわけのわからない経済経済経済経済原則原則原則原則でかわすなんていうことでかわすなんていうことでかわすなんていうことでかわすなんていうことだだだだけはあまりけはあまりけはあまりけはあまりややややりたくないりたくないりたくないりたくないのでのでのでので、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを少少少少しししし考考考考えていますえていますえていますえています。。。。こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややってってってって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことをややややろろろろうとうとうとうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、最最最最後後後後にににに言言言言いたいのですがいたいのですがいたいのですがいたいのですが、、、、今今今今非常非常非常非常にうまくできているということでにうまくできているということでにうまくできているということでにうまくできているということで、、、、実際実際実際実際にににに霞霞霞霞ヶヶヶヶ関関関関もものすもものすもものすもものすごごごごくくくく注注注注目目目目はしてくれていますはしてくれていますはしてくれていますはしてくれています。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今実実実実はははは家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの見見見見直直直直しなしなしなしなどがあってどがあってどがあってどがあって、、、、ババババトルをトルをトルをトルをややややっているものですからっているものですからっているものですからっているものですから、、、、あまりあまりあまりあまり積極的積極的積極的積極的にはにはにはには霞霞霞霞ヶヶヶヶ関関関関もももも出出出出てこられなてこられなてこられなてこられないのですがいのですがいのですがいのですが、、、、非常非常非常非常にににに注注注注目目目目していたしていたしていたしていただだだだいているということはいているということはいているということはいているということは確確確確かですかですかですかです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのボボボボランテランテランテランティィィィアというのもアというのもアというのもアというのも非常非常非常非常にににに注注注注目目目目していたしていたしていたしていただだだだいているということですいているということですいているということですいているということです。。。。 ややややはりこれができたのははりこれができたのははりこれができたのははりこれができたのは、、、、すすすすごごごごくこういうくこういうくこういうくこういう地地地地のののの利利利利があったということがあったということがあったということがあったということだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。実実実実はははは、、、、５５５５月月月月ににににヨヨヨヨーロッパにーロッパにーロッパにーロッパに行行行行ってってってって、、、、ＷＷＷＷＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥのののの調調調調査査査査ということをしてきたのですがということをしてきたのですがということをしてきたのですがということをしてきたのですが、、、、そのとそのとそのとそのときもきもきもきも、、、、ヨヨヨヨーロッパにはーロッパにはーロッパにはーロッパにはベベベベルギーにルギーにルギーにルギーに１１１１つつつつユユユユミミミミココココアというすアというすアというすアというすごごごごくくくく大大大大きなきなきなきな製製製製錬錬錬錬所所所所があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、そのそのそのその回回回回りのりのりのりの国国国国だだだだけはしっかりけはしっかりけはしっかりけはしっかり回収回収回収回収できていますできていますできていますできています。。。。どんどんどんどんどんどんどんどん遠遠遠遠くにくにくにくに行行行行くとくとくとくと全然回収全然回収全然回収全然回収できなくできなくできなくできなくなるということでなるということでなるということでなるということで、、、、ややややはりはりはりはり地地地地のののの利利利利をををを活活活活かすということではかすということではかすということではかすということでは、、、、非常非常非常非常にににに我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしては恵恵恵恵まれたまれたまれたまれたかなとかなとかなとかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。大大大大館館館館をををを中心中心中心中心にににに北北北北秋田秋田秋田秋田、、、、それからそれからそれからそれから秋田秋田秋田秋田、、、、できれできれできれできればばばば東北東北東北東北、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち全全全全国国国国というというというというふふふふうにうにうにうに輪輪輪輪がががが広広広広がるとよいなというがるとよいなというがるとよいなというがるとよいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、御御御御協力協力協力協力にににに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にあにあにあにありがたくりがたくりがたくりがたく思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 今今今今、、、、リリリリサイクルはこのままでよいのかというサイクルはこのままでよいのかというサイクルはこのままでよいのかというサイクルはこのままでよいのかというふふふふうにうにうにうに実実実実はははは思思思思っていますっていますっていますっています。。。。何何何何をををを言言言言っているっているっているっているかというとかというとかというとかというと、、、、今今今今、、、、リデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、３３３３ＲＲＲＲというというというという言言言言葉葉葉葉はははは当当当当然然然然あるのですあるのですあるのですあるのですがががが、、、、私私私私たたたたちちちちははははややややはりもうはりもうはりもうはりもう一一一一つつつつ、、、、ディディディディススススポポポポーーーーザザザザルというルというルというルという言言言言葉葉葉葉がががが無無無無いとかなりつらいのですいとかなりつらいのですいとかなりつらいのですいとかなりつらいのです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの中中中中にもにもにもにも実実実実はははは２２２２つあってつあってつあってつあって、、、、リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという言言言言葉葉葉葉はすはすはすはすごごごごくよいのでくよいのでくよいのでくよいのですがすがすがすが、、、、アトラクテアトラクテアトラクテアトラクティィィィブですよブですよブですよブですよねねねね、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル。。。。何何何何でもでもでもでも「「「「リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル」」」」とととと言言言言ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと、、、、すすすすごごごごくアトラクテくアトラクテくアトラクテくアトラクティィィィブなのですがブなのですがブなのですがブなのですが、、、、実実実実はははは、、、、無無無無理理理理ににににリリリリサイクルしなくてよいものというのはサイクルしなくてよいものというのはサイクルしなくてよいものというのはサイクルしなくてよいものというのは、、、、私私私私はあるとはあるとはあるとはあると思思思思うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。再再再再生生生生利用利用利用利用したりしたりしたりしたり、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化したりするものというのはこういうしたりするものというのはこういうしたりするものというのはこういうしたりするものというのはこういうものものものものだだだだとととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに地球環境地球環境地球環境地球環境にににに悪悪悪悪いものいものいものいもの、、、、それからそれからそれからそれから、、、、先先先先ほほほほどのようにどのようにどのようにどのように明明明明らからからからかにににに希希希希少少少少資源資源資源資源であるものであるものであるものであるもの、、、、金金金金属属属属のののの性質性質性質性質をををを再再再再利用利用利用利用できるものですできるものですできるものですできるものです。。。。たたたただだだだ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、路路路路盤盤盤盤材材材材にににに使使使使ってしまうとかってしまうとかってしまうとかってしまうとか、、、、そういったものについてはそういったものについてはそういったものについてはそういったものについては、、、、新規新規新規新規投投投投入量入量入量入量をををを削減削減削減削減するというするというするというするという意意意意味味味味でででで、、、、本本本本来来来来ののののリリリリサイクルとはサイクルとはサイクルとはサイクルとは違違違違うのかなということでうのかなということでうのかなということでうのかなということで、、、、こういうものがこういうものがこういうものがこういうものが混混混混在在在在しているということはしているということはしているということはしているということは、、、、
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世世世世のののの中中中中ががががリリリリサイクルというものをサイクルというものをサイクルというものをサイクルというものを幅幅幅幅広広広広くしくしくしくし過過過過ぎぎぎぎていてていてていてていて、、、、わかってもらいにくいなというわかってもらいにくいなというわかってもらいにくいなというわかってもらいにくいなというふふふふうにうにうにうに、、、、金金金金属属属属リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの立立立立場場場場からからからから見見見見るとるとるとると感感感感じじじじますますますます。。。。みんなよいことなのですけどみんなよいことなのですけどみんなよいことなのですけどみんなよいことなのですけどねねねね。。。。当当当当然然然然みんなよいことなのですけれどもみんなよいことなのですけれどもみんなよいことなのですけれどもみんなよいことなのですけれども、、、、感感感感じじじじるということがありまするということがありまするということがありまするということがあります。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、「、「、「、「ディディディディススススポポポポーーーーザザザザルルルル」」」」のののの上上上上ににににちちちちょょょょっとつくったっとつくったっとつくったっとつくった「「「「ストックストックストックストック」。」。」。」。こういったこういったこういったこういった小小小小さなものさなものさなものさなもの、、、、皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから集集集集めてくるものをめてくるものをめてくるものをめてくるものをリリリリサイクルするためにはサイクルするためにはサイクルするためにはサイクルするためには、、、、これはこれはこれはこれは１１１１つのつのつのつの条件条件条件条件ですですですですねねねね。。。。これをみんながうまくこれをみんながうまくこれをみんながうまくこれをみんながうまくややややってってってって、、、、かつかつかつかつ、、、、ややややはりはりはりはり悪悪悪悪いいいい人人人人がががが出出出出るのをたたかなるのをたたかなるのをたたかなるのをたたかなけれけれけれければばばばならないならないならないならない。。。。国国国国としてはとしてはとしてはとしては、、、、悪悪悪悪いいいい人人人人がががが出出出出るとるとるとると新新新新聞聞聞聞にあんなにたたかれるのですからにあんなにたたかれるのですからにあんなにたたかれるのですからにあんなにたたかれるのですから、、、、行行行行政政政政としてはとしてはとしてはとしてはややややはりきはりきはりきはりきちちちちんとんとんとんと仕組仕組仕組仕組みをつくらなけれみをつくらなけれみをつくらなけれみをつくらなければばばばならないならないならないならない。。。。ここをうまくここをうまくここをうまくここをうまくややややらないとらないとらないとらないと、、、、今今今今現実現実現実現実をををを見見見見ているとているとているとていると、、、、これができないためにこれができないためにこれができないためにこれができないためにリリリリサイクルができないというものもサイクルができないというものもサイクルができないというものもサイクルができないというものも世世世世のののの中中中中ににににはたくさんあるということもはたくさんあるということもはたくさんあるということもはたくさんあるということも、、、、少少少少しししし考考考考えなけれえなけれえなけれえなければばばばならないのかなというならないのかなというならないのかなというならないのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 非常非常非常非常にににに駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで申申申申しわけありませんでしたがしわけありませんでしたがしわけありませんでしたがしわけありませんでしたが、、、、今今今今のののの金金金金属属属属資源資源資源資源がががが置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況とととと、、、、現現現現在大在大在大在大館館館館ででででややややっているっているっているっている試験試験試験試験のののの内容内容内容内容についてについてについてについて説明説明説明説明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 
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パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、おそおそおそおそろろろろいになりましたようですのでいになりましたようですのでいになりましたようですのでいになりましたようですので、、、、始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。     ではではではでは、「、「、「、「県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加によるによるによるによる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」をテーをテーをテーをテーママママにににに、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッションをををを行行行行いますいますいますいます。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションのッションのッションのッションのココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、国際国際国際国際教養教養教養教養大学大学大学大学のののの、、、、間間間間もなくもなくもなくもなく教授教授教授教授になられますになられますになられますになられます、、、、准教授准教授准教授准教授、、、、熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様熊谷嘉隆様ですですですです。。。。 熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様はははは、、、、1960 年年年年北北北北海道海道海道海道生生生生まれまれまれまれ、、、、オレオレオレオレゴゴゴゴンンンン州州州州立大学立大学立大学立大学森林森林森林森林学学学学部部部部でででで博博博博士士士士号号号号をををを取得後取得後取得後取得後、、、、ワシンワシンワシンワシントントントントン州州州州立大学立大学立大学立大学へのへのへのへの勤勤勤勤務務務務をををを経経経経てててて、、、、現現現現職職職職のののの国際国際国際国際教養教養教養教養大学大学大学大学准教授准教授准教授准教授にににに就就就就かれておられますかれておられますかれておられますかれておられます。。。。国際国際国際国際教教教教養養養養大学大学大学大学ではではではでは、、、、環境科学環境科学環境科学環境科学、、、、国際環境科学国際環境科学国際環境科学国際環境科学をををを担当担当担当担当されされされされ、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野におけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動ではではではでは、、、、平平平平成成成成 17 年年年年度能代市循環型社会形成市民度能代市循環型社会形成市民度能代市循環型社会形成市民度能代市循環型社会形成市民懇懇懇懇談談談談会会会会、、、、平平平平成成成成 18 年度年度年度年度、、、、19 年度年度年度年度、、、、能代市環境能代市環境能代市環境能代市環境のまのまのまのまちちちちづくりづくりづくりづくり市民市民市民市民懇懇懇懇談談談談会会会会でででで座座座座長長長長をををを務務務務められめられめられめられ、、、、またまたまたまた北北北北秋田市秋田市秋田市秋田市阿仁阿仁阿仁阿仁地地地地区区区区におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域既既既既存存存存資源資源資源資源のののの再再再再認識認識認識認識によるによるによるによる内内内内発的地域活発的地域活発的地域活発的地域活性性性性やややや自自自自然公然公然公然公園園園園におけるにおけるにおけるにおける持続的持続的持続的持続的管管管管理理理理運運運運営営営営のののの研究研究研究研究にににに携携携携わるなどわるなどわるなどわるなど、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな方方方方面面面面でででで御御御御活活活活躍躍躍躍されていますされていますされていますされています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、こここここからのこからのこからのこからの進進進進行行行行はははは、、、、ココココーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様におにおにおにお任任任任せいたしますせいたしますせいたしますせいたします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授（（（（ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））     はいはいはいはい。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。国際国際国際国際教養教養教養教養大学大学大学大学のののの熊谷熊谷熊谷熊谷とととと申申申申しますしますしますします。。。。まずまずまずまず、、、、私私私私ののののほほほほうからうからうからうから、、、、パパパパネネネネリリリリストのストのストのストの紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、東北東北東北東北大学大学大学大学大学大学大学大学院教授院教授院教授院教授、、、、白鳥寿白鳥寿白鳥寿白鳥寿一一一一様様様様ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県認認認認定定定定リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品のののの製製製製造造造造などなどなどなど、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおられますでおられますでおられますでおられます、、、、秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドド株式株式株式株式会社代会社代会社代会社代表取締役表取締役表取締役表取締役社社社社長長長長のののの三浦清久様三浦清久様三浦清久様三浦清久様ですですですです。。。。 

  おおおお隣隣隣隣がががが、、、、スーパーのスーパーのスーパーのスーパーの店店店店舗舗舗舗においてにおいてにおいてにおいてレレレレジジジジ袋袋袋袋削減削減削減削減運運運運動動動動などなどなどなど、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したさましたさましたさましたさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みをされていますみをされていますみをされていますみをされています、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社伊徳取締役人伊徳取締役人伊徳取締役人伊徳取締役人事事事事部部部部総総総総務部部長務部部長務部部長務部部長のののの福岡龍彦様福岡龍彦様福岡龍彦様福岡龍彦様ですですですです。。。。 

  次次次次、、、、おおおお隣隣隣隣ですがですがですがですが、、、、家家家家庭庭庭庭におけるにおけるにおけるにおける省省省省エネなどエネなどエネなどエネなど環境環境環境環境にににに関関関関するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな実実実実践践践践活動活動活動活動をされるとをされるとをされるとをされるとともにともにともにともに、、、、環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーとしてもラーとしてもラーとしてもラーとしても活活活活躍躍躍躍されておりますされておりますされておりますされております那須那須那須那須チカチカチカチカ子様子様子様子様ですですですです。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、本本本本日日日日のののの主催主催主催主催者者者者でありますでありますでありますであります秋田県秋田県秋田県秋田県からからからから、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境部部部部次次次次長長長長のののの佐藤充様佐藤充様佐藤充様佐藤充様ですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、早速早速早速早速パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションに入入入入らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。最最最最初初初初にににに、、、、先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からアからアからアからアメリカメリカメリカメリカののののごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの件件件件についておについておについておについてお話話話話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。私私私私、、、、秋田秋田秋田秋田にににに赴赴赴赴任任任任するするするする前前前前、、、、足足足足掛掛掛掛けけけけ 14 年年年年ほほほほどどどど北北北北米米米米にににに住住住住んでいましてんでいましてんでいましてんでいまして、、、、そこでもそこでもそこでもそこでもごごごごみみみみ処処処処理理理理のののの実実実実態態態態というものをというものをというものをというものを見見見見てまいりまてまいりまてまいりまてまいりましたしたしたした。。。。先先先先生生生生からからからから、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに処処処処理理理理しているのしているのしているのしているのだろだろだろだろうかというおうかというおうかというおうかというお話話話話ががががごごごござざざざいましたがいましたがいましたがいましたが、、、、私私私私がががが大学大学大学大学でででで使使使使っているテっているテっているテっているテキキキキストによるとストによるとストによるとストによると、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立ててててごごごごみみみみ、、、、かなりかなりかなりかなり埋埋埋埋めるのですめるのですめるのですめるのですねねねね。。。。55％％％％はははは埋埋埋埋めていますめていますめていますめています。。。。焼却焼却焼却焼却がががが 15％％％％くらいでくらいでくらいでくらいで、、、、リリリリサイクルがサイクルがサイクルがサイクルが 30％％％％くらいというのがくらいというのがくらいというのがくらいというのが、、、、たしかたしかたしかたしか手手手手元元元元ににににあるあるあるある数数数数字字字字ですですですです。。。。因因因因みにみにみにみに日日日日本本本本はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては、、、、多多多多分分分分６６６６％％％％未満未満未満未満でででで、、、、ほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが焼却焼却焼却焼却ですですですですねねねね。。。。80％％％％近近近近くはくはくはくは焼却焼却焼却焼却しているはずですしているはずですしているはずですしているはずです。。。。たたたただだだだ、、、、面面面面白白白白いことにいことにいことにいことに、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、日日日日本本本本のののの方方方方がががが低低低低いといういといういといういという数数数数字字字字がががが出出出出てててていましていましていましていまして、、、、少少少少しこれはしこれはしこれはしこれは私私私私自自自自身身身身どうかなとどうかなとどうかなとどうかなと思思思思っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、一一一一応応応応私私私私がががが使使使使っているっているっているっている教教教教科書科書科書科書にはそういうにはそういうにはそういうにはそういうふふふふうにうにうにうに載載載載っていますっていますっていますっています。。。。あとあとあとあと、、、、州州州州によってはによってはによってはによっては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークークークーク州州州州なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、おおおお金金金金をををを払払払払ってってってって他他他他のののの州州州州ににににごごごごみをみをみをみを移移移移動動動動していたりしてしていたりしてしていたりしてしていたりして、、、、国国国国によってによってによってによって、、、、非常非常非常非常にににに、、、、ごごごごみのみのみのみの事事事事情情情情もももも違違違違うのうのうのうのだだだだなというのをなというのをなというのをなというのを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からからからから、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、何何何何でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを形成形成形成形成するするするする必必必必要要要要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、
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そのためにどうしなくてはならないのかというそのためにどうしなくてはならないのかというそのためにどうしなくてはならないのかというそのためにどうしなくてはならないのかという概概概概念念念念的的的的なおなおなおなお話話話話をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。次次次次にににに、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生からはからはからはからは、、、、レレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルのリリリリサイクルがなサイクルがなサイクルがなサイクルがなぜぜぜぜ喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題なのかなのかなのかなのか、、、、そしそしそしそしてててて、、、、それへのそれへのそれへのそれへの取取取取組組組組というというというという具具具具体的体的体的体的なななな事事事事例例例例をををを通通通通してしてしてして、、、、循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築にににに向向向向けてのけてのけてのけての事業事業事業事業者者者者、、、、研究研究研究研究者者者者のののの取取取取組組組組をををを話話話話ししししていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションではッションではッションではッションでは、、、、市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政のののの方方方方々々々々にににに参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、県民総参加県民総参加県民総参加県民総参加でででで循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けてけてけてけて何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、そのそのそのその上上上上でどういったでどういったでどういったでどういった課題課題課題課題、、、、ククククリリリリアしなくてはならないアしなくてはならないアしなくてはならないアしなくてはならないハハハハーーーードドドドルがあるのかをルがあるのかをルがあるのかをルがあるのかを、、、、皆皆皆皆さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに考考考考えていきたいえていきたいえていきたいえていきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最初初初初にににに、、、、各各各各パネパネパネパネリリリリストからストからストからストから、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの取取取取組組組組、、、、またはまたはまたはまたは取取取取組組組組でででで直面直面直面直面しているしているしているしている問問問問題題題題点点点点についてについてについてについて、、、、おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生からおからおからおからお願願願願いしたいのいしたいのいしたいのいしたいのですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をされましたのでをされましたのでをされましたのでをされましたので、、、、三三三三、、、、四四四四分分分分くらいでくらいでくらいでくらいで、、、、簡簡簡簡略略略略にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいていていていて、、、、そのそのそのその後後後後、、、、各発各発各発各発表者表者表者表者はははは 10 分以内分以内分以内分以内でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  ではではではでは、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最初初初初でででで少少少少ししししややややりにくいのですがりにくいのですがりにくいのですがりにくいのですが、、、、３３３３つつつつだだだだけおけおけおけお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今おおおお話話話話ししたようにししたようにししたようにししたように、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも金金金金属属属属リリリリサイクルでサイクルでサイクルでサイクルで言言言言ええええばばばば、、、、多多多多分分分分、、、、工工工工程程程程スクラップというものをスクラップというものをスクラップというものをスクラップというものをリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル品品品品としてとしてとしてとしてカウカウカウカウントしていてントしていてントしていてントしていて、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとしてカウカウカウカウントしていないのではないのかントしていないのではないのかントしていないのではないのかントしていないのではないのかなというなというなというなという気気気気がしますけれどもがしますけれどもがしますけれどもがしますけれども、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、工場工場工場工場のスクラップがのスクラップがのスクラップがのスクラップが、、、、既既既既にににに一一一一定定定定品品品品位位位位のものがのものがのものがのものが一一一一定量定量定量定量集集集集まっているまっているまっているまっている、、、、ここここういうものはもうういうものはもうういうものはもうういうものはもうリリリリサイクルされているのですサイクルされているのですサイクルされているのですサイクルされているのです。。。。私私私私がががが問問問問題題題題としたいとしたいとしたいとしたいのはのはのはのは、、、、そうではないものですそうではないものですそうではないものですそうではないものです。。。。今今今今おおおお話話話話ししたようなししたようなししたようなししたような、、、、一一一一般般般般のののの、、、、皆皆皆皆さんにもうさんにもうさんにもうさんにもうばばばばららららばばばばらにならにならにならになってしまったものをどうってしまったものをどうってしまったものをどうってしまったものをどう集集集集めるかということなのですめるかということなのですめるかということなのですめるかということなのです。。。。今今今今トライアルでいトライアルでいトライアルでいトライアルでいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの協力協力協力協力ででででややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだいているわけですがいているわけですがいているわけですがいているわけですが、、、、そのインそのインそのインそのインセセセセンテンテンテンティィィィブをどうブをどうブをどうブをどうややややってってってって個個個個人人人人にににに付付付付けていくかけていくかけていくかけていくか、、、、これがすこれがすこれがすこれがすごごごごくくくく重大重大重大重大でででで、、、、さっきはさっきはさっきはさっきは危危危危機機機機的的的的なおなおなおなお話話話話ということでということでということでということでややややったのでったのでったのでったのですがすがすがすが、、、、あれをあれをあれをあれを今今今今度度度度小小小小学学学学生生生生ににににややややったらったらったらったら小小小小学学学学生生生生はわからないのですはわからないのですはわからないのですはわからないのです。。。。大学大学大学大学生生生生はははは大学大学大学大学生生生生でででで、、、、あれあれあれあれでででで何何何何とかなるのですがとかなるのですがとかなるのですがとかなるのですが、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななややややりりりり方方方方があるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと。。。。そのインそのインそのインそのインセセセセンテンテンテンティィィィブのブのブのブの付付付付けけけけ方方方方でででで、、、、薄薄薄薄くくくく広広広広くからうまくくからうまくくからうまくくからうまく集集集集めてくるめてくるめてくるめてくる、、、、これがこれがこれがこれが１１１１つつつつ必必必必要要要要だだだだなというのがなというのがなというのがなというのが１１１１点点点点ですですですです。。。。 ２２２２点点点点目目目目としてとしてとしてとして、、、、リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという言言言言葉葉葉葉、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう日日日日本本本本語語語語になってしまっていますがになってしまっていますがになってしまっていますがになってしまっていますが、、、、英英英英語語語語的的的的にににに分分分分解解解解してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、リリリリ・スラッシ・スラッシ・スラッシ・スラッシュュュュ・サイクル・サイクル・サイクル・サイクル（（（（re-cycle））））だだだだとととと私私私私はははは思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今あるサイクルにあるサイクルにあるサイクルにあるサイクルに戻戻戻戻してしてしてしてややややることというのがることというのがることというのがることというのがリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルだだだだとととと。。。。例例例例ええええばばばば、、、、鉄鉄鉄鉄ののののリリリリササササイクルとかアルミのイクルとかアルミのイクルとかアルミのイクルとかアルミのリリリリサイクルとかサイクルとかサイクルとかサイクルとか銅銅銅銅ののののリリリリサイクルにしてみれサイクルにしてみれサイクルにしてみれサイクルにしてみればばばば、、、、大体大体大体大体がががが鉄鉄鉄鉄鋼鋼鋼鋼所所所所、、、、アルミアルミアルミアルミ製製製製錬錬錬錬所所所所、、、、銅製銅製銅製銅製錬錬錬錬所所所所があってがあってがあってがあって、、、、そこでそこでそこでそこで今今今今ややややっているとこっているとこっているとこっているところろろろにににに戻戻戻戻してしてしてしてややややるからるからるからるからリリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと言言言言えるのですえるのですえるのですえるのです。。。。ではではではでは、、、、レレレレアアアアメメメメタルとかタルとかタルとかタルとか、、、、ほほほほかのかのかのかの小小小小さいものはどうかというとさいものはどうかというとさいものはどうかというとさいものはどうかというと、、、、そのサイクルそのサイクルそのサイクルそのサイクルがなくなってしまっているがなくなってしまっているがなくなってしまっているがなくなってしまっている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、両両両両方方方方それをつくらなけれそれをつくらなけれそれをつくらなけれそれをつくらなければばばばならないということならないということならないということならないということでででで、、、、これはこれはこれはこれは技術的課題技術的課題技術的課題技術的課題なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの中身中身中身中身をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり分分分分けないとけないとけないとけないと、、、、何何何何でもかんでもかんでもかんでもかんでもでもでもでも同同同同じじじじようにようにようにように集集集集めたらめたらめたらめたら、、、、同同同同じじじじようにようにようにように少少少少ないないないないココココストでストでストでストで資源資源資源資源はははは節節節節約約約約できるとはできるとはできるとはできるとは限限限限らないらないらないらない。。。。逆逆逆逆のののの言言言言いいいい方方方方をしてしまうとをしてしまうとをしてしまうとをしてしまうと、、、、今今今今無無無無理理理理ややややりりりりレレレレアアアアメメメメタルをタルをタルをタルを集集集集めてもめてもめてもめても、、、、商商商商売売売売としてとしてとしてとしてややややるのであれるのであれるのであれるのであればばばば、、、、サイクルのあるサイクルのあるサイクルのあるサイクルのある中中中中国国国国にににに出出出出してしまったしてしまったしてしまったしてしまったほほほほうがよいとうがよいとうがよいとうがよいと。。。。出出出出してしまえしてしまえしてしまえしてしまえばばばば、、、、日日日日本本本本のののの資源資源資源資源戦戦戦戦略略略略ににににならないならないならないならない。。。。全全全全くよくよくよくよいことはないということいことはないということいことはないということいことはないということだだだだとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。これがこれがこれがこれが２２２２点点点点目目目目ですですですです。。。。無無無無いものいものいものいものはつくらなけれはつくらなけれはつくらなけれはつくらなければばばばならないならないならないならない。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、３３３３番番番番目目目目はははは、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内海海海海のののの能能能能島島島島というというというという有有有有名名名名なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののややややつもつもつもつも、、、、最最最最初初初初ミミズをミミズをミミズをミミズを飼飼飼飼うううう
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からとからとからとからと言言言言ってってってって、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろななななココココンンンンポポポポストなどをストなどをストなどをストなどを集集集集めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、ためていてためていてためていてためていて、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄になってになってになってになってしまっているということですしまっているということですしまっているということですしまっているということです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、世世世世のののの中中中中にはにはにはには環境環境環境環境によいということをによいということをによいということをによいということを言言言言っていてっていてっていてっていて、、、、実実実実はたはたはたはただだだだののののママママークークークークだだだだけけけけだだだだったりするというようなものもあるのでったりするというようなものもあるのでったりするというようなものもあるのでったりするというようなものもあるので、、、、ややややはりはりはりはりリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの中中中中身身身身をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり分分分分けないとけないとけないとけないと、、、、リリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという言言言言葉葉葉葉のののの中中中中でででで悪悪悪悪いものとかいものとかいものとかいものとか無無無無駄駄駄駄なものとかといなものとかといなものとかといなものとかというのもうのもうのもうのも実実実実はあるのはあるのはあるのはあるのだだだだとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はあまりはあまりはあまりはあまり区区区区別別別別がないからがないからがないからがないから、、、、行政行政行政行政としてとしてとしてとしてはどんどんはどんどんはどんどんはどんどん制限制限制限制限をかけていくということをしなけれをかけていくということをしなけれをかけていくということをしなけれをかけていくということをしなければばばばならなくなってしまうならなくなってしまうならなくなってしまうならなくなってしまう場場場場合合合合もあるもあるもあるもある。。。。非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい言言言言いいいい方方方方をしているのですがをしているのですがをしているのですがをしているのですが、、、、あるとあるとあるとあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ややややはりはりはりはり管管管管理理理理したストックしたストックしたストックしたストックだだだだとかとかとかとか、、、、管管管管理理理理されたされたされたされたリリリリサイクルというものがきサイクルというものがきサイクルというものがきサイクルというものがきちちちちんとされていかないとんとされていかないとんとされていかないとんとされていかないと、、、、結局結局結局結局誰誰誰誰かがかがかがかが何何何何かかかか変変変変なことをしてしまってなことをしてしまってなことをしてしまってなことをしてしまって、、、、またたたかれるということでまたたたかれるということでまたたたかれるということでまたたたかれるということで、、、、ききききちちちちんとんとんとんとやろやろやろやろうといううといううといううという人人人人ができなができなができなができなくなるというのもあるのかなというくなるというのもあるのかなというくなるというのもあるのかなというくなるというのもあるのかなという気気気気がしますがしますがしますがします。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを少少少少しししし行政行政行政行政としてはうまとしてはうまとしてはうまとしてはうまくくくく何何何何かをかをかをかを考考考考えていかなけれえていかなけれえていかなけれえていかなければばばばならないなとならないなとならないなとならないなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授     どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。白鳥白鳥白鳥白鳥さんのさんのさんのさんの先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演はははは、、、、会会会会場場場場にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆ささささんもあまりなんもあまりなんもあまりなんもあまりなじじじじみのなかったみのなかったみのなかったみのなかった話話話話だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私自自自自身身身身もももも非常非常非常非常にににに驚驚驚驚きをきをきをきを持持持持ってってってって拝聴拝聴拝聴拝聴しておりしておりしておりしておりましたましたましたました。。。。これからのこれからのこれからのこれからの日日日日本本本本のののの経済経済経済経済、、、、またまたまたまた将来将来将来将来のことをのことをのことをのことを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで、、、、ゆゆしきゆゆしきゆゆしきゆゆしき問問問問題題題題であるといであるといであるといであるというううう認識認識認識認識をををを持持持持ちちちちましたましたましたました。。。。今今今今、、、、白鳥白鳥白鳥白鳥さんのさんのさんのさんのほほほほうからはうからはうからはうからは３３３３つのつのつのつの問問問問題題題題点点点点をををを提提提提示示示示いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。特特特特にににに、、、、このインこのインこのインこのインセセセセンテンテンテンティィィィブにブにブにブに関関関関してはしてはしてはしては、、、、後後後後ほほほほどのパネルどのパネルどのパネルどのパネルディディディディススススカカカカッションでもッションでもッションでもッションでも触触触触れなくてはれなくてはれなくてはれなくてはならないのですがならないのですがならないのですがならないのですが、、、、非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな問問問問題題題題だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、三浦様三浦様三浦様三浦様からからからから、、、、取取取取組組組組又又又又はははは課課課課題等題等題等題等のののの御御御御説明説明説明説明をよをよをよをよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社社社社長長長長 

  秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドド株式株式株式株式会社会社会社会社のののの三浦三浦三浦三浦ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。私私私私どものどものどものどもの秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドはははは、、、、県県県県北北北北エエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして設立設立設立設立したしたしたした会社会社会社会社ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。平平平平成成成成 16 年年年年のののの４４４４月月月月かかかからららら稼稼稼稼動動動動しましてしましてしましてしまして、、、、3 年目年目年目年目をををを過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、今今今今、、、、４４４４年目年目年目年目にににに入入入入ろろろろうといううといううといううという、、、、ままままだだだだままままだだだだ新新新新しいしいしいしい会社会社会社会社ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、会社会社会社会社をつくるにをつくるにをつくるにをつくるに当当当当たってたってたってたって、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで考考考考えたかというとえたかというとえたかというとえたかというと、、、、まずまずまずまず、、、、県県県県北北北北地地地地区区区区にににに、、、、実実実実はははは私私私私、、、、本業本業本業本業がががが木木木木材材材材業業業業ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、秋田秋田秋田秋田杉杉杉杉というというというという資源資源資源資源がありながらがありながらがありながらがありながら、、、、何何何何かかかか配配配配給給給給できなできなできなできないとかいとかいとかいとか、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな問問問問題題題題がががが最最最最近近近近多多多多いなということからいなということからいなということからいなということから、、、、私私私私もももも何何何何かかかかややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいかんなといういかんなといういかんなといういかんなという観観観観点点点点からからからから、、、、木木木木材材材材をををを使使使使ってってってって何何何何かつくることができないかなというかつくることができないかなというかつくることができないかなというかつくることができないかなという中中中中でででで、、、、秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドをををを設立設立設立設立ししししたということでたということでたということでたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ややややってみたらってみたらってみたらってみたら、、、、本本本本来来来来であれであれであれであればばばば秋田秋田秋田秋田杉杉杉杉のののの間間間間伐伐伐伐材材材材だだだだとかとかとかとか、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを使使使使ってってってって、、、、ややややるのがるのがるのがるのが理理理理想的想的想的想的だだだだなとなとなとなと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、つくっていくつくっていくつくっていくつくっていく中中中中でででで、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、これこれこれこれ使使使使えないのえないのえないのえないの？？？？」」」」というようなことがというようなことがというようなことがというようなことが現実現実現実現実となってとなってとなってとなって、、、、大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題点点点点となったわけでとなったわけでとなったわけでとなったわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今今今今、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして使使使使っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、大大大大館館館館・・・・県県県県北北北北地地地地区区区区でででで出出出出ているているているている建建建建築築築築解解解解体体体体材材材材、、、、それそれそれそれからからからから、、、、大大大大館館館館地地地地区区区区はははは曲曲曲曲げげげげわっわっわっわっぱぱぱぱをはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、桶樽桶樽桶樽桶樽、、、、それからそれからそれからそれから木工木工木工木工というのはというのはというのはというのは盛盛盛盛んでんでんでんでごごごござざざざいましいましいましいましてててて、、、、そこからそこからそこからそこから出出出出てくるてくるてくるてくる廃廃廃廃材材材材、、、、カカカカッターくずといったものッターくずといったものッターくずといったものッターくずといったもの、、、、さらにさらにさらにさらに足足足足りなくてりなくてりなくてりなくて、、、、今今今今はははは能代能代能代能代、、、、五城五城五城五城目目目目までまでまでまで手手手手をををを広広広広げげげげてててて、、、、集集集集成成成成材材材材メメメメーーーーカカカカーのラミナのーのラミナのーのラミナのーのラミナの切切切切りりりり端端端端をををを利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているわいているわいているわいているわけでけでけでけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     木木木木材材材材についてはについてはについてはについては、、、、全部全部全部全部有有有有価価価価でででで、、、、破破破破砕砕砕砕したものをしたものをしたものをしたものを優優優優先的先的先的先的なななな形形形形でででで収集収集収集収集してしてしてして利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいているといういているといういているといういているという状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。一方一方一方一方、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックについてはックについてはックについてはックについては、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま大大大大館館館館にはにはにはにはＮＮＮＮ社社社社さんというさんというさんというさんという医療医療医療医療機器機器機器機器メメメメーーーーカカカカーのーのーのーの誘致誘致誘致誘致企業企業企業企業ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そこからそこからそこからそこから出出出出るるるる端材端材端材端材をををを利用利用利用利用させさせさせさせ
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ていたていたていたていただだだだけるということでけるということでけるということでけるということで、、、、県県県県やややや大大大大館館館館市市市市といといといといろろろろいいいいろろろろなななな面面面面でででで、、、、このこのこのこの会社会社会社会社をつくってをつくってをつくってをつくって資源資源資源資源はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫かなかなかなかな、、、、そしそしそしそしてててて、、、、そういうそういうそういうそういう原原原原料料料料があるのかながあるのかながあるのかながあるのかな、、、、ということをということをということをということを想想想想定定定定したしたしたした中中中中でででで、Ｎ、Ｎ、Ｎ、Ｎ社社社社さんのさんのさんのさんの工場工場工場工場があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは非常非常非常非常にににに大大大大きなインパクトがあったということできなインパクトがあったということできなインパクトがあったということできなインパクトがあったということで、、、、会社会社会社会社をつくらせてをつくらせてをつくらせてをつくらせていたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、廃木廃木廃木廃木材材材材についてはについてはについてはについては 55％％％％、、、、そしてプラスそしてプラスそしてプラスそしてプラスチチチチックがックがックがックが 40％％％％、、、、一一一一部部部部顔顔顔顔料料料料、、、、添添添添加加加加剤剤剤剤がががが入入入入ってってってって製品製品製品製品ができていますができていますができていますができています。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには 90％％％％リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、私私私私はははは木木木木材材材材屋屋屋屋ででででごごごござざざざいますからいますからいますからいますから、、、、木木木木材材材材とととと競競競競合合合合したものをつくってしたものをつくってしたものをつくってしたものをつくって何何何何もももも得得得得はないわけではないわけではないわけではないわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、木木木木材材材材というのはというのはというのはというのは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、内内内内装装装装材材材材とかとかとかとか、、、、意意意意匠匠匠匠材材材材だだだだとかとかとかとか、、、、化化化化粧粧粧粧材材材材、、、、そういうものについてはそういうものについてはそういうものについてはそういうものについては非常非常非常非常ににににすすすすぐぐぐぐれたれたれたれた、、、、温温温温かみのあるかみのあるかみのあるかみのある商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、残残残残念念念念なことになことになことになことに、、、、外部外部外部外部にににに使使使使ったったったった場場場場合合合合、、、、特特特特にエクステにエクステにエクステにエクステリリリリアアアアだだだだとかとかとかとか、、、、デデデデッッッッキキキキだだだだとかとかとかとか、、、、ルールールールーババババーーーーだだだだととととかかかか、、、、そういうものにそういうものにそういうものにそういうものに使使使使ったったったった場場場場合合合合にはにはにはには、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても腐腐腐腐るということるということるということるということやややや変変変変色色色色するということするということするということするということ、、、、メメメメンテナンスがンテナンスがンテナンスがンテナンスが必必必必要要要要だだだだというというというという欠欠欠欠点点点点ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点からするとからするとからするとからすると、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが今今今今つつつつくっているくっているくっているくっている AO-MWood というのはというのはというのはというのは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではではメメメメンテナンスがンテナンスがンテナンスがンテナンスが、、、、長長長長いいいい年月年月年月年月がががが経経経経ててててばばばば必必必必要要要要かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、現現現現状状状状はしなくてもいいはしなくてもいいはしなくてもいいはしなくてもいい。。。。そしてそしてそしてそして腐腐腐腐りにくいりにくいりにくいりにくい、、、、劣劣劣劣化化化化がしにくいがしにくいがしにくいがしにくい、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、今今今今一一一一番番番番問問問問題題題題になっているシロアになっているシロアになっているシロアになっているシロアリリリリ、、、、そういうものにはそういうものにはそういうものにはそういうものには腐朽腐朽腐朽腐朽されなされなされなされないというようないというようないというようないというような長所長所長所長所ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、今今今今３３３３年目年目年目年目になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、保育保育保育保育園園園園だだだだとかとかとかとか、、、、小小小小学学学学校校校校だだだだとかとかとかとか、、、、学学学学校校校校設設設設備備備備、、、、そうそうそうそういうものにいうものにいうものにいうものに非常非常非常非常にににに多多多多くくくく利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。特特特特にににに保育保育保育保育園園園園などはなどはなどはなどは、、、、素素素素足足足足でででで歩歩歩歩いていていていて外外外外へへへへ出出出出ますとますとますとますと、、、、木木木木材材材材というのはどうしてもささくれというのはどうしてもささくれというのはどうしてもささくれというのはどうしてもささくれややややととととげげげげがががが刺刺刺刺さってさってさってさって非常非常非常非常にまずいというにまずいというにまずいというにまずいということですがことですがことですがことですが、、、、このこのこのこの商商商商品品品品についてはそういうことがないのでについてはそういうことがないのでについてはそういうことがないのでについてはそういうことがないので安全安全安全安全だだだだというようなことでというようなことでというようなことでというようなことで、、、、利利利利用用用用いたいたいたいただだだだいているといういているといういているといういているという現現現現状状状状ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  今日今日今日今日のテーのテーのテーのテーママママであるゼロエミッションというであるゼロエミッションというであるゼロエミッションというであるゼロエミッションという形形形形からいきますとからいきますとからいきますとからいきますと、、、、私私私私どものこのどものこのどものこのどものこの製品製品製品製品のののの最最最最大大大大のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、多回多回多回多回リリリリサイクルできるというのがサイクルできるというのがサイクルできるというのがサイクルできるというのが最大最大最大最大のののの特特特特徴徴徴徴ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、今今今今おおおお話話話話ししたとおりししたとおりししたとおりししたとおり、、、、腐腐腐腐りにくいとかりにくいとかりにくいとかりにくいとか、、、、腐腐腐腐食食食食しないといえどもしないといえどもしないといえどもしないといえども、、、、いずれいずれいずれいずれ住宅住宅住宅住宅ですのでですのでですのでですので、、、、そそそそういうものはういうものはういうものはういうものはリリリリニニニニュュュューアルーアルーアルーアル、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはリリリリフォームするということがフォームするということがフォームするということがフォームするということが起起起起きるわけできるわけできるわけできるわけでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。そうなったそうなったそうなったそうなった場場場場合合合合にににに、、、、これもこれもこれもこれも当当当当然然然然解解解解体体体体されてされてされてされて処処処処分分分分するということになるわけでするということになるわけでするということになるわけでするということになるわけでごごごござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度私私私私どものどものどものどもの工場工場工場工場にににに持持持持ってきていたってきていたってきていたってきていただだだだいていていていて、、、、回収回収回収回収いたしますいたしますいたしますいたしますとととと、、、、これをこれをこれをこれを破破破破砕砕砕砕してしてしてして、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形いたしますといたしますといたしますといたしますと同同同同じじじじものがまたできるものがまたできるものがまたできるものがまたできる。。。。これがこれがこれがこれが最大最大最大最大のののの特特特特徴徴徴徴ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現実現実現実現実にににに、、、、ままままだだだだできてできてできてできて３３３３年目年目年目年目ですからですからですからですから、、、、ままままだだだだそういうそういうそういうそういう現現現現状状状状になっになっになっになっているとこているとこているとこているところろろろはははは少少少少ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、工場工場工場工場のののの中中中中でででで、、、、今今今今 24時時時時間間間間稼稼稼稼動動動動していますがしていますがしていますがしていますが、、、、押押押押しししし出出出出しししし成形成形成形成形ですからですからですからですから、、、、当当当当然然然然最最最最初初初初のときとのときとのときとのときと最最最最後後後後のときにはのときにはのときにはのときには不不不不良良良良品品品品がががが出出出出ますますますます。。。。そのものについてはそのものについてはそのものについてはそのものについては、、、、工場工場工場工場のののの中中中中でもうでもうでもうでもう一度一度一度一度破破破破砕砕砕砕してしてしてして再再再再度利用度利用度利用度利用するというするというするというするという形形形形でででで、、、、工場工場工場工場のののの中中中中にあるものはすにあるものはすにあるものはすにあるものはすべべべべてててて私私私私どもがどもがどもがどもが原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使わせていたわせていたわせていたわせていただだだだいているということがいているということがいているということがいているということが１１１１つのつのつのつの証証証証明明明明だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ宣伝宣伝宣伝宣伝させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますときますときますときますと、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま私私私私どもがつくったものがどもがつくったものがどもがつくったものがどもがつくったものが、、、、工場工場工場工場ができてができてができてができて生生生生産産産産がががが始始始始まったのがまったのがまったのがまったのが平平平平成成成成 16 年年年年４４４４月月月月ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、愛愛愛愛知知知知博博博博にににに行行行行かれたかれたかれたかれた方方方方はおわかはおわかはおわかはおわかりりりりだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、愛愛愛愛知知知知博博博博のいわのいわのいわのいわゆるゆるゆるゆる回回回回廊廊廊廊のののの部部部部分分分分、、、、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっと回回回回るるるる回回回回廊廊廊廊がありましたがありましたがありましたがありました。。。。そのそのそのその回回回回廊廊廊廊のののの真真真真んんんん中中中中のののの部部部部分分分分がががが、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの MWood なんですなんですなんですなんです。。。。愛愛愛愛知知知知博博博博というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境博博博博ということということということということででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、真真真真んんんん中中中中のののの回回回回廊廊廊廊のののの部部部部分分分分のののの中心中心中心中心部部部部のののの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる車車車車だだだだとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう歩歩歩歩くくくく部部部部分分分分についてのについてのについてのについての回回回回廊廊廊廊はははは MWood をををを使使使使いましていましていましていまして、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ端端端端ののののほほほほうはうはうはうは間間間間伐伐伐伐材材材材、、、、そしてそしてそしてそして南南南南洋洋洋洋材材材材といといといというようなうようなうようなうような形形形形でででで使使使使ったったったった回回回回廊廊廊廊がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその回回回回廊廊廊廊をつくるのにをつくるのにをつくるのにをつくるのに、、、、膨膨膨膨大大大大なななな面面面面積積積積ででででごごごござざざざいますのいますのいますのいますのでででで、、、、そのそのそのその膨膨膨膨大大大大なななな面面面面積積積積をつくったゼネをつくったゼネをつくったゼネをつくったゼネココココンさんンさんンさんンさん方方方方がががが、、、、当当当当然然然然カカカカットしてこういうットしてこういうットしてこういうットしてこういう端材端材端材端材がががが出出出出るわるわるわるわけでけでけでけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ままままだだだだ平平平平成成成成 16 年年年年 4 月月月月ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもうほほほほとんどとんどとんどとんど工工工工事事事事はははは終終終終わっていたのでわっていたのでわっていたのでわっていたので、、、、私私私私どものどものどものどもの商商商商品品品品じゃじゃじゃじゃなかったのですがなかったのですがなかったのですがなかったのですが、、、、各各各各組組組組のゼネのゼネのゼネのゼネココココンさんにンさんにンさんにンさんに、、、、それをそれをそれをそれを再再再再度利用度利用度利用度利用できるというできるというできるというできるという
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ことをきことをきことをきことをきちちちちんとんとんとんと言言言言ったはずなのにったはずなのにったはずなのにったはずなのに、、、、始始始始めはいめはいめはいめはいろろろろいいいいろろろろなものなものなものなもの、、、、異異異異物物物物がががが入入入入ったりしていたったりしていたったりしていたったりしていた関係関係関係関係でででで使使使使用用用用できずできずできずできず、、、、後後後後半半半半になってになってになってになって端材端材端材端材をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと処処処処理理理理したとこしたとこしたとこしたところろろろのものがのものがのものがのものが約約約約 13トンありましてトンありましてトンありましてトンありまして、、、、そのそのそのその 13 トンをトンをトンをトンを、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは工場工場工場工場をつくったをつくったをつくったをつくったばばばばかりでかりでかりでかりで、、、、稼稼稼稼働率働率働率働率がががが非常非常非常非常にににに悪悪悪悪くてくてくてくて暇暇暇暇なものですかなものですかなものですかなものですからららら、、、、それをそれをそれをそれを全部全部全部全部引引引引きききき受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、再再再再度度度度破破破破砕砕砕砕してしてしてして製品製品製品製品をををを出出出出したということがありましたしたということがありましたしたということがありましたしたということがありました。。。。秋秋秋秋田田田田のののの大大大大館館館館のののの秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドってってってって、、、、ききききちちちちんとしたんとしたんとしたんとした技術技術技術技術をををを持持持持っているのっているのっているのっているのだだだだなななな、、、、とととと高高高高いいいい評価評価評価評価をいたをいたをいたをいただだだだききききましたましたましたました。。。。たまたまでたまたまでたまたまでたまたまでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、それがそれがそれがそれが１１１１つのつのつのつの例例例例でででで、、、、現現現現場場場場にににに出出出出てどうしてもてどうしてもてどうしてもてどうしても端材端材端材端材がががが出出出出ますからますからますからますから、、、、そのそのそのその端材端材端材端材をををを回収回収回収回収してまたさらにつくっていくというしてまたさらにつくっていくというしてまたさらにつくっていくというしてまたさらにつくっていくという、、、、破壊破壊破壊破壊・・・・リリリリサイクルできるサイクルできるサイクルできるサイクルできるということがということがということがということが、、、、本本本本当当当当のののの循環産業循環産業循環産業循環産業のののの１１１１つつつつじゃじゃじゃじゃないかなということでないかなということでないかなということでないかなということで、、、、私私私私どものどものどものどもの企業企業企業企業のテーのテーのテーのテーママママとしてとしてとしてとして今取今取今取今取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

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

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの御御御御手手手手元元元元にもこのにもこのにもこのにもこの秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドさんのパンプさんのパンプさんのパンプさんのパンプレレレレッッッットがあるとトがあるとトがあるとトがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ちちちちらっとらっとらっとらっと見見見見てみたのですがてみたのですがてみたのですがてみたのですが、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい発想発想発想発想でででで、、、、すすすすばばばばらしらしらしらしいいいい技術技術技術技術でででで、、、、すすすすばばばばらしいものをつくらしいものをつくらしいものをつくらしいものをつくっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるなとるなとるなとるなと思思思思いながらいながらいながらいながら拝拝拝拝見見見見しましたしましたしましたしました。。。。 

  ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、ううううちちちちのののの大学大学大学大学もついもついもついもつい最最最最近近近近、、、、寮寮寮寮をつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、新新新新校校校校舎舎舎舎をををを建建建建設設設設したりしていしたりしていしたりしていしたりしているのですがるのですがるのですがるのですが、、、、ぜひぜひぜひぜひこれをこれをこれをこれを使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいたらといたらといたらといたらと思思思思いながらいながらいながらいながら聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳のののの福岡福岡福岡福岡さんさんさんさん、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットということでットということでットということでットということで、、、、大大大大館館館館市市市市にににに本社本社本社本社がありますがありますがありますがあります。。。。
23店店店店舗舗舗舗ごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県にににに 18店店店店舗舗舗舗、、、、青森青森青森青森県県県県にににに 5店店店店舗舗舗舗となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。こういうこういうこういうこういう場場場場にににに出出出出るるるる目目目目玉玉玉玉といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうそういうそういうそういう部部部部分分分分ではではではでは、、、、当当当当社社社社はははは環境環境環境環境規規規規格格格格ののののＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ１４００１１４００１１４００１１４００１をををを取取取取得得得得ししししていましてていましてていましてていまして、、、、取得取得取得取得したしたしたした以以以以上上上上はははは、、、、ややややはりいはりいはりいはりいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことをややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない、、、、法法法法令令令令をををを守守守守ららららなけれなけれなけれなければばばばならないというようなこともありましてならないというようなこともありましてならないというようなこともありましてならないというようなこともありまして、、、、いいいいろろろろんなことにんなことにんなことにんなことに取取取取りりりり組組組組ませていたませていたませていたませていただだだだいいいいていますていますていますています。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、ママママイイイイババババッグのおッグのおッグのおッグのお話話話話もありましたけれどももありましたけれどももありましたけれどももありましたけれども、、、、それをそれをそれをそれを始始始始めめめめ、、、、当当当当社社社社からからからから出出出出されるされるされるされるごごごごみみみみ、、、、先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生からはからはからはからは生生生生産産産産者者者者とととと消消消消費費費費者者者者のののの関係関係関係関係、、、、そのそのそのその中間中間中間中間にににに位位位位置置置置するするするする業業業業種種種種といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そそそそういうことにもなるかとういうことにもなるかとういうことにもなるかとういうことにもなるかと思思思思いますいますいますいます。。。。牛乳牛乳牛乳牛乳パックとかパックとかパックとかパックとか、、、、トトトトレレレレーとかーとかーとかーとか、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶とかとかとかとか、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前のことはのことはのことはのことは皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの企業企業企業企業とととと一一一一緒緒緒緒ににににややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、特特特特殊殊殊殊なななな店店店店舗舗舗舗ではではではでは、、、、特特特特殊殊殊殊とととといいますかいいますかいいますかいいますか、、、、新新新新聞聞聞聞紙紙紙紙のののの回収回収回収回収もももも、、、、古古古古紙紙紙紙業業業業者者者者さんとさんとさんとさんと組組組組んでんでんでんで、、、、おおおお客客客客様様様様がががが持持持持ちちちち込込込込んでもんでもんでもんでも回収回収回収回収できるできるできるできるようにするというようなことようにするというようなことようにするというようなことようにするというようなこと、、、、これもこれもこれもこれも、、、、古古古古紙紙紙紙業業業業者者者者さんのさんのさんのさんの利利利利益益益益にもなるということもありまにもなるということもありまにもなるということもありまにもなるということもありますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、おおおお客客客客様様様様がががが邪邪邪邪魔魔魔魔にしているようなものをにしているようなものをにしているようなものをにしているようなものを当当当当社社社社はははは便便便便利利利利にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだくというよくというよくというよくというようなことをうなことをうなことをうなことを狙狙狙狙っていますっていますっていますっています。。。。 

  ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯ関連関連関連関連ではではではでは、、、、そのそのそのそのほほほほかかかか、、、、循環型循環型循環型循環型とはとはとはとは少少少少しししし違違違違うかもしれませんけれどもうかもしれませんけれどもうかもしれませんけれどもうかもしれませんけれども、、、、大大大大切切切切なエネなエネなエネなエネルギーをルギーをルギーをルギーを節節節節約約約約しようというようなことはしようというようなことはしようというようなことはしようというようなことは社社社社員員員員のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、大大大大館館館館市内市内市内市内、、、、盛盛盛盛んにんにんにんに白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃいましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、大大大大館館館館というのはというのはというのはというのは、、、、非常非常非常非常にそういうにそういうにそういうにそういう循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの模模模模範範範範になるようなになるようなになるようなになるような町町町町ではないのかなというではないのかなというではないのかなというではないのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。当当当当社社社社からからからから出出出出るおるおるおるお惣惣惣惣菜菜菜菜とかとかとかとか、、、、おおおお弁弁弁弁当当当当とかとかとかとか、、、、野野野野菜菜菜菜、、、、それからそれからそれからそれから魚魚魚魚のくずとかのくずとかのくずとかのくずとか、、、、そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを大大大大館館館館ののののココココンンンンポポポポストストストストセセセセンターというとこンターというとこンターというとこンターというところろろろでででで堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化してしてしてして、「、「、「、「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ(どっこいしどっこいしどっこいしどっこいしょょょょ)」」」」ですですですですかかかか、、、、ああいうああいうああいうああいうふふふふうにしているということでうにしているということでうにしているということでうにしているということでややややっていますっていますっていますっています。。。。たたたただだだだ、、、、これもこれもこれもこれも、、、、後後後後でででで課題課題課題課題としてとしてとしてとして
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取取取取りりりり上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、これまでにしておきますけれどもこれまでにしておきますけれどもこれまでにしておきますけれどもこれまでにしておきますけれども、、、、あとあとあとあと、、、、エエエエココココ商商商商品品品品とかクとかクとかクとかクリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入というのもというのもというのもというのも進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、使使使使ったったったった後後後後のののの廃廃廃廃食食食食油油油油もももも回収回収回収回収してしてしてしてリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに回回回回しているというようなことしているというようなことしているというようなことしているというようなこと。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、レレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルの回収回収回収回収ボボボボックスのックスのックスのックスの設設設設置置置置ということでということでということでということで、、、、非常非常非常非常にににに話話話話題題題題性性性性がががが高高高高くてくてくてくて、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々企業企業企業企業にとってはこういうにとってはこういうにとってはこういうにとってはこういう話話話話題題題題性性性性がががが高高高高けれけれけれければばばば皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに興興興興味味味味をををを持持持持っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、またまたまたまた来来来来店店店店動動動動機機機機につながるというようなこともありますにつながるというようなこともありますにつながるというようなこともありますにつながるというようなこともあります。。。。全全全全体的体的体的体的にはにはにはには、、、、おおおお客客客客様様様様のののの生生生生活活活活のののの中中中中でででで、、、、当当当当社社社社、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットというのはットというのはットというのはットというのは、、、、市市市市役所役所役所役所以以以以上上上上にににに休休休休みがありませんのでみがありませんのでみがありませんのでみがありませんので、、、、常常常常にににに、、、、あそこにあそこにあそこにあそこに邪邪邪邪魔魔魔魔になったアルミになったアルミになったアルミになったアルミ缶缶缶缶をををを持持持持っていこうとかっていこうとかっていこうとかっていこうとか、、、、そういったものもそういったものもそういったものもそういったものも、、、、回収回収回収回収ボボボボックスがあるというックスがあるというックスがあるというックスがあるというようなことでようなことでようなことでようなことで、、、、これからのこれからのこれからのこれからの役役役役割割割割のののの１１１１つではつではつではつでは重要重要重要重要なななな位位位位置置置置をををを占占占占めるんめるんめるんめるんじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、おおおお客客客客様様様様のののの声声声声をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら鋭鋭鋭鋭意努意努意努意努力力力力していきたいしていきたいしていきたいしていきたいなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ママママイイイイババババッグのッグのッグのッグの部部部部分分分分についてはについてはについてはについては後後後後ほほほほどどどど詳詳詳詳しくしくしくしく進進進進めたいというめたいというめたいというめたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。先先先先ほほほほどどどど三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生のののの中中中中からからからから地産地消地産地消地産地消地産地消のおのおのおのお話話話話がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、このこのこのこの地産地消地産地消地産地消地産地消がががが循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会、、、、もしくはエネルギーもしくはエネルギーもしくはエネルギーもしくはエネルギー消消消消費費費費のののの節節節節約約約約といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうのにつながるというこそういうのにつながるというこそういうのにつながるというこそういうのにつながるということがとがとがとが、、、、ままままだだだだおおおお客客客客様様様様のののの中中中中ではではではでは、、、、安安安安心心心心・・・・安全安全安全安全だだだだ、、、、地地地地元元元元のもののもののもののものだだだだというようなというようなというようなというような意識意識意識意識だだだだけがけがけがけが先先先先行行行行ししししているようなのですけれどもているようなのですけれどもているようなのですけれどもているようなのですけれども、、、、実際実際実際実際はははは、、、、運運運運搬搬搬搬にかかるにかかるにかかるにかかるガソガソガソガソリリリリンンンンやややや人手人手人手人手のののの問問問問題題題題、、、、そういったそういったそういったそういったことをことをことをことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、人人人人間間間間のエネルギーもかなりのエネルギーもかなりのエネルギーもかなりのエネルギーもかなり節節節節約約約約になるんになるんになるんになるんだだだだということをということをということをということをややややっていくっていくっていくっていく。。。。そそそそれかられかられかられから、、、、地域密地域密地域密地域密着着着着ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、おおおお隣隣隣隣さんさんさんさん同同同同士士士士というというというという考考考考ええええ方方方方もももも、、、、こういうこういうこういうこういう地産地消地産地消地産地消地産地消のとこのとこのとこのところろろろにはにはにはには出出出出てくるんてくるんてくるんてくるんじゃじゃじゃじゃないのかなというないのかなというないのかなというないのかなというふふふふうにうにうにうに今今今今考考考考えていますえていますえていますえています。。。。農農農農家家家家のののの方方方方々々々々もももも、、、、今今今今グループグループグループグループででででややややらなけれらなけれらなけれらなければばばば仕仕仕仕事事事事にならないというようなにならないというようなにならないというようなにならないというような時時時時代代代代にににに入入入入ってきますのでってきますのでってきますのでってきますので、、、、こういったこういったこういったこういった秋田県秋田県秋田県秋田県のののの、、、、あまりあまりあまりあまり経済経済経済経済状態状態状態状態のののの良良良良くないくないくないくない中中中中でででで活活活活性性性性化化化化につながるにつながるにつながるにつながる役役役役割割割割もももも、、、、スーパースーパースーパースーパーママママーーーーケケケケットのットのットのットの我我我我々々々々伊徳伊徳伊徳伊徳がおがおがおがお手手手手伝伝伝伝いできるのではないのかなといういできるのではないのかなといういできるのではないのかなといういできるのではないのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、私私私私どもいとくのどもいとくのどもいとくのどもいとくの店店店店のことのことのことのことじゃじゃじゃじゃないのですけれどもないのですけれどもないのですけれどもないのですけれども、、、、私私私私、、、、感感感感心心心心するのはするのはするのはするのは、、、、生生生生協協協協さんでさんでさんでさんで今行今行今行今行っているっているっているっている宅宅宅宅配配配配というシステムがありますというシステムがありますというシステムがありますというシステムがありますよよよよねねねね。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、生生生生鮮鮮鮮鮮食食食食品品品品であれであれであれであればばばば発発発発泡泡泡泡ススススチチチチロールにロールにロールにロールに、、、、それからそれからそれからそれから雑雑雑雑貨貨貨貨とかああいうのはとかああいうのはとかああいうのはとかああいうのは通通通通いいいい箱箱箱箱というのにというのにというのにというのに詰詰詰詰めてめてめてめて家家家家庭庭庭庭にににに持持持持ってくるってくるってくるってくる。。。。それをまたそれをまたそれをまたそれをまた次次次次のときにのときにのときにのときに回収回収回収回収するするするする。。。。ですからですからですからですから、、、、包装包装包装包装資資資資材材材材なんかのなんかのなんかのなんかの節節節節約約約約、、、、それからそれからそれからそれからガソガソガソガソリリリリンがンがンがンが、、、、１１１１台台台台でででで何何何何軒軒軒軒もももも回回回回れるというようなことでれるというようなことでれるというようなことでれるというようなことで、、、、非常非常非常非常にああいうにああいうにああいうにああいう他他他他社社社社ででででややややっているっているっているっている事事事事例例例例にににに感感感感心心心心すすすするるるる場場場場面面面面というのがあるんでというのがあるんでというのがあるんでというのがあるんで、、、、これがこれがこれがこれが将来将来将来将来のののの高高高高齢齢齢齢化社会化社会化社会化社会になったときにになったときにになったときにになったときに我我我我々々々々のののの商商商商売売売売のののの１１１１つのつのつのつのヒヒヒヒントになるのかなというントになるのかなというントになるのかなというントになるのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っていましてっていましてっていましてっていまして、、、、今今今今模模模模索索索索しているとこしているとこしているとこしているところろろろでもでもでもでもごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、福福福福岡岡岡岡さんからさんからさんからさんからちちちちらっとらっとらっとらっと話話話話がががが出出出出ましたましたましたました「「「「どっこいしどっこいしどっこいしどっこいしょょょょ」」」」というというというという、、、、堆堆堆堆肥肥肥肥化化化化したしたしたした商商商商品品品品ですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どういうどういうどういうどういう字字字字をををを書書書書くかくかくかくかごごごご存存存存じじじじですかですかですかですか。「。「。「。「土土土土」」」」にににに「「「「っっっっ」、」、」、」、でででで、、、、恋恋恋恋するのするのするのするの「「「「恋恋恋恋」、」、」、」、でででで、「、「、「、「ししししょょょょ」」」」でででで「「「「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ」」」」とととと言言言言いますいますいますいます。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか優優優優れたネれたネれたネれたネーミングをされているなとーミングをされているなとーミングをされているなとーミングをされているなと思思思思ってってってって感感感感心心心心しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  福岡福岡福岡福岡さんにはさんにはさんにはさんには、、、、後後後後ほほほほどどどど問問問問題題題題点点点点もおもおもおもお聞聞聞聞きしますのできしますのできしますのできしますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  次次次次にににに、、、、市民市民市民市民のののの代代代代表表表表としてとしてとしてとして、、、、那須那須那須那須さんからさんからさんからさんから取取取取組組組組内容内容内容内容をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー 

  環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーのラーのラーのラーの那須那須那須那須とととと申申申申しますしますしますします。。。。環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーのラーのラーのラーの活動活動活動活動としてはとしてはとしてはとしては 10 年年年年余余余余りですけりですけりですけりですけれどもれどもれどもれども、、、、我我我我がががが家家家家のののの省省省省エネにエネにエネにエネに始始始始まりまりまりまり、、、、ごごごごみみみみ減減減減量量量量にににに努努努努めてめてめてめて 30 年年年年余余余余りたりたりたりたちちちちますますますます。。。。今今今今にしてにしてにしてにして思思思思ええええばばばば、、、、
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環境環境環境環境のののの「「「「かかかか」」」」のののの字字字字もももも知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった主主主主婦婦婦婦がががが、、、、２２２２つのきっかけでつのきっかけでつのきっかけでつのきっかけで環境環境環境環境問問問問題題題題にににに目目目目覚覚覚覚めましためましためましためました。。。。そそそそのののの１１１１つつつつ、、、、昭昭昭昭和和和和 53 年秋年秋年秋年秋、「、「、「、「ホホホホームタンクにームタンクにームタンクにームタンクに灯灯灯灯油油油油をををを満満満満タンにしてくタンにしてくタンにしてくタンにしてくだだだださいさいさいさい」」」」とととと言言言言うのにうのにうのにうのに、、、、宅宅宅宅配配配配人人人人はははは、「、「、「、「おおおお宅宅宅宅だだだだけはできませんけはできませんけはできませんけはできません」。」。」。」。このこのこのこの言言言言葉葉葉葉にににに私私私私はははは、「、「、「、「あっあっあっあっ、、、、石石石石油油油油危危危危機機機機」」」」ということがということがということがということが頭頭頭頭をよをよをよをよぎぎぎぎりましたりましたりましたりました。。。。原原原原油油油油がががが高高高高騰騰騰騰するということはするということはするということはするということは、、、、家計家計家計家計はもはもはもはもちろちろちろちろんんんん、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体がいがいがいがいろろろろんなんなんなんな混混混混乱乱乱乱にににに陥陥陥陥るというようなるというようなるというようなるというような不不不不安安安安にかられたのですにかられたのですにかられたのですにかられたのです。。。。２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、昭昭昭昭和和和和 62 年年年年 6 月月月月、、、、広広広広報報報報「「「「あきたあきたあきたあきた」」」」でででで、、、、「「「「現在現在現在現在のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて地地地地があとがあとがあとがあと 16 年年年年でパンクするでパンクするでパンクするでパンクする」」」」というというというという見出見出見出見出しにしにしにしに、、、、またショックをまたショックをまたショックをまたショックを受受受受けましけましけましけましたたたた。。。。このこのこのこの２２２２つがつがつがつが私私私私のののの省省省省エネエネエネエネやごやごやごやごみみみみ減減減減量量量量にににに努努努努めるきっかけとなりめるきっかけとなりめるきっかけとなりめるきっかけとなり、、、、またまたまたまた、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動のののの原原原原点点点点ととととなってなってなってなって今日今日今日今日にににに至至至至っていますっていますっていますっています。。。。 

  さてさてさてさて、、、、実際実際実際実際のののの取取取取組組組組ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、家家家家庭庭庭庭のののの省省省省エネエネエネエネ、、、、省省省省資源資源資源資源ということではということではということではということでは、、、、石石石石油油油油危危危危機機機機のののの予予予予感感感感はしたもののはしたもののはしたもののはしたものの、、、、我我我我がががが家家家家がどれくらいのエネルギーをがどれくらいのエネルギーをがどれくらいのエネルギーをがどれくらいのエネルギーを消消消消費費費費しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、銀銀銀銀行行行行のののの引引引引きききき落落落落ととととしししし通通通通帳帳帳帳ではではではでは判判判判断断断断できなかったのでできなかったのでできなかったのでできなかったので、、、、家計家計家計家計簿簿簿簿とはとはとはとは別別別別ノノノノートにートにートにートに光熱費光熱費光熱費光熱費にににに関関関関するものをするものをするものをするものを書書書書きとめきとめきとめきとめましたましたましたました。。。。灯灯灯灯油油油油のののの原原原原油油油油高高高高騰騰騰騰価価価価格格格格というのはというのはというのはというのは予予予予感感感感がががが当当当当たりたりたりたり、、、、最最最最初初初初買買買買ったったったった当当当当時時時時はははは１１１１リリリリットルットルットルットル 32円円円円だだだだったのがったのがったのがったのが、、、、第第第第２２２２次次次次オオオオイルイルイルイルショックショックショックショック時時時時にはにはにはには、、、、いまいまいまいまだだだだかつてないかつてないかつてないかつてない 92円円円円まではまではまではまではねねねね上上上上がりましたがりましたがりましたがりました。。。。これによってこれによってこれによってこれによって社会社会社会社会全全全全体体体体がががが省省省省エネエネエネエネ必必必必要要要要不不不不可可可可欠欠欠欠ということになったことがということになったことがということになったことがということになったことが、、、、いまいまいまいまだだだだ私私私私のののの頭頭頭頭にににに残残残残っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、「、「、「、「ああああああああ、、、、我我我我がががが国国国国はまはまはまはまだだだだエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー面面面面ではではではでは自立自立自立自立できていないできていないできていないできていない国国国国ななななののののだだだだ」」」」ということをということをということをということを痛痛痛痛感感感感してしてしてして、、、、これはこれはこれはこれは毎毎毎毎日日日日がががが省省省省エネでなけれエネでなけれエネでなけれエネでなければばばばいけないといけないといけないといけないと、、、、いまいまいまいまだだだだ頭頭頭頭にイにイにイにインプットされているンプットされているンプットされているンプットされている思思思思いですいですいですいです。。。。 

  毎毎毎毎年年年年のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、我我我我がががが家家家家のサのサのサのサママママータイムをータイムをータイムをータイムを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。雑雑雑雑用用用用はははは涼涼涼涼しいしいしいしい朝朝朝朝のうのうのうのうちちちちにににに済済済済ませませませませ、、、、夜夜夜夜にはにはにはには持持持持ちちちち込込込込まないまないまないまない。。。。窓窓窓窓にはにはにはには網網網網戸戸戸戸をしておりますがをしておりますがをしておりますがをしておりますが、、、、日日日日射射射射のののの強強強強いいいい部部部部屋屋屋屋にはすにはすにはすにはすだだだだれれれれをををを取取取取りつけりつけりつけりつけ、、、、自自自自然然然然のののの風風風風をををを頼頼頼頼りにりにりにりに生生生生活活活活しているとしているとしているとしていると、、、、エアエアエアエアココココンのンのンのンの必必必必要要要要性性性性をををを感感感感じじじじないないないない身身身身体体体体になれになれになれになれたたたた感感感感じじじじがしておりますがしておりますがしておりますがしております。。。。冬冬冬冬はははは、、、、暖暖暖暖房房房房機機機機セセセセンサーンサーンサーンサーだだだだけにけにけにけに任任任任せることなくせることなくせることなくせることなく、、、、一一一一番使番使番使番使うううう居居居居間間間間にはにはにはには温度温度温度温度計計計計 3 本本本本、、、、そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに 7 本本本本のののの温度温度温度温度計計計計をををを各各各各部部部部屋屋屋屋にににに取取取取りつけてりつけてりつけてりつけて、、、、温度温度温度温度にににに関関関関心心心心をををを持持持持っておりまっておりまっておりまっておりますすすす。。。。 

  日日日日常常常常的的的的にはにはにはには、、、、テテテテレレレレビビビビ番組番組番組番組はははは選択選択選択選択しししし、、、、リリリリモモモモココココンはンはンはンはチャチャチャチャンネルンネルンネルンネル切切切切りりりり替替替替ええええだだだだけにけにけにけに使使使使用用用用しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。ラジラジラジラジオオオオもももも結結結結構構構構楽楽楽楽しんでおりますししんでおりますししんでおりますししんでおりますし、、、、ココココンンンンセセセセントはントはントはントは、、、、使使使使わないときはプラグをわないときはプラグをわないときはプラグをわないときはプラグを抜抜抜抜いていていていておくおくおくおく、、、、これはこれはこれはこれは必必必必ずずずず実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。昨昨昨昨年年年年はははは、、、、家電家電家電家電のののの買買買買いかえがいかえがいかえがいかえが非常非常非常非常にににに多多多多かったのですがかったのですがかったのですがかったのですが、、、、省省省省エネエネエネエネ性性性性能能能能というものをというものをというものをというものを、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな資料資料資料資料をををを見見見見てててて、、、、それをそれをそれをそれを確確確確認認認認しながらしながらしながらしながら買買買買ったということでったということでったということでったということですすすす。。。。 

  不不不不要要要要時時時時のののの照明照明照明照明はははは、、、、ももももちろちろちろちろんんんん小小小小まめにまめにまめにまめに必必必必要要要要でないものはでないものはでないものはでないものは消消消消しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、門門門門灯灯灯灯ののののほほほほかかかか廊廊廊廊下下下下にはにはにはには３３３３個個個個ののののセセセセンサーをンサーをンサーをンサーを取取取取りつけておりますりつけておりますりつけておりますりつけております。。。。ですからですからですからですから、、、、スイッスイッスイッスイッチチチチにさわることなくにさわることなくにさわることなくにさわることなく夜夜夜夜ででででもももも歩歩歩歩けるというけるというけるというけるという状態状態状態状態にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。台台台台所所所所ではではではでは、、、、厚厚厚厚手手手手のなのなのなのなべべべべ、、、、圧圧圧圧力力力力ななななべべべべ、、、、それからそれからそれからそれから保保保保温調温調温調温調理理理理ななななべべべべなどなどなどなど、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ使使使使いいいい分分分分けておりますけれどもけておりますけれどもけておりますけれどもけておりますけれども、、、、一一一一番使番使番使番使うううう厚厚厚厚手手手手のなのなのなのなべべべべのののの省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果とととというものはいうものはいうものはいうものは十十十十分実分実分実分実感感感感しておりますしておりますしておりますしております。。。。 我我我我がががが家家家家はははは築築築築 30 年年年年ほほほほどになりますどになりますどになりますどになります。。。。自自自自宅宅宅宅ははははぐぐぐぐるりとるりとるりとるりと 100 ミミミミリリリリ断断断断熱材熱材熱材熱材、、、、そしてそしてそしてそしてオオオオールールールール二二二二重重重重ササササッシッシッシッシ。。。。これはこれはこれはこれは当当当当時時時時ではではではでは画期画期画期画期的的的的とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。そのそのそのその当当当当時時時時のののの灯灯灯灯油油油油使使使使用用用用量量量量はははは、、、、暖暖暖暖房房房房用用用用だだだだけですけですけですけですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、650リリリリットルットルットルットル余余余余りりりり。。。。昨昨昨昨年年年年のののの冬冬冬冬はははは 500リリリリットルットルットルットル余余余余りりりり。。。。我我我我がががが家家家家のののの省省省省エネエネエネエネ効効効効果果果果ももももＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減をををを幾幾幾幾分分分分担担担担っているのかなというっているのかなというっているのかなというっているのかなという気気気気もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの夏夏夏夏のののの気気気気温温温温、、、、そしてそしてそしてそして洪洪洪洪水水水水、、、、気気気気象象象象変変変変化化化化などによってなどによってなどによってなどによって、、、、じじじじわわわわじじじじわっとわっとわっとわっと地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化がががが忍忍忍忍びびびび寄寄寄寄っているようなっているようなっているようなっているような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。皆皆皆皆さんはいかがでしさんはいかがでしさんはいかがでしさんはいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  家家家家庭庭庭庭ごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量についてはについてはについてはについては、、、、さきにもさきにもさきにもさきにも述述述述べべべべましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、我我我我がががが家家家家ののののごごごごみのみのみのみの状況状況状況状況をををを知知知知るたるたるたるためにめにめにめにごごごごみみみみ日日日日記記記記をつけましたをつけましたをつけましたをつけました。。。。10 年年年年間間間間５５５５回回回回のののの記録記録記録記録をとっておりますをとっておりますをとっておりますをとっております。。。。生生生生ごごごごみはみはみはみはココココンンンンポポポポストストストスト処処処処
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理理理理、、、、冬冬冬冬はははは電気電気電気電気ごごごごみみみみ処処処処理理理理器器器器をををを使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。いずれもこれはいずれもこれはいずれもこれはいずれもこれは水水水水分分分分がががが問問問問題題題題なのでなのでなのでなので、、、、食食食食べべべべ残残残残ししししはははは絶絶絶絶対出対出対出対出さないさないさないさない。。。。果物果物果物果物のののの皮皮皮皮やややや野野野野菜菜菜菜くずはくずはくずはくずは、、、、直直直直接接接接ごごごごみみみみ袋袋袋袋にににに入入入入れないでれないでれないでれないで、、、、一一一一晩晩晩晩、、、、ザザザザルルルルやややや容容容容器器器器ななななどにどにどにどに入入入入れてれてれてれて水水水水分分分分をををを蒸蒸蒸蒸発発発発させてからさせてからさせてからさせてから我我我我がががが家家家家ののののココココンンンンポポポポストにストにストにストに入入入入れておりますれておりますれておりますれております。。。。大大大大きいものはきいものはきいものはきいものは刻刻刻刻むむむむなどのいなどのいなどのいなどのいろろろろいいいいろろろろなななな工夫工夫工夫工夫をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、我我我我がががが家家家家のののの台台台台所所所所はははは実実実実験室験室験室験室だだだだとととと思思思思ってってってってややややっていることがっていることがっていることがっていることが、、、、ごごごごみみみみ減減減減量量量量ののののポポポポイントになっているとイントになっているとイントになっているとイントになっていると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどどレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、私私私私のののの買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋はははは 30 年年年年余余余余りりりり使使使使いいいい、、、、いまいまいまいまだだだだになになになになじじじじんでんでんでんで使使使使っておりますっておりますっておりますっております。。。。入入入入りりりり切切切切らないときはスーパーがらないときはスーパーがらないときはスーパーがらないときはスーパーが準備準備準備準備してくれているダンしてくれているダンしてくれているダンしてくれているダンボボボボールにールにールにールに入入入入れてれてれてれて、、、、使使使使いいいい終終終終わったわったわったわった後後後後はははは、、、、それはそれはそれはそれは資源化資源化資源化資源化物物物物としてとしてとしてとして出出出出すというすというすというすという繰繰繰繰りりりり返返返返しですしですしですしです。。。。 以以以以上上上上のようなのようなのようなのような自自自自らのらのらのらの体体体体験験験験をををを活活活活かしてかしてかしてかして、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも社会社会社会社会のおのおのおのお役役役役立立立立ちちちちになれになれになれになればばばばというというというという思思思思いでいでいでいで、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな学学学学習習習習会会会会にににに参加参加参加参加してしてしてして協力協力協力協力などしておりますなどしておりますなどしておりますなどしております。。。。 私私私私はははは主主主主にににに市民市民市民市民をををを対対対対象象象象にににに活動活動活動活動しておりますしておりますしておりますしております。。。。県県県県やややや秋田市秋田市秋田市秋田市がががが行行行行ったったったった調調調調査査査査ではではではでは、、、、消消消消費費費費者者者者のののの環境環境環境環境にににに関関関関するするするする意識意識意識意識はははは非常非常非常非常にににに優優優優等等等等生生生生的的的的なななな回答回答回答回答がががが出出出出ているなというているなというているなというているなという実実実実感感感感はしますけれどもはしますけれどもはしますけれどもはしますけれども、、、、実際実際実際実際私私私私がこれまでのがこれまでのがこれまでのがこれまでの活動活動活動活動のののの中中中中でででで感感感感じじじじていることはていることはていることはていることは、、、、頭頭頭頭でででで意識意識意識意識しながらもしながらもしながらもしながらも行行行行動動動動にはなかなかにはなかなかにはなかなかにはなかなか結結結結びつびつびつびつかないというかないというかないというかないという、、、、意識意識意識意識とととと行行行行動動動動のずれのずれのずれのずれ。。。。２２２２つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はははは差差差差しししし迫迫迫迫ったことではなくったことではなくったことではなくったことではなく、、、、何何何何とかなるとかなるとかなるとかなるだろだろだろだろうといううといううといううという危危危危機感機感機感機感のののの欠如欠如欠如欠如。。。。３３３３つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、これはこれはこれはこれは危危危危機感機感機感機感のののの欠如欠如欠如欠如ともともともとも関連関連関連関連しししし、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題はあまりはあまりはあまりはあまり気気気気にしないというにしないというにしないというにしないという、、、、これはこれはこれはこれは地域地域地域地域間間間間にににに非常非常非常非常にににに温度温度温度温度差差差差があるなということをがあるなということをがあるなということをがあるなということを感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。４４４４つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、便便便便利利利利さにさにさにさに慣慣慣慣れれれれ切切切切ったったったった生生生生活活活活からからからから、、、、近近近近場場場場ははははママママイイイイカカカカーにーにーにーに乗乗乗乗らないようらないようらないようらないようにとかにとかにとかにとか、、、、アイアイアイアイドリドリドリドリングはングはングはングはややややめましめましめましめましょょょょうとうとうとうと言言言言ってもってもってもっても、、、、何何何何かかかか自分自分自分自分ににににふふふふりかかることはりかかることはりかかることはりかかることは責責責責任任任任をををを回回回回避避避避したいというしたいというしたいというしたいという、、、、リリリリスク・スク・スク・スク・変変変変化化化化をををを嫌嫌嫌嫌うううう。。。。５５５５つつつつ目目目目にはにはにはには、、、、情情情情報報報報のののの伝伝伝伝達達達達にもにもにもにも地域地域地域地域差差差差がががが非常非常非常非常にににに多多多多いいいいようなようなようなような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。 活動活動活動活動からこのようなことをからこのようなことをからこのようなことをからこのようなことを感感感感じじじじておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、市市市市役所役所役所役所のののの広広広広報報報報ではではではでは月月月月にににに何何何何回回回回かかかか情情情情報報報報発発発発信信信信をしてをしてをしてをしておりますおりますおりますおります。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、新新新新聞聞聞聞、、、、テテテテレレレレビビビビ、、、、ラジラジラジラジオオオオ、、、、ききききょょょょうのうのうのうの新新新新聞聞聞聞にもにもにもにも環境環境環境環境にににに関関関関すすすするるるる問問問問題題題題はははは二二二二、、、、三出三出三出三出てててて、、、、目目目目をををを引引引引きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは情情情情報報報報にもっともっとにもっともっとにもっともっとにもっともっと敏敏敏敏感感感感になっていかになっていかになっていかになっていかなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。敏敏敏敏感感感感になるになるになるになるだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、そのそのそのその情情情情報報報報にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行動動動動にににに移移移移していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばば、、、、問問問問題題題題改改改改善善善善はははは非常非常非常非常にににに遅遅遅遅れれれれ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とはとはとはとは反反反反するするするする方方方方向向向向にににに進進進進むむむむのではないかというのではないかというのではないかというのではないかという感感感感じじじじががががしてなりませんしてなりませんしてなりませんしてなりません。。。。 私私私私たたたたちちちちはははは、、、、本本本本当当当当にににに頭頭頭頭でででで考考考考えるえるえるえるだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、もうもうもうもう即即即即、、、、行行行行動動動動にににに移移移移すということがすということがすということがすということが一一一一番番番番大事大事大事大事でででではないかなとはないかなとはないかなとはないかなと、、、、日日日日常常常常のののの生生生生活活活活、、、、そしてそしてそしてそして活動活動活動活動をををを通通通通じじじじてててて感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  那須那須那須那須さんさんさんさん、、、、どうもどうもどうもどうもありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。非常非常非常非常にににに地地地地道道道道にににに、、、、しかもしかもしかもしかも着着着着実実実実にににに活動活動活動活動されていされていされていされていてててて、、、、感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。特特特特にににに「「「「雑雑雑雑用用用用はははは朝朝朝朝のうのうのうのうちちちちにににに」」」」というというというという言言言言葉葉葉葉はよいですはよいですはよいですはよいですねねねね。。。。これこれこれこれ早速早速早速早速、、、、ううううちちちちにににに帰帰帰帰ったらったらったらったら妻妻妻妻にににに言言言言ってってってって、、、、共共共共々々々々にににに実実実実践践践践したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうも面面面面倒倒倒倒くさいことはくさいことはくさいことはくさいことは夜夜夜夜ににににとっておいてとっておいてとっておいてとっておいて、、、、夜遅夜遅夜遅夜遅くくくく、、、、電気電気電気電気をこうこうとつけながらをこうこうとつけながらをこうこうとつけながらをこうこうとつけながらややややるライフスタイルるライフスタイルるライフスタイルるライフスタイル、、、、我我我我がががが家家家家もあるもあるもあるもあるのでのでのでので、、、、猛猛猛猛省省省省しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  あとあとあとあと、、、、頭頭頭頭ではではではでは環境環境環境環境がががが大事大事大事大事だだだだ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向かわなくてはならないということをかわなくてはならないということをかわなくてはならないということをかわなくてはならないということを多多多多くのくのくのくの方方方方がががが思思思思っているのっているのっているのっているのだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、行行行行動動動動にににに結結結結びつかないというのはびつかないというのはびつかないというのはびつかないというのは、、、、多多多多分分分分、、、、どこのどこのどこのどこの自治体自治体自治体自治体、、、、地地地地域域域域でもでもでもでも同同同同じじじじだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私もももも、、、、能代市能代市能代市能代市さんとさんとさんとさんと３３３３年年年年ほほほほどいどいどいどいろろろろいいいいろろろろ環境関係環境関係環境関係環境関係でおでおでおでお仕仕仕仕事事事事をさせをさせをさせをさせていたていたていたていただだだだいているのですがいているのですがいているのですがいているのですが、、、、ややややはりアンはりアンはりアンはりアンケケケケートでもートでもートでもートでも、、、、似似似似たようなたようなたようなたような結結結結果果果果がががが出出出出てきていますてきていますてきていますてきています。。。。ここらここらここらここら辺辺辺辺をどうしたらよいのかをどうしたらよいのかをどうしたらよいのかをどうしたらよいのか、、、、後後後後ほほほほどのどのどのどの議議議議論論論論のののの中中中中でででで触触触触れられれれられれれられれれられればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、行政行政行政行政のののの立立立立場場場場からからからから、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤さんからおさんからおさんからおさんからお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 佐藤佐藤佐藤佐藤次次次次長長長長 

  佐藤佐藤佐藤佐藤とととと申申申申しますしますしますします。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題ということでということでということでということで、、、、少少少少ししししかたくなりますけれどもかたくなりますけれどもかたくなりますけれどもかたくなりますけれども、、、、2 つのつのつのつの計画計画計画計画にににに絞絞絞絞ってってってって、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況をおをおをおをお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげたいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料のののの中中中中にににに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと長長長長くなりますくなりますくなりますくなりますがががが、「、「、「、「循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成のののの基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」のののの概概概概要要要要版版版版がががが入入入入っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、これにこれにこれにこれに従従従従いましていましていましていましてごごごご説明説明説明説明をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

  これまでこれまでこれまでこれまで県県県県ではではではでは、、、、従来従来従来従来からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理対策理対策理対策理対策といったといったといったといった中中中中でこのでこのでこのでこの 3R をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための策策策策といといといといったものをったものをったものをったものを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。たたたただだだだ、、、、今今今今、、、、大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっているこのとなっているこのとなっているこのとなっているこの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会といといといといったものをつくりったものをつくりったものをつくりったものをつくり上上上上げげげげていくにはていくにはていくにはていくには、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物へのへのへのへの対策対策対策対策だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ややややはりはりはりはり社会社会社会社会全全全全体体体体でででで資資資資源源源源のののの流流流流れをれをれをれを視視視視野野野野にににに入入入入れたれたれたれた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要だだだだとととと。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの対策対策対策対策ともともともとも重重重重なるなるなるなる部部部部分分分分もあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれどももあるわけですけれども、、、、このこのこのこの計画計画計画計画をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげたということでたということでたということでたということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  最最最最初初初初のののの見見見見開開開開きをおきをおきをおきをお開開開開きききき願願願願いたいのですがいたいのですがいたいのですがいたいのですが、、、、左左左左側側側側ののののほほほほうにうにうにうに、、、、県県県県がががが目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会のイのイのイのイメメメメージをージをージをージを挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、右右右右ののののほほほほうのうのうのうのペペペページにはージにはージにはージには、、、、たたたただだだだいまいまいまいま申申申申しししし上上上上げげげげましたましたましたました物質物質物質物質フローということでフローということでフローということでフローということで、、、、物物物物のののの流流流流れということでれということでれということでれということで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの流流流流れれれれだだだだけではけではけではけではなくてなくてなくてなくて、、、、全全全全体体体体にににに、、、、資源資源資源資源がどれがどれがどれがどれだだだだけけけけ投投投投入入入入されてされてされてされて、、、、どんなどんなどんなどんな流流流流れになっているのかということをれになっているのかということをれになっているのかということをれになっているのかということを調調調調べべべべ上上上上げげげげたたたた結結結結果果果果をををを示示示示しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、後後後後ほほほほどおどおどおどお目目目目通通通通しをいたしをいたしをいたしをいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、県県県県といたしましてどんなことをといたしましてどんなことをといたしましてどんなことをといたしましてどんなことをややややるのかということですけれどもるのかということですけれどもるのかということですけれどもるのかということですけれども、、、、一一一一番番番番最最最最後後後後のののの見見見見開開開開きをおきをおきをおきをお開開開開きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、大大大大きくきくきくきく 4 つのつのつのつの柱柱柱柱をををを掲掲掲掲げげげげてててて、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ進進進進めようというめようというめようというめようというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ままままずずずず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 3R のののの推進推進推進推進、、、、それからそれからそれからそれから適正処適正処適正処適正処理理理理ということですがということですがということですがということですが、、、、3R 活動活動活動活動をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための啓発啓発啓発啓発、、、、情情情情報報報報のののの提提提提供供供供、、、、これはこれはこれはこれは定番定番定番定番ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これもこれもこれもこれも地地地地道道道道ににににややややっていこうっていこうっていこうっていこうということですしということですしということですしということですし、、、、それからまたそれからまたそれからまたそれからまた、、、、2 つつつつ目目目目のののの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております循環循環循環循環をををを基調基調基調基調としたラとしたラとしたラとしたライフスタイルイフスタイルイフスタイルイフスタイル、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動へのへのへのへの転転転転換換換換というというというというふふふふうなことではうなことではうなことではうなことでは、、、、まさにまさにまさにまさに認識認識認識認識をををを共共共共有有有有しながらしながらしながらしながら具具具具体体体体的的的的なななな行行行行動動動動がががが行行行行われるようにわれるようにわれるようにわれるように、、、、そういったことのそういったことのそういったことのそういったことの定定定定着着着着をををを図図図図っていこうということですしっていこうということですしっていこうということですしっていこうということですし、、、、ままままたたたた、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境のののの負負負負荷荷荷荷のののの小小小小さいさいさいさい事業活動事業活動事業活動事業活動、、、、こういったものにもこういったものにもこういったものにもこういったものにも配配配配慮慮慮慮してしてしてして進進進進めていこうということでありますめていこうということでありますめていこうということでありますめていこうということであります。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの利活用利活用利活用利活用のののの推進推進推進推進ということでということでということでということで、、、、ごごごご承承承承知知知知ののののようにようにようにように、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県はははは非常非常非常非常にににに稲稲稲稲わらわらわらわら、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木質木質木質木質系系系系もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、非常非常非常非常にににに賦賦賦賦存量存量存量存量がががが全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも大大大大きいということできいということできいということできいということで、、、、このこのこのこの優優優優位性位性位性位性をををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら何何何何らかのらかのらかのらかの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていこめていこめていこめていこうということでうということでうということでうということで掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、いまいまいまいま一一一一つはつはつはつは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの振興振興振興振興ということでということでということでということで、、、、今今今今もいもいもいもいろろろろんなんなんなんな動動動動きがきがきがきがありますけれどもありますけれどもありますけれどもありますけれども、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発をををを進進進進めめめめ、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた創創創創業業業業、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは新規新規新規新規参参参参入入入入へのへのへのへの支支支支援援援援、、、、こうこうこうこういったものもいったものもいったものもいったものも行行行行いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、県県県県がががが進進進進めておりますめておりますめておりますめております、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品のののの認認認認定制定制定制定制度度度度がありがありがありがありますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその製品製品製品製品のののの普及普及普及普及をををを図図図図っていこうっていこうっていこうっていこう。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、後後後後ほほほほどどどど触触触触れますけれどもれますけれどもれますけれどもれますけれども、、、、北部北部北部北部エエエエココココタタタタウウウウンンンン計画計画計画計画もきもきもきもきちちちちんとんとんとんと進進進進めていこうということでめていこうということでめていこうということでめていこうということで、、、、このこのこのこの計画計画計画計画をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。 

  右右右右ののののペペペページにージにージにージに参参参参りましてりましてりましてりまして、、、、このこのこのこの計画計画計画計画でででで主主主主なななな数数数数値値値値目目目目標標標標ということでということでということでということで、、、、ここにここにここにここに掲掲掲掲げげげげてありまてありまてありまてありますようにすようにすようにすように、、、、具具具具体体体体のののの数数数数値値値値目目目目標標標標をををを挙挙挙挙げげげげながらながらながらながら取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めることとしておりますめることとしておりますめることとしておりますめることとしております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、2 つつつつ目目目目のののの計画計画計画計画ですがですがですがですが、、、、秋田秋田秋田秋田のののの北部北部北部北部エエエエココココタタタタウウウウンンンン計画計画計画計画ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその前前前前ののののペペペペーーーージをジをジをジをちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお開開開開きききき願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、右右右右ののののペペペページのージのージのージの上上上上ののののほほほほうにうにうにうに書書書書いておりますけれいておりますけれいておりますけれいておりますけれどもどもどもども、、、、平平平平成成成成 11 年年年年からスタートしておりましてからスタートしておりましてからスタートしておりましてからスタートしておりまして、、、、鉱鉱鉱鉱山関連山関連山関連山関連のののの、、、、既既既既にあるにあるにあるにある基盤基盤基盤基盤といったものをといったものをといったものをといったものを
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生生生生かしながらかしながらかしながらかしながらリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業をををを進進進進めていこうめていこうめていこうめていこう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは新新新新産業産業産業産業をつくをつくをつくをつくろろろろうということでうということでうということでうということで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進められておりましてめられておりましてめられておりましてめられておりまして、、、、具具具具体体体体のプロジェクトといたしましてはのプロジェクトといたしましてはのプロジェクトといたしましてはのプロジェクトといたしましては、、、、小坂小坂小坂小坂町町町町、、、、あるいあるいあるいあるいはははは大大大大館館館館市市市市、、、、このこのこのこの中中中中にはにはにはには、、、、秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドさんもさんもさんもさんも入入入入っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども、、、、それからそれからそれからそれから、、、、能代市能代市能代市能代市ののののほほほほうでのうでのうでのうでの事業事業事業事業がががが、、、、今今今今動動動動いているいているいているいている状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで非常非常非常非常にににに順順順順調調調調にににに来来来来ているのかなというているのかなというているのかなというているのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいますしししし、、、、まさにまさにまさにまさに全全全全国国国国にににに誇誇誇誇れるれるれるれる地域地域地域地域プロジェクトであプロジェクトであプロジェクトであプロジェクトであろろろろううううとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、次次次次にににに、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて 3点点点点ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1 つはつはつはつは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出のののの抑抑抑抑制制制制、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制ととととリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率のののの向向向向上上上上ということでということでということでということで、、、、前前前前ののののほほほほうからうからうからうから 2つつつつ目目目目のののの見見見見開開開開きになりますがきになりますがきになりますがきになりますが、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、上上上上ののののほほほほうのうのうのうの左左左左のののの図図図図ををををごごごごらんらんらんらんにいたにいたにいたにいただだだだけれけれけれければばばばおわかりのようにおわかりのようにおわかりのようにおわかりのように、、、、ほほほほぼぼぼぼ横横横横ばばばばいのいのいのいの状況状況状況状況がががが続続続続いておりますいておりますいておりますいております。。。。たたたただだだだ、、、、そういっそういっそういっそういったたたた中中中中でででで、、、、1人人人人１１１１日日日日当当当当たりのたりのたりのたりのごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量といったものをといったものをといったものをといったものを見見見見ますとますとますとますと、、、、このこのこのこの右右右右のののの図図図図ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県のののの場場場場合合合合はははは、、、、平平平平成成成成 16 年年年年にはにはにはには 1,091g というというというという数数数数字字字字。。。。ここでここでここでここで全全全全国国国国平均平均平均平均ををををちちちちょょょょっとっとっとっと上回上回上回上回ってしってしってしってしまったというまったというまったというまったというふふふふうなことですしうなことですしうなことですしうなことですし、、、、平平平平成成成成 17 年年年年のののの数数数数字字字字ももももちちちちょょょょっとまたっとまたっとまたっとまた伸伸伸伸びているというびているというびているというびているという状況状況状況状況ににににありますありますありますあります。。。。このこのこのこの辺辺辺辺がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題としてとしてとしてとして認識認識認識認識いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、左左左左のののの下下下下のののの図図図図ですがですがですがですが、、、、これでいきますとこれでいきますとこれでいきますとこれでいきますと、、、、順順順順調調調調にににに伸伸伸伸びてきておりましてびてきておりましてびてきておりましてびてきておりまして非常非常非常非常にいいようににいいようににいいようににいいように見見見見えるんですがえるんですがえるんですがえるんですが、、、、このこのこのこの内実内実内実内実をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率がががが非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、、、、高高高高水準水準水準水準にありましてにありましてにありましてにありまして、、、、全全全全県県県県をををを引引引引っっっっ張張張張りりりり上上上上げげげげているているているている状況状況状況状況にありにありにありにありますますますます。。。。中中中中にはまにはまにはまにはまだリだリだリだリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率がががが 1 けたけたけたけた台台台台のののの市町市町市町市町村村村村もあるということでもあるということでもあるということでもあるということで、、、、市町市町市町市町村村村村間間間間のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに大大大大きなきなきなきな温度温度温度温度差差差差がありますがありますがありますがあります。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、全全全全体的体的体的体的なななな底底底底上上上上げげげげがががが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題でででであるとあるとあるとあると認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、2 つつつつ目目目目のののの課題課題課題課題ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制ととととリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの促進促進促進促進というというというということでことでことでことで、、、、そのそのそのその次次次次のののの見見見見開開開開きになりますきになりますきになりますきになります。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物量量量量ののののほほほほぼぼぼぼ 5 倍倍倍倍とととといういういういうふふふふうにうにうにうに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばよよよよろろろろしいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますいますいますいます。。。。非常非常非常非常にににに多多多多くのくのくのくの量量量量がががが出出出出されておりまされておりまされておりまされておりましてしてしてして、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの負負負負荷荷荷荷もももも非常非常非常非常にににに大大大大きいというきいというきいというきいという状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。右右右右のののの上上上上のののの図図図図ををををごごごごらんいたらんいたらんいたらんいただだだだききききたいのですけれどもたいのですけれどもたいのですけれどもたいのですけれども、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量量のののの割割割割合合合合がががが低低低低水準水準水準水準。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県のののの場場場場合合合合はははは H16 にはにはにはには 28％％％％というこというこというこということですがとですがとですがとですが、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする全全全全国国国国のののの数数数数値値値値はははは 51％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。それからまたそれからまたそれからまたそれからまた、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量もももも、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県はははは 34％％％％。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして全全全全国国国国はははは 6％％％％ということでということでということでということで、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県のののの場場場場合合合合ははははちちちちょょょょっとっとっとっと固有固有固有固有のののの事事事事情情情情もありますけれどももありますけれどももありますけれどももありますけれども、、、、いずれいずれいずれいずれ再再再再生生生生利用利用利用利用のののの促進促進促進促進、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた最最最最終終終終処処処処分分分分量量量量をををを減減減減らしていらしていらしていらしていくくくく、、、、このこのこのこの辺辺辺辺もまたもまたもまたもまた非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3点点点点目目目目ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの振興振興振興振興ということでということでということでということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろこれこれこれこれからさまからさまからさまからさまざざざざまなまなまなまな分野分野分野分野でででで振興振興振興振興がががが必必必必要要要要だだだだとととと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。いずれいずれいずれいずれ産学産学産学産学官官官官のののの連連連連携携携携をををを図図図図りながりながりながりながらららら鉱鉱鉱鉱山技術等山技術等山技術等山技術等々々々々のののの蓄蓄蓄蓄積積積積されたされたされたされた高高高高度度度度なななな技術技術技術技術をををを生生生生かかかかしてしてしてして、、、、事業可能事業可能事業可能事業可能性性性性のののの調調調調査査査査、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは技術開技術開技術開技術開発発発発をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必必必必要要要要があるがあるがあるがあるだろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし、、、、またあわせてまたあわせてまたあわせてまたあわせて、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、新新新新たなたなたなたな参参参参入入入入といったものをといったものをといったものをといったものを促進促進促進促進していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないなといけないなといけないなといけないなと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  非常非常非常非常にににに雑雑雑雑駁駁駁駁なななな説明説明説明説明ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、とりあえずここまでにしたいととりあえずここまでにしたいととりあえずここまでにしたいととりあえずここまでにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもどうもどうもどうも佐藤佐藤佐藤佐藤さんさんさんさん、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。因因因因みにみにみにみに、、、、ごごごごみのみのみのみの１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの排排排排出出出出量量量量のののの統統統統計計計計をををを今見今見今見今見てててて思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、昭昭昭昭和和和和 20 年年年年、、、、終終終終戦後戦後戦後戦後すすすすぐぐぐぐのののの年年年年ののののごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、たしかたしかたしかたしか 28ｇｇｇｇでしでしでしでしたたたた。。。。でででで、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん右右右右肩肩肩肩上上上上がりでがりでがりでがりで上上上上がってきましがってきましがってきましがってきましてててて、、、、1960 年年年年にににに、、、、600ｇｇｇｇにににに増増増増えたえたえたえた。。。。1970 年代年代年代年代
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にににに 1,000ｇｇｇｇにまでにまでにまでにまで増増増増ええええ、、、、そのそのそのその後後後後はははは、、、、増増増増えたりえたりえたりえたり、、、、オオオオイルショックのときはイルショックのときはイルショックのときはイルショックのときは若干若干若干若干減減減減ったりったりったりったり、、、、またまたまたまた増増増増えたりしながらえたりしながらえたりしながらえたりしながら、、、、基本的基本的基本的基本的にににに 1,000ｇｇｇｇ前後前後前後前後のとこのとこのとこのところろろろをををを推推推推移移移移しているというしているというしているというしているという現現現現状状状状があるのですがあるのですがあるのですがあるのですがががが、、、、今回今回今回今回、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県のののの１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりのごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出量量量量をををを知知知知りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、全全全全国国国国平均平均平均平均をををを上回上回上回上回ってしまってしまってしまってしまっているということでっているということでっているということでっているということで、、、、ややややはりはりはりはり県県県県としてとしてとしてとして真真真真剣剣剣剣にににに取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきであるというきであるというきであるというきであるという認識認識認識認識をををを新新新新たにしたにしたにしたにしましたましたましたました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からそれからそれからそれからそれぞぞぞぞれのれのれのれの取取取取組組組組又又又又はははは課題等課題等課題等課題等をををを説明説明説明説明していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。残残残残りりりり 30 分分分分ほほほほどでどでどでどで、、、、ではではではでは、、、、これからそのこれからそのこれからそのこれからその課題課題課題課題にににに向向向向けてどうすれけてどうすれけてどうすれけてどうすればばばばよいのかよいのかよいのかよいのか、、、、何何何何をすをすをすをすべべべべきなのきなのきなのきなのかということをおかということをおかということをおかということをお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、まずまずまずまず取取取取っつきっつきっつきっつきややややすいとこすいとこすいとこすいところろろろでででで、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳のののの福岡福岡福岡福岡さんのとこさんのとこさんのとこさんのところろろろからからからから始始始始めたいのですがめたいのですがめたいのですがめたいのですが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減にににに取取取取りりりり組組組組んでいらっしんでいらっしんでいらっしんでいらっしゃゃゃゃるということるということるということるということですですですです。。。。ごごごごみとかみとかみとかみとかリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを研究研究研究研究しているしているしているしている京京京京都都都都大学大学大学大学のののの高高高高月月月月紘紘紘紘さんのさんのさんのさんの試試試試算算算算なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、もしもしもしもし日日日日本本本本ででででレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを全部全部全部全部ママママイイイイババババッグッグッグッグ、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋にににに替替替替えられたらえられたらえられたらえられたら、、、、一体一体一体一体どれどれどれどれだだだだけのけのけのけの石石石石油油油油をををを節節節節約約約約でででできるのきるのきるのきるのだろだろだろだろうといううといううといううという試試試試算算算算をしましたをしましたをしましたをしました。。。。そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、200ｌｌｌｌののののドドドドラムラムラムラム缶缶缶缶換換換換算算算算でででで 378万万万万本分本分本分本分のののの石石石石油油油油がががが節節節節約約約約できるというできるというできるというできるという数数数数字字字字をををを、、、、たしかたしかたしかたしか「「「「ゴゴゴゴミミミミ問問問問題題題題とライフスタイルとライフスタイルとライフスタイルとライフスタイル」」」」というというというという本本本本のののの中中中中でででで紹介紹介紹介紹介しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。30 年年年年ぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまでは買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋というのはというのはというのはというのはごごごごくくくく普普普普通通通通にににに使使使使われていたとわれていたとわれていたとわれていたと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、いいいいろろろろんなことからどんどんんなことからどんどんんなことからどんどんんなことからどんどんレレレレジジジジ袋袋袋袋がががが普及普及普及普及してきましてしてきましてしてきましてしてきまして、、、、それがそれがそれがそれが今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと問問問問題題題題になってになってになってになって、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳さんではそれについてさんではそれについてさんではそれについてさんではそれについて取取取取りりりり組組組組んでいるわけですがんでいるわけですがんでいるわけですがんでいるわけですが、、、、因因因因みにみにみにみに、、、、現現現現状状状状どうでどうでどうでどうですかすかすかすか。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長     おおおお客客客客様様様様ののののママママイイイイババババッグのッグのッグのッグの持参率持参率持参率持参率ですがですがですがですが、、、、６６６６月月月月にににに、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県とととと、、、、頑張頑張頑張頑張ろろろろうといううといううといううという協協協協定定定定をををを結結結結びまびまびまびましてしてしてして、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、昨昨昨昨年年年年よりもよりもよりもよりも２２２２％％％％かかかか、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のののの伸伸伸伸びでおびでおびでおびでお客客客客様様様様のののの持参率持参率持参率持参率はははは増増増増えてきていえてきていえてきていえてきていたのですけれどもたのですけれどもたのですけれどもたのですけれども、、、、６６６６月月月月がががが昨昨昨昨年年年年よりもよりもよりもよりも５５５５％％％％、、、、７７７７月月月月がががが 6.8％％％％ということでということでということでということで、、、、７７７７月月月月はははは、、、、全全全全体体体体ではではではでは５５５５人人人人にににに１１１１人人人人のおのおのおのお客客客客様様様様、、、、19％％％％のののの数数数数字字字字までまでまでまで伸伸伸伸びておりますびておりますびておりますびております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、傾傾傾傾向向向向としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややはりはりはりはり高高高高齢齢齢齢者者者者のののの多多多多いいいい店店店店舗舗舗舗がががが非常非常非常非常ににににママママイイイイババババッグのッグのッグのッグの持参率持参率持参率持参率、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを辞辞辞辞退退退退するするするする方方方方がががが多多多多いということでいということでいということでいということで、、、、当当当当店店店店でもでもでもでもややややはりはりはりはり小小小小さいおさいおさいおさいお店店店店なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、30％％％％をををを超超超超えているということはえているということはえているということはえているということは、、、、３３３３人人人人にににに１１１１人人人人のおのおのおのお客客客客様様様様がががが持持持持ってきてくってきてくってきてくってきてくだだだださっているさっているさっているさっている。。。。それからそれからそれからそれから、、、、例例例例ええええばばばば、、、、鷹巣鷹巣鷹巣鷹巣とかとかとかとか、、、、ああいったああいったああいったああいった地域地域地域地域、、、、北北北北秋田秋田秋田秋田地地地地区区区区はははは、、、、分分分分別別別別がががが非常非常非常非常にににに細細細細かいかいかいかい出出出出しししし方方方方になっていましてになっていましてになっていましてになっていまして、、、、意識意識意識意識のののの高高高高いとこいとこいとこいところろろろもももも非常非常非常非常にににに高高高高いいいい水水水水準準準準できているというようなとこできているというようなとこできているというようなとこできているというようなところろろろですですですです。。。。秋田県秋田県秋田県秋田県とのとのとのとの目目目目標標標標はははは 20％％％％でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、ままままだだだだままままだだだだ低低低低いいいい地域地域地域地域もももも、、、、ままままだだだだ８８８８％％％％台台台台というようなとこというようなとこというようなとこというようなところろろろもももも２２２２店店店店舗舗舗舗ありますありますありますあります。。。。10％％％％台台台台はははは、、、、そういうそういうそういうそういう点点点点でででではまはまはまはまだだだだ六六六六、、、、七七七七店店店店舗舗舗舗残残残残っているというようなとこっているというようなとこっているというようなとこっているというようなところろろろでででで、、、、ままままだだだだままままだやだやだやだやらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないなとならないなとならないなとならないなといういういういうふふふふうにはうにはうにはうには思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元にもこのにもこのにもこのにもこの資料資料資料資料があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市ののののママママイイイイババババッグッグッグッグ持参率持参率持参率持参率がががが、、、、他他他他のとこのとこのとこのところろろろにににに比比比比べべべべてかなりてかなりてかなりてかなり低低低低いのですいのですいのですいのです。。。。６６６６月月月月 10.9％％％％、、、、７７７７月月月月がががが 10.1％％％％ということでということでということでということで、、、、先先先先ほほほほどどどど環環環環境境境境あきたあきたあきたあきた創創創創造造造造課課課課のののの桑桑桑桑原原原原課課課課長長長長からおからおからおからお話話話話があったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市のののの場場場場合合合合はははは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使ってもってもってもっても問問問問題題題題がないのでがないのでがないのでがないので、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民ががががごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。それそれそれそれでででで、、、、ごごごごみみみみ袋袋袋袋としてとしてとしてとして使使使使用用用用するためにするためにするためにするために、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をもらってしまっているというをもらってしまっているというをもらってしまっているというをもらってしまっているという現実現実現実現実があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。ここここういったういったういったういった問問問問題題題題にににに対対対対処処処処するかたするかたするかたするかたちちちちでででで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、東京東京東京東京のののの杉並杉並杉並杉並区区区区なんかはなんかはなんかはなんかは、、、、たしかたしかたしかたしかレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料有料有料有料化化化化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳さんではさんではさんではさんでは、、、、ごごごごみみみみ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化はははは検討検討検討検討されているのですかされているのですかされているのですかされているのですか。。。。 
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福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  頭頭頭頭のののの中中中中ではではではでは検討検討検討検討していますけれどもしていますけれどもしていますけれどもしていますけれども、、、、ややややはりいきなりはりいきなりはりいきなりはりいきなりややややるとるとるとると拒拒拒拒むむむむ人人人人がががが多多多多いですいですいですいです。。。。ごごごごみのみのみのみの出出出出しししし方方方方ですがですがですがですが、、、、大大大大館館館館ののののほほほほうはうはうはうは埋埋埋埋めめめめ立立立立ててててごごごごみみみみやややや缶缶缶缶類類類類などはなどはなどはなどは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋でででで出出出出してしてしてして構構構構わないことにわないことにわないことにわないことになっていますなっていますなっていますなっています。。。。しかししかししかししかし、、、、秋田市内秋田市内秋田市内秋田市内はははは、、、、ややややはりはりはりはり当当当当社社社社のののの店店店店舗舗舗舗もはっきりもはっきりもはっきりもはっきり言言言言ってってってって低低低低いのですいのですいのですいのです。。。。ささささっきっきっきっき言言言言ったったったった８８８８％％％％台台台台というのはというのはというのはというのは秋田市内秋田市内秋田市内秋田市内のおのおのおのお店店店店ですからですからですからですから。。。。 

  レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、おおおお客客客客様様様様がががが、、、、非常非常非常非常にににに便便便便利利利利なのですなのですなのですなのです。。。。大大大大館館館館はははは、、、、ハハハハチチチチ公公公公がががが出出出出ていますからていますからていますからていますから、、、、犬犬犬犬がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、犬犬犬犬ののののふふふふんをんをんをんを片片片片づけたりするのもづけたりするのもづけたりするのもづけたりするのも非常非常非常非常にににに便便便便利利利利ですしですしですしですし、、、、物物物物をしまったりをしまったりをしまったりをしまったり、、、、それからおそれからおそれからおそれからお隣隣隣隣さんにさんにさんにさんに物物物物をあをあをあをあげげげげたりたりたりたり、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな場場場場面面面面でででで、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは丈丈丈丈夫夫夫夫でででで、、、、長長長長持持持持ちちちちししししてててて、、、、おおおお客客客客様様様様からするとからするとからするとからすると便便便便利利利利なのですなのですなのですなのです。。。。生生生生ごごごごみをみをみをみを処処処処理理理理するするするする場場場場合合合合もももも、、、、ぎぎぎぎゅゅゅゅっとっとっとっと絞絞絞絞ってってってってややややるとるとるとると、、、、臭臭臭臭いがいがいがいが外外外外にににに出出出出ないとかないとかないとかないとか、、、、そういったそういったそういったそういった面面面面でででで便便便便利利利利なななな部部部部分分分分があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり５５５５円円円円取取取取るなどとるなどとるなどとるなどというのはいうのはいうのはいうのは、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味ではではではではちちちちょょょょっとっとっとっと……………………。。。。むむむむししししろろろろ全全全全体体体体ののののごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化とととといういういういう、、、、行政行政行政行政ででででややややるるるるごごごごみみみみ袋袋袋袋のののの出出出出しししし方方方方というかというかというかというか、、、、ああいうのもああいうのもああいうのもああいうのも少少少少しししし徹底徹底徹底徹底するといいのではないのかなとするといいのではないのかなとするといいのではないのかなとするといいのではないのかなと。。。。それそれそれそれはまたはまたはまたはまた市市市市のののの財財財財源源源源にもなるかとにもなるかとにもなるかとにもなるかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  はいはいはいはい、、、、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化のののの話話話話をををを続続続続けたいのですがけたいのですがけたいのですがけたいのですが、、、、秋田市秋田市秋田市秋田市はははは今今今今のとこのとこのとこのところろろろ無無無無料料料料ですよですよですよですよねねねね。。。。秋田県内秋田県内秋田県内秋田県内のいくつかののいくつかののいくつかののいくつかの自治体自治体自治体自治体でででで、、、、有料化有料化有料化有料化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切っているとこっているとこっているとこっているところろろろはありますはありますはありますはあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、能代市能代市能代市能代市もももも有料化有料化有料化有料化にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切ってってってって、、、、踏踏踏踏みみみみ切切切切ってからってからってからってから確確確確かにかにかにかにごごごごみのみのみのみの量量量量はははは減減減減っていますっていますっていますっています。。。。あとあとあとあと、、、、去去去去年年年年のののの 10 月月月月にににに、、、、県県県県のののの視視視視察察察察ということでということでということでということでドドドドイイイイツツツツにににに行行行行ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、ドドドドイイイイツツツツははははごごごごみのみのみのみの有有有有料化料化料化料化がががが徹底徹底徹底徹底していましてしていましてしていましてしていまして、、、、今今今今、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤さんがさんがさんがさんが使使使使ったったったった資料資料資料資料のののの中中中中にもあるのですがにもあるのですがにもあるのですがにもあるのですが、、、、ドドドドイイイイツツツツのフのフのフのフライブルクライブルクライブルクライブルク市市市市におけるにおけるにおけるにおける家家家家庭庭庭庭ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化のののの事事事事例例例例というのがありますというのがありますというのがありますというのがあります。。。。そのそのそのその資料資料資料資料によりますによりますによりますによりますとととと、、、、だだだだいたいいたいいたいいたい平均平均平均平均するとするとするとすると、、、、年年年年間間間間１１１１人人人人１１１１万万万万 8,846円円円円。。。。５５５５人人人人世世世世帯帯帯帯でででで６６６６万万万万 4,278円円円円ををををごごごごみみみみ処処処処理理理理費費費費用用用用としてとしてとしてとして払払払払っているということですっているということですっているということですっているということですねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭、、、、ごごごごみはおみはおみはおみはお金金金金をををを出出出出してしてしてして処処処処理理理理してもらしてもらしてもらしてもらわなくてはならないということになりますとわなくてはならないということになりますとわなくてはならないということになりますとわなくてはならないということになりますと、、、、多多多多分分分分ごごごごみをみをみをみを減減減減らそうというらそうというらそうというらそうという行行行行動動動動にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり直結直結直結直結するとするとするとすると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、ごごごごみをみをみをみを有料化有料化有料化有料化にするかどうかというのはにするかどうかというのはにするかどうかというのはにするかどうかというのは各自治体各自治体各自治体各自治体のののの判判判判断断断断によるによるによるによるのでしのでしのでしのでしょょょょうがうがうがうが、、、、県県県県のののの行政行政行政行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取組組組組がががが考考考考えられますえられますえられますえられますかかかか。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤次次次次長長長長 

  今今今今ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話にありましたけれどもにありましたけれどもにありましたけれどもにありましたけれども、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、今今今今現在県内現在県内現在県内現在県内のののの 11 市町市町市町市町村村村村でででで有料有料有料有料化化化化しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、数数数数字字字字でででで見見見見ますとますとますとますと、、、、有料市町有料市町有料市町有料市町村村村村でのでのでのでの平均平均平均平均のののの 1 人人人人当当当当たりたりたりたり 1 日日日日のののの排排排排出出出出量量量量といといといというのはうのはうのはうのは 957 グラムグラムグラムグラム。。。。それにそれにそれにそれに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、無無無無料料料料のののの市町市町市町市町村村村村ですとですとですとですと 1,170 グラムということでグラムということでグラムということでグラムということで、、、、200グラムというグラムというグラムというグラムという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな差差差差があるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、非常非常非常非常にににに効効効効果果果果がががが出出出出ているというのはているというのはているというのはているというのは事実事実事実事実かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  たたたただだだだ、、、、有料化有料化有料化有料化のののの料料料料金金金金のののの設設設設定定定定のこともあるんでしのこともあるんでしのこともあるんでしのこともあるんでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、市町市町市町市町村村村村によってはによってはによってはによっては、、、、またまたまたまたちちちちょょょょっとしっとしっとしっとしばばばばらくたつとらくたつとらくたつとらくたつとリバウリバウリバウリバウンンンンドドドドしてしまうといいまししてしまうといいまししてしまうといいまししてしまうといいましょょょょうかうかうかうか、、、、そういったそういったそういったそういった傾傾傾傾向向向向がががが見見見見らららられるのもまたこれれるのもまたこれれるのもまたこれれるのもまたこれ事実事実事実事実ですですですです。。。。今今今今までまでまでまでごごごごみみみみ対策対策対策対策にはにはにはには市町市町市町市町村村村村のののの方方方方々々々々がががが苦労苦労苦労苦労しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組んでんでんでんできておりましてきておりましてきておりましてきておりまして、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一定定定定のののの限限限限界界界界というんでしというんでしというんでしというんでしょょょょうかうかうかうか、、、、かなりかなりかなりかなり対応対応対応対応にににに詰詰詰詰まってしまっているまってしまっているまってしまっているまってしまっている面面面面もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、市町市町市町市町村村村村のののの方方方方々々々々をををを対対対対象象象象ににににごごごごみのみのみのみの有料有料有料有料化研究会化研究会化研究会化研究会といったものをといったものをといったものをといったものを今今今今年度年度年度年度つくりましてつくりましてつくりましてつくりまして、、、、そのそのそのその中中中中でいでいでいでいろろろろんなんなんなんな情情情情報報報報交交交交換換換換、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた今今今今までまでまでまでややややってきたってきたってきたってきた事事事事例例例例をををを踏踏踏踏まえてどこまでまえてどこまでまえてどこまでまえてどこまでややややれるのかれるのかれるのかれるのか、、、、何何何何ををををややややったらいいのかというようなったらいいのかというようなったらいいのかというようなったらいいのかというようなことをことをことをことを今今今今盛盛盛盛んにんにんにんに検討検討検討検討しているしているしているしている状況状況状況状況ですですですです。。。。 
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 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  ごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量についてについてについてについて、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からでからでからでからで結結結結構構構構ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、何何何何かかかかこうこうこうこうややややったらったらったらったら有効有効有効有効なのではないかというなのではないかというなのではないかというなのではないかという手手手手だだだだてなりてなりてなりてなり、、、、ヒヒヒヒントなりントなりントなりントなり、、、、あったらおあったらおあったらおあったらお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいのですがのですがのですがのですが、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社社社社長長長長 

  私私私私ののののほほほほうからうからうからうから提提提提案案案案というかというかというかというか、、、、今今今今現在現在現在現在ややややっていることをっていることをっていることをっていることを含含含含めてめてめてめて、、、、非常非常非常非常にににに成成成成功功功功しているとしているとしているとしていると私私私私はははは思思思思っていますけれどもっていますけれどもっていますけれどもっていますけれども、、、、実実実実はははは、、、、私私私私どものどものどものどもの商商商商品品品品はプラスはプラスはプラスはプラスチチチチックのックのックのックのＰＰＰＰＰＰＰＰ、、、、ポポポポリリリリプロプロプロプロピピピピレレレレンをンをンをンを原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん御御御御存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの容容容容器器器器ののののほほほほうはうはうはうは、、、、以以以以前前前前からからからからリリリリサイクルされていたわけでサイクルされていたわけでサイクルされていたわけでサイクルされていたわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、キキキキャャャャップのップのップのップの部部部部分分分分、、、、これはこれはこれはこれは各自治体各自治体各自治体各自治体ともともともとも全部全部全部全部焼却焼却焼却焼却していましていましていましていますすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、焼却焼却焼却焼却するということはそれするということはそれするということはそれするということはそれだだだだけけけけ維維維維持持持持管管管管理理理理がかがかがかがかかっているということかっているということかっているということかっているということだだだだったものですからったものですからったものですからったものですから、、、、先先先先般般般般、、、、去去去去年年年年のののの４４４４月月月月からからからから、、、、大大大大館館館館市市市市のののの一一一一小小小小学学学学校校校校にににに、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちににににペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャャャャップをップをップをップを集集集集めてもらってめてもらってめてもらってめてもらって、、、、まずどれまずどれまずどれまずどれだだだだけけけけ集集集集まるのかというまるのかというまるのかというまるのかということをことをことをことを試験試験試験試験的的的的ににににややややってみましたってみましたってみましたってみました。。。。非常非常非常非常にににに子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちはははは必必必必死死死死になってになってになってになってペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャャャャッッッップをプをプをプを家家家家庭庭庭庭からからからから持持持持ってきていましたってきていましたってきていましたってきていました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、１１１１年年年年間間間間ややややったったったった結結結結果果果果、、、、そのそのそのその報報報報酬酬酬酬としてとしてとしてとして、、、、おおおお金金金金でででではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、私私私私どものどものどものどもの製品製品製品製品のプランターのプランターのプランターのプランター、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはペペペペンンンン立立立立てをつくったものをてをつくったものをてをつくったものをてをつくったものを子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちににににああああげげげげてててて表表表表彰彰彰彰しましたしましたしましたしました。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、今今今今年年年年になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、県県県県のののの北北北北秋秋秋秋田田田田振興局振興局振興局振興局、、、、それからそれからそれからそれから大大大大館館館館市市市市にににに協力協力協力協力いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、大大大大館館館館市市市市のののの小小小小・・・・中中中中学学学学校校校校全全全全体体体体でこのでこのでこのでこの４４４４月月月月からからからから集集集集めていためていためていためていただだだだいておりいておりいておりいておりますますますます。。。。そのそのそのその反反反反響響響響がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくてきくてきくてきくて、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、集集集集めたのがめたのがめたのがめたのがペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャャャャップといップといップといップというのはうのはうのはうのは、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん御承御承御承御承知知知知のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、中中中中にはにはにはには炭酸炭酸炭酸炭酸のののの入入入入っているものというのはっているものというのはっているものというのはっているものというのは少少少少しししし汚汚汚汚れたりしれたりしれたりしれたりしていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、よくよくよくよく点数点数点数点数のついたステッのついたステッのついたステッのついたステッカカカカーをーをーをーを張張張張っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、ああいうものがああいうものがああいうものがああいうものが付付付付いているといているといているといていると、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは異異異異物物物物としてとしてとしてとして商商商商品品品品にならないものですからにならないものですからにならないものですからにならないものですから、、、、それをそれをそれをそれを、、、、大大大大館館館館市市市市のののの福福福福祉祉祉祉施施施施設設設設にににに持持持持っていってもらいましてっていってもらいましてっていってもらいましてっていってもらいまして、、、、それをそれをそれをそれを取取取取ってってってって、、、、それからそれからそれからそれから洗洗洗洗浄浄浄浄してもらいましてしてもらいましてしてもらいましてしてもらいまして、、、、そしてそしてそしてそしてそれをそれをそれをそれを私私私私どどどどものものものもの工場工場工場工場にににに持持持持ってきてってきてってきてってきて破破破破砕砕砕砕してしてしてして使使使使うといううといううといううという形形形形をとりましたをとりましたをとりましたをとりました。。。。非常非常非常非常にににに反反反反響響響響がががが大大大大ききききかったですかったですかったですかったです。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、Ｎ、Ｎ、Ｎ、ＮＨＫＨＫＨＫＨＫのテのテのテのテレレレレビビビビのののの「「「「おはようニッおはようニッおはようニッおはようニッポポポポンンンン」」」」にににに取取取取りりりり上上上上げげげげていたていたていたていただだだだいいいいたとこたとこたとこたところろろろ、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生もももも言言言言っていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、、、、全全全全国国国国からからからから「「「「協力協力協力協力しますよしますよしますよしますよ」、「」、「」、「」、「いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい持持持持っていきますよっていきますよっていきますよっていきますよ」」」」というというというという声声声声がありましたがありましたがありましたがありました。。。。しかししかししかししかし、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら法法法法律律律律上上上上これはできこれはできこれはできこれはできないということでないということでないということでないということで、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ大大大大館館館館だだだだけでけでけでけでややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちからからからから減減減減量量量量するするするする、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまたリリリリサイクルするサイクルするサイクルするサイクルする、、、、そういうそういうそういうそういう動動動動きをきをきをきを教教教教えるえるえるえる非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな手手手手本本本本になになになになっているのではないかなとっているのではないかなとっているのではないかなとっているのではないかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、そういうそういうそういうそういう気気気気持持持持ちちちちをををを子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが家家家家庭庭庭庭にににに持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、家家家家庭庭庭庭でそれがでそれがでそれがでそれが話話話話題題題題になっていくということがになっていくということがになっていくということがになっていくということが本本本本当当当当にににに大事大事大事大事なことになるなことになるなことになるなことになるのではないかなとのではないかなとのではないかなとのではないかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ここのここのここのここの隣隣隣隣にいるにいるにいるにいる伊徳伊徳伊徳伊徳さんもさんもさんもさんも、、、、福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長にににに聞聞聞聞いたいたいたいたらららら、、、、今今今今度企業度企業度企業度企業ボボボボランテランテランテランティィィィアとしてアとしてアとしてアとして大大大大館館館館市市市市としてトライしていくというとしてトライしていくというとしてトライしていくというとしてトライしていくという形形形形になってになってになってになって、、、、輪輪輪輪がががが広広広広がっていくということがこれからがっていくということがこれからがっていくということがこれからがっていくということがこれから大事大事大事大事なことではないかというなことではないかというなことではないかというなことではないかという気気気気がいたしますのでがいたしますのでがいたしますのでがいたしますので、、、、あえあえあえあえてててて私私私私ののののほほほほうからうからうからうから言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  とてもすとてもすとてもすとてもすばばばばらしいらしいらしいらしい事事事事例例例例をありがとうをありがとうをありがとうをありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほかかかか、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 
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    ほほほほぼぼぼぼ同同同同じじじじことことことことがががが言言言言えるのえるのえるのえるのだだだだとととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、小小小小型型型型家電家電家電家電ののののややややつもつもつもつも、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに三浦三浦三浦三浦社社社社長長長長とととと全全全全くくくく同同同同じじじじことをことをことをことを考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。最最最最初初初初はははは、、、、ベベベベルルルルママママークークークーク方方方方式式式式、、、、学学学学校校校校でででで集集集集めてもらってめてもらってめてもらってめてもらって、、、、そうそうそうそうするとするとするとすると、、、、例例例例ええええばばばば、「、「、「、「おおおお父父父父さんさんさんさん、、、、そこそこそこそこ捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃいけないよいけないよいけないよいけないよ」」」」ってってってって言言言言うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そういうことそういうことそういうことそういうことからからからから始始始始めてめてめてめて、、、、おおおお金金金金ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ややややはりはりはりはりボボボボールとかールとかールとかールとか何何何何かとかかとかかとかかとか、、、、そういうそういうそういうそういうボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの精精精精神神神神もももも育育育育てながらてながらてながらてながらややややるのるのるのるのだだだだということがということがということがということが一一一一番番番番よいかなとよいかなとよいかなとよいかなと思思思思ってってってってややややったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、少少少少しましましましまだだだだ最最最最初初初初ののののハハハハーーーードドドドルがルがルがルが高高高高かったのでかったのでかったのでかったので、、、、今今今今のようなのようなのようなのような形形形形になったのですがになったのですがになったのですがになったのですが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの話話話話があってがあってがあってがあって、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん来来来来るのにるのにるのにるのに、、、、今今今今おおおお断断断断りかりかりかりか、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは少少少少しししし待待待待ってもらっているというのはってもらっているというのはってもらっているというのはってもらっているというのは、、、、我我我我々々々々としてもつらいとことしてもつらいとことしてもつらいとことしてもつらいところろろろなのですなのですなのですなのです。。。。法法法法制制制制上上上上のののの話話話話もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろありますしありますしありますしありますし。。。。 有料化有料化有料化有料化のののの話話話話にににに戻戻戻戻りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、有料化有料化有料化有料化ってすってすってすってすごごごごくくくく安安安安易易易易なななな手手手手段段段段だだだだとととと私私私私はははは思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ヨヨヨヨーロッパをーロッパをーロッパをーロッパを見見見見ていてもていてもていてもていても、、、、ヨヨヨヨーロッパでもーロッパでもーロッパでもーロッパでも確確確確かにかにかにかに、、、、例例例例ええええばばばばさっきさっきさっきさっき言言言言ったったったった小小小小型型型型家電家電家電家電などはなどはなどはなどは有料有料有料有料なのですなのですなのですなのです。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル料料料料がががが既既既既にににに付付付付いているいているいているいている。。。。日日日日本本本本だだだだとととと、、、、家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法でででで有料有料有料有料ですがですがですがですが、、、、向向向向こうこうこうこうだだだだとととと、、、、細細細細かいかいかいかいややややつもつもつもつも全部全部全部全部、、、、懐懐懐懐中中中中電電電電灯灯灯灯１１１１個個個個にもにもにもにも付付付付いていますいていますいていますいています。。。。ダブルダブルダブルダブル値段値段値段値段でででで、、、、リリリリサイサイサイサイクルクルクルクル料料料料はははは、「、「、「、「これはこれはこれはこれは 10 円円円円ですですですです」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに付付付付いているのですがいているのですがいているのですがいているのですが、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに集集集集まっているまっているまっているまっているわけでわけでわけでわけではないですはないですはないですはないです。。。。 有料化有料化有料化有料化ってってってって、、、、何何何何かすかすかすかすごごごごいプいプいプいプレレレレッシッシッシッシャャャャーをーをーをーを与与与与えるのですがえるのですがえるのですがえるのですが、、、、実実実実はははは、、、、今今今今住住住住民民民民税税税税でいくらかでいくらかでいくらかでいくらか出出出出しているしているしているしているややややつをつをつをつを払払払払うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。あまりあまりあまりあまり変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと思思思思うしうしうしうし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、有料化有料化有料化有料化したことでしたことでしたことでしたことでかえってかえってかえってかえって人人人人任任任任せになるのですせになるのですせになるのですせになるのです。。。。金金金金をををを払払払払っているからよいっているからよいっているからよいっているからよいだろだろだろだろうといううといううといううという感感感感覚覚覚覚もももも出出出出てきてしまてきてしまてきてしまてきてしまうううう。。。。他他他他国国国国でもでもでもでも、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは言言言言いませんがいませんがいませんがいませんが、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい事事事事例例例例はありますはありますはありますはあります。。。。ですからですからですからですから、、、、そうするこそうするこそうするこそうすることをとをとをとを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、今三浦今三浦今三浦今三浦社社社社長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように、、、、ややややはりはりはりはり何何何何かうまくかうまくかうまくかうまくボボボボランテランテランテランティィィィアのことアのことアのことアのことをきをきをきをきちちちちんとんとんとんと出出出出していくしていくしていくしていく。。。。それでそれでそれでそれで、、、、もうこれはもうこれはもうこれはもうこれは社会社会社会社会全全全全体体体体をををを変変変変えないとえないとえないとえないとだだだだめなのでめなのでめなのでめなので、、、、我我我我々々々々ののののレレレレベベベベルではなくてルではなくてルではなくてルではなくて、、、、10 年先年先年先年先のののの経済経済経済経済原則原則原則原則をををを担担担担うううう人人人人たたたたちちちちをををを育育育育てながらてながらてながらてながらややややっていくというのがっていくというのがっていくというのがっていくというのが一一一一番番番番いいのかなといいのかなといいのかなといいのかなと。。。。有料化有料化有料化有料化することにすることにすることにすることに意意意意義義義義があるとしたらがあるとしたらがあるとしたらがあるとしたら、、、、有料化有料化有料化有料化ということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、おおおお金金金金をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり出出出出してしてしてしてややややるるるる。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに処処処処理理理理にかかっていますよというのをにかかっていますよというのをにかかっていますよというのをにかかっていますよというのを出出出出してしてしてしてややややるというるというるというるというのはのはのはのは、、、、非常非常非常非常によいことなのですによいことなのですによいことなのですによいことなのです。。。。感感感感じじじじないとないとないとないと行行行行動動動動にににに移移移移せないですからせないですからせないですからせないですから。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその点点点点でででではあるはあるはあるはある１１１１つのつのつのつのややややりりりり方方方方かなとはかなとはかなとはかなとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、あまりよくはないなというあまりよくはないなというあまりよくはないなというあまりよくはないなという気気気気はしますはしますはしますはします。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、能代市能代市能代市能代市のののの話話話話をををを何何何何回回回回もももも出出出出してしてしてして恐恐恐恐縮縮縮縮なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、能代市能代市能代市能代市ののののごごごごみみみみ処処処処理理理理にににに市民市民市民市民１１１１人人人人がががが年年年年間間間間いったいいくらいったいいくらいったいいくらいったいいくら払払払払っているっているっているっているのかというのかというのかというのかという統統統統計計計計をををを紹介紹介紹介紹介したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが、、、、年年年年間間間間一一一一人人人人当当当当たりたりたりたり 16,700 円円円円払払払払っていますっていますっていますっています。。。。たたたただだだだ、、、、ここここのののの費費費費用用用用負担負担負担負担にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの反反反反応応応応にはにはにはにはばばばばらつきがありらつきがありらつきがありらつきがあり、、、、女女女女性性性性はははは「「「「そんなにそんなにそんなにそんなに払払払払っているっているっているっているのですかのですかのですかのですか？？？？そのおそのおそのおそのお金金金金をををを教育教育教育教育やややや病病病病院院院院、、、、他他他他のののの福福福福祉祉祉祉施設等施設等施設等施設等ののののほほほほかのとこかのとこかのとこかのところろろろにににに回回回回すすすすべべべべきですきですきですきですねねねね。」。」。」。」とととといういういういうコメコメコメコメントがントがントがントが多多多多いいいい反反反反面面面面、、、、男性男性男性男性はははは「「「「16,700 円円円円出出出出してしてしてしてごごごごみみみみ処処処処理理理理をしてくれるのならをしてくれるのならをしてくれるのならをしてくれるのなら、、、、それでそれでそれでそれでよいよいよいよい。」「。」「。」「。」「いいいいろろろろいいいいろろろろ面面面面倒倒倒倒なことをなことをなことをなことをややややってってってってごごごごみみみみ処処処処理理理理費費費費用用用用をををを安安安安くくくく抑抑抑抑えようとするくらいならえようとするくらいならえようとするくらいならえようとするくらいなら、、、、
16,700円円円円出出出出しますしますしますします。」。」。」。」というというというという具具具具合合合合にににに、、、、女女女女性性性性とととと男性男性男性男性でででで意見意見意見意見がががが分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、面面面面白白白白いなといなといなといなと思思思思ったのでったのでったのでったのですがすがすがすが、、、、確確確確かにかにかにかに安安安安易易易易なななな有料化有料化有料化有料化というのはというのはというのはというのは、、、、考考考考えなくてはならないですえなくてはならないですえなくてはならないですえなくてはならないですねねねね。。。。 

  ほほほほかかかか、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうううう、、、、ごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量化化化化にににに向向向向けてけてけてけて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで何何何何かアイかアイかアイかアイデデデデアがありまアがありまアがありまアがありましたらしたらしたらしたら。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー 

  ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化についてはについてはについてはについては、、、、何何何何かかかか安安安安易易易易にににに有料化有料化有料化有料化ってってってって使使使使うのではなくてうのではなくてうのではなくてうのではなくて、、、、ききききちちちちっとっとっとっと処処処処理理理理にはにはにはには
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どれくらいかかっていますよとどれくらいかかっていますよとどれくらいかかっていますよとどれくらいかかっていますよと、、、、計計計計算算算算したらしたらしたらしたら１１１１人人人人いくらですよといくらですよといくらですよといくらですよと、、、、そういうそういうそういうそういう明確明確明確明確なななな数数数数字字字字をををを出出出出したしたしたした上上上上でででで、、、、これはこれはこれはこれは何割何割何割何割がががが税税税税金金金金でででで賄賄賄賄われていますわれていますわれていますわれています、、、、これこれこれこれ以以以以上上上上はもうはもうはもうはもう税税税税金金金金をかけられないをかけられないをかけられないをかけられない、、、、などのなどのなどのなどの情情情情報報報報ををををややややはりきはりきはりきはりきちちちちっとっとっとっと出出出出すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私がながながながなぜぜぜぜごごごごみみみみ減減減減量量量量にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだかというとかというとかというとかというと、、、、広広広広報報報報でででで、、、、16 年年年年後後後後にはにはにはには最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場がががが持持持持たないたないたないたないといったときのといったときのといったときのといったときのごごごごみみみみ処処処処理理理理経経経経費費費費がそのがそのがそのがその当当当当時時時時はははは 26 億円億円億円億円余余余余りりりりだだだだったのですったのですったのですったのですねねねね。。。。今今今今 40 億円億円億円億円をををを超超超超ええええているということですているということですているということですているということです。。。。本本本本当当当当にこのにこのにこのにこの 40億円億円億円億円をもっとをもっとをもっとをもっと福福福福祉祉祉祉ややややいいいいろろろろんなんなんなんな面面面面にににに活活活活かしたいものでかしたいものでかしたいものでかしたいものですすすす。。。。ごごごごみはみはみはみは私私私私たたたたちちちちがががが自分自分自分自分でででで選択選択選択選択してしてしてして、、、、購購購購入入入入してしてしてして、、、、要要要要らなくなったららなくなったららなくなったららなくなったら、、、、行政行政行政行政にににに処処処処理理理理してくしてくしてくしてくだだだださいというのはさいというのはさいというのはさいというのは何何何何かかかか間違間違間違間違っているっているっているっている。。。。まあまあまあまあ、、、、間違間違間違間違いとはいとはいとはいとは言言言言わないとなれわないとなれわないとなれわないとなればばばば、、、、もうもうもうもう少少少少しししし明確明確明確明確ににににしていくしていくしていくしていくべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。ごごごごみみみみ袋袋袋袋がががが有料化有料化有料化有料化になったということではなくてになったということではなくてになったということではなくてになったということではなくて、、、、ごごごごみをみをみをみを処処処処理理理理するのにこれをどれするのにこれをどれするのにこれをどれするのにこれをどれだだだだけけけけ向向向向けますよとけますよとけますよとけますよと、、、、そのためにはこれくらいそのためにはこれくらいそのためにはこれくらいそのためにはこれくらいごごごごみみみみ袋袋袋袋のののの料料料料金金金金をををを上上上上げげげげますよとますよとますよとますよと、、、、そういうきそういうきそういうきそういうきちちちちっとしたっとしたっとしたっとした情情情情報報報報もももも出出出出すすすすべべべべきではないかなときではないかなときではないかなときではないかなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  またまたまたまた、、、、ななななぜぜぜぜママママイイイイババババッグをみんなッグをみんなッグをみんなッグをみんな持持持持っていかないかというとっていかないかというとっていかないかというとっていかないかというと、、、、先先先先ほほほほどどどど高高高高齢齢齢齢者者者者がががが比比比比較較較較的持的持的持的持っっっってくるとのことですがてくるとのことですがてくるとのことですがてくるとのことですが、、、、レレレレジのジのジのジの店店店店員員員員さんはさんはさんはさんはレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを黙黙黙黙ってかってかってかってかごごごごにににに入入入入れてしまうのですれてしまうのですれてしまうのですれてしまうのですねねねね。。。。若若若若いいいい方方方方々々々々はははは、、、、それをそれをそれをそれを断断断断るるるる勇勇勇勇気気気気がないがないがないがない人人人人もいるみたいですもいるみたいですもいるみたいですもいるみたいです。。。。ですからですからですからですから、「、「、「、「今今今今度有料度有料度有料度有料になりましになりましになりましになりましたのでたのでたのでたので」」」」とととと、、、、それをスーパーそれをスーパーそれをスーパーそれをスーパー業界業界業界業界がががが一一一一斉斉斉斉にスタートしなけれにスタートしなけれにスタートしなけれにスタートしなければばばばこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなかこれはなかなか進進進進まないとまないとまないとまないと思思思思いますいますいますいます。。。。伊徳伊徳伊徳伊徳さんがいくらさんがいくらさんがいくらさんがいくら有料化有料化有料化有料化といってもといってもといってもといっても、、、、ほほほほかでたかでたかでたかでただだだだででででくれていれくれていれくれていれくれていればばばば、、、、今今今今はははは車車車車社会社会社会社会ですからですからですからですから、、、、消消消消費費費費者者者者はたはたはたはただだだだののののほほほほうへうへうへうへ走走走走ってしまうってしまうってしまうってしまう。。。。ごごごごみみみみ袋袋袋袋１１１１枚枚枚枚ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと思思思思ってもってもってもっても、、、、灯灯灯灯油油油油がががが１１１１リリリリットルットルットルットル何何何何円円円円上上上上がるとなるとがるとなるとがるとなるとがるとなると、、、、消消消消費費費費者者者者はははは敏敏敏敏感感感感ですのでですのでですのでですので、、、、ややややはりはりはりはり袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化というのはというのはというのはというのはごごごごみみみみ処処処処理理理理費費費費のためののためののためののための値値値値上上上上げげげげであることですからであることですからであることですからであることですから、、、、せっかくスーパーせっかくスーパーせっかくスーパーせっかくスーパー業界業界業界業界というものがありますというものがありますというものがありますというものがありますのでのでのでので、、、、業界業界業界業界がががが一一一一斉斉斉斉にスタートをしなけれにスタートをしなけれにスタートをしなけれにスタートをしなければばばばいけないのではないかなといけないのではないかなといけないのではないかなといけないのではないかなと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳さんさんさんさん、、、、是是是是非非非非ややややってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋からからからからごごごごみみみみ袋袋袋袋にいってにいってにいってにいって、、、、ごごごごみみみみ処処処処理理理理料料料料までいってしまいましたけれどまでいってしまいましたけれどまでいってしまいましたけれどまでいってしまいましたけれどもももも、、、、ややややはりはりはりはり若若若若いおいおいおいお客客客客様様様様というのはというのはというのはというのは、、、、秋田秋田秋田秋田弁弁弁弁でででで「「「「ひひひひとめわりとめわりとめわりとめわり（（（（人人人人目目目目悪悪悪悪いいいい）」）」）」）」とととと言言言言うのでしうのでしうのでしうのでしょょょょううううかかかか、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、格格格格好好好好悪悪悪悪いというかいというかいというかいというか。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今度度度度、、、、格格格格好好好好良良良良いいいいママママイイイイババババッグでッグでッグでッグで、、、、格格格格好好好好良良良良いいいい買買買買いいいい物物物物ができるようなができるようなができるようなができるようなママママイイイイババババッグッグッグッグ。。。。でもでもでもでも、、、、何何何何かかかか、、、、ブランブランブランブランドドドドののののママママイイイイババババッグですかッグですかッグですかッグですか、、、、売売売売れているれているれているれているということもありますのでということもありますのでということもありますのでということもありますので、、、、少少少少しししし高高高高いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども、、、、ややややりたいなとりたいなとりたいなとりたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  ななななぜぜぜぜ私私私私どもがどもがどもがどもがレレレレジジジジ袋袋袋袋かというとかというとかというとかというと、、、、ややややはりはりはりはり企業企業企業企業がががが、、、、ママママイイイイババババッグなどをッグなどをッグなどをッグなどを持持持持ってきてくれたおってきてくれたおってきてくれたおってきてくれたお客客客客様様様様ににににポポポポイントをイントをイントをイントを付付付付けてくれるからけてくれるからけてくれるからけてくれるから、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳はははは一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっておっておっておってお客客客客様様様様をををを引引引引っっっっ張張張張るのではなくるのではなくるのではなくるのではなくてててて、、、、もうもうもうもう一一一一つありますつありますつありますつあります。。。。容容容容器器器器包装包装包装包装リリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということで、、、、企業企業企業企業はそういったトはそういったトはそういったトはそういったトレレレレーーーーややややララララップップップップ、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋などをなどをなどをなどを排排排排出出出出しているということでしているということでしているということでしているということで、、、、委委委委託託託託処処処処理理理理料料料料をををを当当当当社社社社もももも年年年年間間間間 1,500万万万万ほほほほどどどど納納納納めめめめていますていますていますています。。。。それもあるのですそれもあるのですそれもあるのですそれもあるのです。。。。ですからですからですからですから、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ包包包包材材材材をををを使使使使わないということがわないということがわないということがわないということが増増増増えてえてえてえていけいけいけいけばばばば、、、、そういったそういったそういったそういったココココストもストもストもストも減減減減るしるしるしるし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、当当当当社社社社からからからから出出出出るるるるごごごごみもみもみもみも減減減減らすということでらすということでらすということでらすということで、、、、今今今今本社本社本社本社ののののほほほほうでうでうでうで、、、、事事事事務務務務系系系系のとこのとこのとこのところろろろででででややややっているのはっているのはっているのはっているのは紙紙紙紙ごごごごみみみみ、、、、小小小小さなこんなさなこんなさなこんなさなこんな紙紙紙紙ごごごごみでもみでもみでもみでも、、、、紙紙紙紙ごごごごみはみはみはみは紙紙紙紙だだだだよよよよねねねねとととと。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル業業業業者者者者にににに聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、シシシシュレュレュレュレッダーのッダーのッダーのッダーの細細細細長長長長いのまでいのまでいのまでいのまで、、、、それはそれはそれはそれはリリリリサイクルできますよというようなサイクルできますよというようなサイクルできますよというようなサイクルできますよというような情情情情報報報報をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、それもそれもそれもそれも始始始始めてみようとめてみようとめてみようとめてみようと。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ああああるるるる事事事事務務務務のののの女女女女性性性性がががが、、、、ホホホホッッッッチチチチキキキキスススス、、、、大大大大館館館館市市市市ではではではでは年年年年間間間間にににに燃燃燃燃ややややせないものがせないものがせないものがせないものが約約約約
100 トントントントン焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉のののの中中中中にににに残残残残るということでるということでるということでるということで、、、、ホホホホッッッッチチチチキキキキスをスをスをスを外外外外してシしてシしてシしてシュレュレュレュレッダーにかけているとッダーにかけているとッダーにかけているとッダーにかけていると。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、１１１１年年年年間間間間ででででココココーーーーヒヒヒヒーのーのーのーの瓶瓶瓶瓶にににに８８８８割割割割くらいのくらいのくらいのくらいのホホホホッッッッチチチチキキキキスがたまっていますスがたまっていますスがたまっていますスがたまっています。。。。私私私私もももも実実実実際際際際家家家家のののの中中中中でででで、、、、ワイシワイシワイシワイシャャャャツツツツのののの洗濯屋洗濯屋洗濯屋洗濯屋さんからさんからさんからさんから来来来来るるるるややややつからつからつからつからホホホホッッッッチチチチキキキキスをスをスをスを外外外外してみたらしてみたらしてみたらしてみたら、、、、結結結結構構構構
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たまるものですよたまるものですよたまるものですよたまるものですよ、、、、あれあれあれあれ。。。。あのくらいおあのくらいおあのくらいおあのくらいお金金金金がたまるといいなとがたまるといいなとがたまるといいなとがたまるといいなと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、何何何何といといといというかうかうかうか、、、、１１１１つつつつ１１１１つのつのつのつの積積積積みみみみ重重重重ねねねねというのはというのはというのはというのは、、、、プルタブのプルタブのプルタブのプルタブの回収回収回収回収とととと同同同同じじじじでででで、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにとってもにとってもにとってもにとってもいいものいいものいいものいいものだだだだなというなというなというなというふふふふうなうなうなうな感感感感じじじじがしますがしますがしますがします。。。。頑張頑張頑張頑張りりりりますのでますのでますのでますので、、、、よよよよろろろろしくしくしくしく……………………。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一一一一般般般般市民市民市民市民でできるでできるでできるでできる話話話話をををを中心中心中心中心にしてにしてにしてにしてきましたきましたきましたきました。。。。残残残残りのりのりのりの時時時時間間間間はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるビビビビジネスとかジネスとかジネスとかジネスとか、、、、業業業業者者者者レレレレベベベベルにおけるルにおけるルにおけるルにおけるリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、またまたまたまたはははは、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの話話話話にににに少少少少しししし触触触触れたいのですがれたいのですがれたいのですがれたいのですが、、、、先先先先ほほほほどどどどレレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルの回収回収回収回収のシステムのシステムのシステムのシステム自体自体自体自体がまがまがまがまだだだだ全全全全国的国的国的国的にはにはにはには未未未未確確確確立立立立だだだだというというというという基調基調基調基調講演講演講演講演をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。繰繰繰繰りりりり返返返返しますがしますがしますがしますが、、、、非常非常非常非常にゆにゆにゆにゆゆしきゆしきゆしきゆしき状況状況状況状況にあるというのをにあるというのをにあるというのをにあるというのを感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、三浦三浦三浦三浦さんにさんにさんにさんに伺伺伺伺いたいのですがいたいのですがいたいのですがいたいのですが、、、、廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックとックとックとックと廃木廃木廃木廃木材材材材をををを使使使使ってすってすってすってすばばばばらしいらしいらしいらしい製製製製品品品品をつくっていらっしをつくっていらっしをつくっていらっしをつくっていらっしゃゃゃゃるのでるのでるのでるのですがすがすがすが、、、、これからこれからこれからこれからビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを展開展開展開展開するするするする上上上上でででで、、、、多多多多分分分分ネックになネックになネックになネックになってくるのはってくるのはってくるのはってくるのは、、、、安安安安定定定定的的的的にににに廃廃廃廃プラ・プラ・プラ・プラ・廃廃廃廃材材材材をどうをどうをどうをどうややややってってってって確確確確保保保保するかということにかかってくるするかということにかかってくるするかということにかかってくるするかということにかかってくるとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについては、、、、何何何何かかかか取取取取組組組組はされていますかはされていますかはされていますかはされていますか、、、、工夫工夫工夫工夫というかというかというかというか。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社社社社長長長長 

  木木木木材材材材についてはについてはについてはについては、、、、基本的基本的基本的基本的にににに木木木木材材材材県県県県ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、建建建建築築築築解解解解体体体体材材材材だだだだけでなくてけでなくてけでなくてけでなくて、、、、いいいいろろろろんんんんなものでなものでなものでなもので調調調調達達達達できるできるできるできる可能可能可能可能性性性性はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックについてはックについてはックについてはックについては非常非常非常非常にこれかにこれかにこれかにこれからららら厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるということでにあるということでにあるということでにあるということで、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな所所所所からからからから集集集集めていますけれどもめていますけれどもめていますけれどもめていますけれども、、、、先先先先ほほほほどどどど少少少少しししし講講講講演演演演のののの中中中中でででで言言言言っていましたけれどっていましたけれどっていましたけれどっていましたけれど、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックについックについックについックについてもてもてもても一一一一定定定定のののの量量量量がまとまったものでながまとまったものでながまとまったものでながまとまったものでないといといといと品品品品質質質質がががが安安安安定定定定したものはつくれないというしたものはつくれないというしたものはつくれないというしたものはつくれないという悩悩悩悩みがあるのですみがあるのですみがあるのですみがあるのです。。。。ああああちちちちらかららかららかららから 50キキキキロロロロ、、、、ここここちちちちらかららかららかららから 100 キキキキロというプラスロというプラスロというプラスロというプラスチチチチックはたくさんックはたくさんックはたくさんックはたくさん集集集集めることはできるかもしれませんがめることはできるかもしれませんがめることはできるかもしれませんがめることはできるかもしれませんが、、、、そそそそれれれれだだだだとととと品品品品質質質質がががが安安安安定定定定しないというネックがありますのでしないというネックがありますのでしないというネックがありますのでしないというネックがありますので、、、、最最最最低低低低でもでもでもでも１１１１トントントントン以以以以上集上集上集上集まらないとまらないとまらないとまらないと少少少少しししし厳厳厳厳しいということですからしいということですからしいということですからしいということですから、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県ででででＰＰＰＰＰＰＰＰをそれをそれをそれをそれだだだだけのけのけのけの量量量量扱扱扱扱っているっているっているっている工場工場工場工場がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいいあるかというとあるかというとあるかというとあるかというと、、、、現実現実現実現実はははは非常非常非常非常にににに少少少少ないのですないのですないのですないのです。。。。ですからですからですからですから、、、、ココココストがかかりますけれどもストがかかりますけれどもストがかかりますけれどもストがかかりますけれども、、、、大大大大変変変変言言言言いいいい方方方方はははは悪悪悪悪いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども、、、、どどどどだだだだいいいいごごごごみですからみですからみですからみですから、、、、原原原原料料料料そのものはそのものはそのものはそのものは安安安安いですけれいですけれいですけれいですけれどもどもどもども、、、、運送運送運送運送ココココストがストがストがストが非常非常非常非常にににに高高高高いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、遠遠遠遠いいいい所所所所からからからから持持持持ってくるということはってくるということはってくるということはってくるということはココココストがかかストがかかストがかかストがかかることでることでることでることでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、これからこれからこれからこれから私私私私どものどものどものどもの製品製品製品製品ががががＰＰＰＰＰＰＰＰだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、そのそのそのその他他他他のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックでもックでもックでもックでも使使使使えるものをいえるものをいえるものをいえるものをいちちちち早早早早くくくく開発開発開発開発していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないということにならないということにならないということにならないということになるとなるとなるとなると、、、、当当当当然然然然一企業一企業一企業一企業だだだだけのけのけのけの開発開発開発開発ではできないものですからではできないものですからではできないものですからではできないものですから、、、、行政行政行政行政だだだだとかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう研究研究研究研究機機機機関関関関をををを含含含含めてめてめてめて開発開発開発開発していくというこれからのしていくというこれからのしていくというこれからのしていくというこれからの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要だだだだなとなとなとなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  似似似似たようなたようなたようなたような問問問問題題題題をををを白鳥白鳥白鳥白鳥先先先先生生生生ののののほほほほうでもうでもうでもうでも抱抱抱抱えているとえているとえているとえていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの講演講演講演講演のののの中中中中ででででもももも触触触触れていたれていたれていたれていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず優優優優先度先度先度先度のののの高高高高いことというのはいことというのはいことというのはいことというのは何何何何なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 

  先先先先ほほほほどどどどＲＲＲＲｔｔｔｔｏｏｏｏＳＳＳＳ研究会研究会研究会研究会とととと言言言言っていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれどもっていましたけれども、Ｒ、Ｒ、Ｒ、ＲｔｔｔｔｏｏｏｏＳＳＳＳというというというという名前名前名前名前自体自体自体自体がががが、、、、Reserve 

of waste to Stock なのですなのですなのですなのです。。。。ストックというのはストックというのはストックというのはストックというのは何何何何をををを意意意意味味味味しているかというとしているかというとしているかというとしているかというと、、、、蓄蓄蓄蓄積積積積とかとかとかとか資資資資源源源源とかをとかをとかをとかを意意意意味味味味しているつもりでしているつもりでしているつもりでしているつもりで付付付付けているのですがけているのですがけているのですがけているのですが、、、、今今今今社社社社長長長長がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったこととったこととったこととったことと全全全全くくくく同同同同じじじじでででで、、、、私私私私もさっきもさっきもさっきもさっき言言言言いましたしいましたしいましたしいましたし、、、、福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長もももも今今今今ホホホホッッッッチチチチキキキキスのスのスのスの話話話話をしたみたいなをしたみたいなをしたみたいなをしたみたいなややややつですつですつですつです。。。。
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１１１１個個個個だだだだとととと資源資源資源資源とととと言言言言わないけれどもわないけれどもわないけれどもわないけれども、、、、ききききちちちちんとんとんとんと集集集集めれめれめれめればばばば資源資源資源資源。。。。それをそれをそれをそれを工工工工業的業的業的業的にににに使使使使うことにうことにうことにうことに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ややややはりあるはりあるはりあるはりある工工工工業業業業レレレレベベベベルがないとルがないとルがないとルがないと資源資源資源資源とととと言言言言わないしわないしわないしわないし、、、、製品製品製品製品もできないわけですもできないわけですもできないわけですもできないわけです。。。。だだだだからからからから、、、、それをそれをそれをそれをややややるためにはるためにはるためにはるためには、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャャャャップとはまたップとはまたップとはまたップとはまた少少少少しししし違違違違うシうシうシうシチュチュチュチュエーションエーションエーションエーションだだだだとととと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これからこれからこれからこれから家電家電家電家電についてはどんどんについてはどんどんについてはどんどんについてはどんどん捨捨捨捨てられているわけですからてられているわけですからてられているわけですからてられているわけですから、、、、捨捨捨捨ててててられているられているられているられている分分分分をどんどんためておけれをどんどんためておけれをどんどんためておけれをどんどんためておければばばばよいわけですよいわけですよいわけですよいわけです。。。。そうしたらあるそうしたらあるそうしたらあるそうしたらある一一一一定量定量定量定量になるといになるといになるといになるということなのでうことなのでうことなのでうことなので、、、、工場工場工場工場をつくるをつくるをつくるをつくる気気気気にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、動動動動かせるかせるかせるかせる気気気気にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、技術技術技術技術もできるわけでもできるわけでもできるわけでもできるわけですすすす。。。。だだだだからからからから今今今今はははは、、、、今今今今のののの経済経済経済経済原則原則原則原則でででで銅銅銅銅だだだだけけけけ取取取取れれれればばばばよいのよいのよいのよいのだだだだとととと言言言言ってってってって全部全部全部全部中中中中国国国国にににに流流流流しているもしているもしているもしているものをのをのをのを、、、、とにかくきとにかくきとにかくきとにかくきちちちちんとんとんとんと、、、、ココココンンンンデデデデンサーならンサーならンサーならンサーならココココンンンンデデデデンサーというンサーというンサーというンサーという部部部部品品品品にしたらにしたらにしたらにしたら、、、、それをたそれをたそれをたそれをためておいてめておいてめておいてめておいて、、、、それがそれがそれがそれがリリリリーーーーガガガガルルルル的的的的にできるようなにできるようなにできるようなにできるような何何何何かがあるとかがあるとかがあるとかがあると、、、、すすすすごごごごくいくいくいくいろろろろんなんなんなんなリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルがががが進進進進みみみみややややすいかなということですすいかなということですすいかなということですすいかなということです。。。。悪悪悪悪いいいい人人人人がががが出出出出ないようなないようなないようなないような形形形形でででで、、、、うまくつくることができうまくつくることができうまくつくることができうまくつくることができれれれればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  時時時時間間間間がががが迫迫迫迫ってきてってきてってきてってきて、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろ話話話話をまとめなくてはならないのですがをまとめなくてはならないのですがをまとめなくてはならないのですがをまとめなくてはならないのですが、、、、まずまずまずまず、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤次次次次長長長長かかかからららら、、、、行政行政行政行政のののの立立立立場場場場からでからでからでからで結結結結構構構構ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このあたりからこのあたりからこのあたりからこのあたりからややややっていかなくてはならないとっていかなくてはならないとっていかなくてはならないとっていかなくてはならないというものをいくつかいうものをいくつかいうものをいくつかいうものをいくつか御御御御呈呈呈呈示示示示願願願願えますかえますかえますかえますか。。。。 

 佐藤佐藤佐藤佐藤次次次次長長長長 

  先先先先ほほほほどもどもどもどもちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げげげげたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの減減減減量量量量化化化化なりなりなりなりリリリリササササイクルイクルイクルイクル率率率率のののの向向向向上上上上をををを大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題としてとしてとしてとして捉捉捉捉えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、なかなかまなかなかまなかなかまなかなかまだだだだうまくいっていないうまくいっていないうまくいっていないうまくいっていない部部部部分分分分もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、全全全全体的体的体的体的なななな底底底底上上上上げげげげをまずをまずをまずをまず第第第第 1 ににににややややっていきましっていきましっていきましっていきましょょょょうというのがうというのがうというのがうというのが 1 つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな内容内容内容内容のののの分分分分析析析析をこれからしなきをこれからしなきをこれからしなきをこれからしなきゃゃゃゃならないんですけならないんですけならないんですけならないんですけれどもれどもれどもれども、、、、市町市町市町市町村村村村のののの方方方方々々々々とととと知知知知恵恵恵恵をををを出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、事業事業事業事業者者者者のののの方方方方々々々々ののののごごごご協力協力協力協力もいたもいたもいたもいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、このこのこのこの辺辺辺辺のののの数数数数字字字字をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり減減減減らせるようにらせるようにらせるようにらせるように、、、、まさにまさにまさにまさに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににふふふふさわしいよさわしいよさわしいよさわしいようなうなうなうな数数数数字字字字となるようにとなるようにとなるようにとなるように、、、、取取取取組組組組をいをいをいをいちちちち早早早早くくくく進進進進めるということがめるということがめるということがめるということが我我我我々々々々のののの喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題ではないのではないのではないのではないのかなとかなとかなとかなと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  はいはいはいはい。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場からからからから、、、、どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、インインインインセセセセンテンテンテンティィィィブというブというブというブという話話話話がががが出出出出たとたとたとたと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、何何何何かかかか環境環境環境環境によいことをによいことをによいことをによいことをしたらしたらしたらしたら儲儲儲儲かるとかかるとかかるとかかるとか、、、、得得得得をするようなをするようなをするようなをするような仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり。。。。悪悪悪悪いことをしたらいことをしたらいことをしたらいことをしたら何何何何かかかかペペペペナルテナルテナルテナルティィィィーがーがーがーが発発発発するようなするようなするようなするような仕組仕組仕組仕組みづくりというものもあるみづくりというものもあるみづくりというものもあるみづくりというものもある程程程程度持度持度持度持ちちちち込込込込まなくてはならないのでしまなくてはならないのでしまなくてはならないのでしまなくてはならないのでしょょょょうがうがうがうが、、、、そのそのそのその点点点点についてについてについてについて、、、、何何何何かかかか御御御御意見意見意見意見ははははごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

 白鳥教授白鳥教授白鳥教授白鳥教授 先先先先ほほほほどからおどからおどからおどからお金金金金がががが絡絡絡絡むむむむとなかなかよくないかもしれないなということをとなかなかよくないかもしれないなということをとなかなかよくないかもしれないなということをとなかなかよくないかもしれないなということを言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが。。。。だだだだからからからから、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどのベベベベルルルルママママークがよいのはークがよいのはークがよいのはークがよいのは、、、、おおおお金金金金ではないですではないですではないですではないですよよよよねねねね。。。。心心心心がががが心心心心でででで返返返返ってくるみってくるみってくるみってくるみたいなとこたいなとこたいなとこたいなところろろろがあるというのががあるというのががあるというのががあるというのが、、、、私私私私はそうはそうはそうはそう思思思思いますいますいますいます。。。。あまりおあまりおあまりおあまりお金金金金をををを……………………。。。。だだだだからからからから、、、、これこれこれこれ、、、、得得得得するとかするとかするとかするとか儲儲儲儲かるとかというのでかるとかというのでかるとかというのでかるとかというのでややややるということはるということはるということはるということは、、、、あるあるあるある程程程程度度度度はははは企業企業企業企業としてもきとしてもきとしてもきとしてもきちちちちんとしんとしんとしんとしたたたた利利利利益益益益をををを上上上上げげげげなけれなけれなけれなければばばばならないのですがならないのですがならないのですがならないのですが、、、、それそれそれそればばばばかりになれかりになれかりになれかりになればばばば少少少少しどうかというしどうかというしどうかというしどうかという気気気気はしまはしまはしまはしますすすす。。。。 
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それよりもそれよりもそれよりもそれよりも、、、、私私私私がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなことでなことでなことでなことで少少少少しししし思思思思っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、ややややはりおはりおはりおはりお金金金金、、、、それからそれからそれからそれから何何何何かかかか代代代代償償償償をもらうというをもらうというをもらうというをもらうという以以以以外外外外にににに、、、、今今今今よくあよくあよくあよくあちちちちここここちちちちでででで言言言言っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、褒褒褒褒められることってすめられることってすめられることってすめられることってすごごごごくくくく嬉嬉嬉嬉しいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、何何何何かかかか褒褒褒褒められるめられるめられるめられる、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ややややはりはりはりはり秋田県秋田県秋田県秋田県はすはすはすはすごごごごいといといといと言言言言わわわわれれれれるるるる。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大大大大館館館館市市市市はすはすはすはすごごごごいといといといと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。そういうことはすそういうことはすそういうことはすそういうことはすごごごごくくくくややややはりはりはりはり励励励励みになるのみになるのみになるのみになるのだだだだとととと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろをををを何何何何かうまくかうまくかうまくかうまく制制制制度度度度としてとしてとしてとして使使使使うというのもうというのもうというのもうというのも１１１１つなのかなとつなのかなとつなのかなとつなのかなと。。。。それはそれはそれはそれは単単単単にににに形形形形骸骸骸骸化化化化ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、本本本本当当当当にににに褒褒褒褒められたらめられたらめられたらめられたら嬉嬉嬉嬉しいよというしいよというしいよというしいよという人人人人はたくさんいるとはたくさんいるとはたくさんいるとはたくさんいると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。おおおお金金金金よりもよりもよりもよりも嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい場場場場合合合合もありますからもありますからもありますからもありますから。。。。非常非常非常非常ににににメメメメンタルなンタルなンタルなンタルな面面面面なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも重要重要重要重要かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。私私私私もももも、、、、妻妻妻妻にににに「「「「あんたあんたあんたあんた、、、、それそれそれそれ、、、、そこにそこにそこにそこに捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃだだだだめでしめでしめでしめでしょょょょうううう。」。」。」。」とととと言言言言われたらわれたらわれたらわれたらカカカカッとくるのですがッとくるのですがッとくるのですがッとくるのですが、、、、娘娘娘娘にににに言言言言われるとわれるとわれるとわれると、「、「、「、「ああああ、、、、そうかそうかそうかそうか。。。。悪悪悪悪かったなかったなかったなかったな。」。」。」。」というというというという気気気気持持持持ちちちちになるになるになるになるのでのでのでので、、、、確確確確かにそのへんのかにそのへんのかにそのへんのかにそのへんのメメメメンタルなンタルなンタルなンタルな部部部部分分分分というのはというのはというのはというのは大事大事大事大事かもしれないですかもしれないですかもしれないですかもしれないですねねねね。。。。どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、他他他他にににに。。。。 

 三浦三浦三浦三浦社社社社長長長長 

  企業企業企業企業としてとしてとしてとして儲儲儲儲からなけれからなけれからなけれからなければばばばならないというならないというならないというならないというふふふふうになるとうになるとうになるとうになると、、、、非常非常非常非常にににに汗汗汗汗がががが出出出出ることをることをることをることを言言言言われわれわれわれたのですがたのですがたのですがたのですが、、、、実実実実はははは、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品でででで、「、「、「、「おまえのとこおまえのとこおまえのとこおまえのとこ、、、、ごごごごみみみみ使使使使ってつくっているのってつくっているのってつくっているのってつくっているのだだだだからからからから安安安安いいいいだろだろだろだろうううう」」」」とととと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、非常非常非常非常にににに頭頭頭頭がががが痛痛痛痛いですいですいですいです。。。。現実現実現実現実にはにはにはには高高高高いですいですいですいです。。。。まあまあまあまあ、、、、高高高高いものをいものをいものをいものを売売売売るというのはるというのはるというのはるというのは大大大大変変変変なことでなことでなことでなことでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、先先先先ほほほほどどどど私私私私どものどものどものどもの特特特特徴徴徴徴ああああるるるる商商商商品品品品だだだだということでということでということでということで、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、他他他他のののの物物物物よりもよりもよりもよりも長長長長持持持持ちちちちしますししますししますししますし、、、、リリリリサイクルできまサイクルできまサイクルできまサイクルできますよというようなことをすよというようなことをすよというようなことをすよというようなことを言言言言ってってってって売売売売りりりり込込込込みをしていかなけれみをしていかなけれみをしていかなけれみをしていかなければばばばなりませんけれどもなりませんけれどもなりませんけれどもなりませんけれども、、、、リリリリサイサイサイサイクルクルクルクル事業事業事業事業というのはというのはというのはというのは、、、、利利利利益益益益もなけれもなけれもなけれもなければばばばならないとならないとならないとならないと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、現実現実現実現実はははは高高高高いいいい商商商商品品品品なのなのなのなのでででで、、、、ままままだだだだままままだだだだ少少少少しししし課題課題課題課題がありますがありますがありますがあります。。。。 たたたただだだだ、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ付付付付けけけけ加加加加えますとえますとえますとえますと、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ででででリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業というのはというのはというのはというのは物物物物語語語語になるとになるとになるとになると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ややややはりはりはりはり何何何何かかかか物物物物語語語語的的的的なことがないとなことがないとなことがないとなことがないと事業事業事業事業ということになってつながっていかないということになってつながっていかないということになってつながっていかないということになってつながっていかないということでということでということでということで、、、、例例例例をををを１１１１つおつおつおつお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、これはこれはこれはこれは私私私私立立立立のののの学学学学校校校校ですがですがですがですが、、、、あるあるあるある学学学学校校校校のののの校校校校舎舎舎舎をををを建建建建てててて替替替替えするとえするとえするとえすると言言言言いましたらいましたらいましたらいましたら、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、昔昔昔昔からからからから、、、、何十何十何十何十年年年年前前前前からのからのからのからのポポポポプラのプラのプラのプラの木木木木があっがあっがあっがあったとたとたとたと。。。。そこをそこをそこをそこを伐採伐採伐採伐採してしてしてして建建建建てなけれてなけれてなけれてなければばばばならないとなったけどならないとなったけどならないとなったけどならないとなったけど、、、、そのそのそのその思思思思いいいい出出出出のあるものをそののあるものをそののあるものをそののあるものをそのまままままままま伐採伐採伐採伐採してしてしてして焼却焼却焼却焼却してしてしてして燃燃燃燃ややややすのではすのではすのではすのでは意意意意味味味味がないがないがないがない。。。。それをそれをそれをそれを秋田秋田秋田秋田ウウウウッッッッドドドドへへへへ持持持持っていってっていってっていってっていって、、、、使使使使いいいいたいけれどもすたいけれどもすたいけれどもすたいけれどもすぐぐぐぐ使使使使えないえないえないえない――――――――先先先先ほほほほどどどど言言言言ったようにったようにったようにったように間間間間伐伐伐伐材材材材がががが使使使使えないとえないとえないとえないと同同同同じじじじでででで、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥してしてしてしていなけれいなけれいなけれいなければばばばならないのでならないのでならないのでならないので、、、、１１１１年年年年放放放放っておいたとしてもっておいたとしてもっておいたとしてもっておいたとしても、、、、乾乾乾乾かしてかしてかしてかして、、、、再再再再度利用度利用度利用度利用してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを使使使使ってくってくってくってくだだだださいとさいとさいとさいと。。。。そしてそしてそしてそして私私私私どものどものどものどもの校校校校舎舎舎舎をつくったときにをつくったときにをつくったときにをつくったときに、、、、デデデデッッッッキキキキなりなりなりなり、、、、ルールールールーババババーなりーなりーなりーなり、、、、そういうものをつくったということでそういうものをつくったということでそういうものをつくったということでそういうものをつくったということで子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに教教教教えるということがありましたえるということがありましたえるということがありましたえるということがありました。。。。そうそうそうそういういういういう物物物物語語語語のあることをのあることをのあることをのあることをややややるということがこのるということがこのるということがこのるということがこのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業のののの１１１１つのつのつのつの、、、、これからのこれからのこれからのこれからの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思ってってってって、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを言言言言ってってってって私私私私ががががセセセセールスにールスにールスにールスに行行行行ったらったらったらったら、、、、ここここここここのとこのとこのとこのところろろろ、、、、連続連続連続連続４４４４つつつつぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの学学学学校校校校からからからから問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせが来来来来ましたましたましたました。。。。まさしくこれはまさしくこれはまさしくこれはまさしくこれは企業企業企業企業としてとしてとしてとして大事大事大事大事ななななセセセセールスですけれどもールスですけれどもールスですけれどもールスですけれども、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての１１１１つのつのつのつの生生生生きききき残残残残りのりのりのりの方方方方法法法法かもしかもしかもしかもしれないれないれないれない、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル産業産業産業産業にはあるにはあるにはあるにはある意意意意味味味味のののの物物物物語語語語がががが必必必必要要要要ではないかなというではないかなというではないかなというではないかなということでことでことでことで、、、、ややややはりはりはりはり楽楽楽楽しくしくしくしくややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないとならないとならないとならないと、、、、リリリリサイクルもサイクルもサイクルもサイクルも楽楽楽楽しくなけれしくなけれしくなけれしくなければばばばならないのではないかなとならないのではないかなとならないのではないかなとならないのではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル１１１１つをとってもつをとってもつをとってもつをとっても、、、、それはそれはそれはそれは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが集集集集めたものめたものめたものめたもの
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がこういうがこういうがこういうがこういうベベベベンンンンチチチチになったりになったりになったりになったり、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうになったりするのうになったりするのうになったりするのうになったりするのだだだだよよよよ、、、、ということをということをということをということを教教教教えるえるえるえることがことがことがことがややややはりはりはりはり１１１１つのつのつのつの物物物物語語語語ではないのかなとではないのかなとではないのかなとではないのかなと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、余余余余計計計計なななな話話話話かとかとかとかと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ああああえてえてえてえて言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。何何何何かかかかリリリリサイクルとかサイクルとかサイクルとかサイクルとか循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とかというととかというととかというととかというと、、、、気気気気持持持持ちちちちがががが暗暗暗暗くなるくなるくなるくなる話話話話がががが多多多多いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、楽楽楽楽しくしくしくしくややややるというのがるというのがるというのがるというのが大事大事大事大事なななな要要要要素素素素であるとのことですであるとのことですであるとのことですであるとのことですねねねね。。。。 

  他他他他にににに何何何何かかかかごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

 那須那須那須那須環境環境環境環境カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラー 

  最最最最初初初初にもにもにもにも言言言言いましたけれどもいましたけれどもいましたけれどもいましたけれども、、、、台台台台所所所所でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ実実実実験験験験をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、工夫工夫工夫工夫しながらしながらしながらしながら、、、、知知知知恵恵恵恵をををを働働働働かせてかせてかせてかせてややややるるるる、、、、そういうそういうそういうそういう楽楽楽楽しみがしみがしみがしみが今今今今までまでまでまで続続続続いてきたといてきたといてきたといてきたと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。最最最最初初初初、、、、私私私私、、、、広広広広報報報報にににによってこれによってこれによってこれによってこれに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだときにときにときにときに、、、、先先先先ほほほほどどどどほほほほめるというめるというめるというめるという言言言言葉葉葉葉がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、ほほほほめるめるめるめるどこどこどこどころろろろかかかか、、、、何何何何かかかか変人変人変人変人みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、そういうそういうそういうそういう感感感感じじじじでででで見見見見られましたられましたられましたられましたねねねね。。。。今今今今はははは、、、、我我我我がががが家家家家ののののごごごごみはみはみはみは１１１１人人人人１１１１日日日日 100 グラムをグラムをグラムをグラムを切切切切っておりますっておりますっておりますっております。。。。先先先先ほほほほどどどど県県県県のののの調調調調査査査査ではではではでは１１１１ｋｇｋｇｋｇｋｇをををを超超超超えているということえているということえているということえているということですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これはこれはこれはこれはだだだだれもれもれもれもほほほほめてはくれませんめてはくれませんめてはくれませんめてはくれません。。。。我我我我がががが家家家家のののの、、、、実際実際実際実際にににに環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿をつけてをつけてをつけてをつけているといるといるといると、、、、そういうそういうそういうそういう効効効効果果果果、、、、実実実実績績績績というものがというものがというものがというものが、、、、微微微微々々々々たるものでしたるものでしたるものでしたるものでしょょょょうがうがうがうが、、、、電気電気電気電気でもでもでもでも何何何何でもでもでもでも、、、、実際実際実際実際にににに数数数数値値値値からからからから見見見見てててて得得得得をしているをしているをしているをしている実実実実感感感感からからからから継継継継続続続続していますしていますしていますしています。。。。たたたただだだだ頭頭頭頭でででで考考考考えてもわからないえてもわからないえてもわからないえてもわからないのでのでのでので、、、、私私私私はははは、、、、秋田県内秋田県内秋田県内秋田県内にににに環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿、、、、エエエエココココ家計家計家計家計簿簿簿簿をもっともっとをもっともっとをもっともっとをもっともっと普及普及普及普及させてさせてさせてさせて、、、、各自各自各自各自のののの家家家家のののの実実実実態態態態をををを把把把把握握握握すれすれすれすればばばば、、、、面面面面白白白白さがさがさがさが実実実実感感感感できできできでき、、、、数数数数値値値値がががが語語語語ってくれますってくれますってくれますってくれます。。。。ですからですからですからですから、、、、是是是是非非非非これからこれからこれからこれから、、、、ほほほほめてもらうためにはめてもらうためにはめてもらうためにはめてもらうためには環境環境環境環境家計家計家計家計簿簿簿簿をつけてをつけてをつけてをつけて、、、、自分自分自分自分のののの家家家家のののの実実実実態態態態をををを知知知知ることにしたいなとることにしたいなとることにしたいなとることにしたいなと希希希希望望望望しますしますしますします。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授 

  我我我我々々々々をををを含含含含めてめてめてめて、、、、ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる会会会会場場場場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、けっしてけっしてけっしてけっして那須那須那須那須さんのことをさんのことをさんのことをさんのことを変人変人変人変人だだだだなんてなんてなんてなんて思思思思ってないですよってないですよってないですよってないですよねねねね。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう賞賛賞賛賞賛賞賛にににに値値値値することすることすることすることだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。100ｇｇｇｇというというというというごごごごみみみみのののの量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、もうもうもうもう驚驚驚驚異異異異的的的的にににに少少少少ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  何何何何かかかか、、、、福岡福岡福岡福岡さんさんさんさん、、、、ごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。 

 福岡部長福岡部長福岡部長福岡部長 

  少少少少ししししだだだだけけけけ言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきますけれどもきますけれどもきますけれどもきますけれども、、、、家家家家庭庭庭庭でのでのでのでのココココンンンンポポポポストってありますよストってありますよストってありますよストってありますよねねねね。。。。ううううちちちちのののの実実実実家家家家のののの母母母母親親親親がががが、、、、今今今今、、、、七七七七十十十十六六六六、、、、七七七七になるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれども、、、、ずっとずっとずっとずっと使使使使っていたとっていたとっていたとっていたと。。。。最最最最近近近近、、、、そそそそののののココココンンンンポポポポストでできたストでできたストでできたストでできた土土土土でででで野野野野菜菜菜菜をつくったらをつくったらをつくったらをつくったら、、、、少少少少しししし変変変変なななな野野野野菜菜菜菜ができができができができちちちちゃゃゃゃったったったった。。。。だだだだからもうからもうからもうからもうあれにあれにあれにあれに入入入入れるのをれるのをれるのをれるのをややややめめめめちちちちゃゃゃゃったとったとったとったと。「。「。「。「どうしどうしどうしどうしてててて？？？？」」」」とととと。。。。最最最最近近近近、、、、ややややはりはりはりはり健健健健康康康康だだだだからということからということからということからということでででで、、、、果物果物果物果物までまでまでまで全部全部全部全部入入入入れているのれているのれているのれているのだだだだよとよとよとよと。「。「。「。「いいいいややややああああ、、、、おっかさんおっかさんおっかさんおっかさん、、、、それそれそれそれ、、、、果物果物果物果物ってってってって、、、、外外外外国国国国からからからから来来来来たたたたややややつつつつだろだろだろだろうううう。。。。ワックスワックスワックスワックス塗塗塗塗ったりったりったりったり、、、、農農農農薬薬薬薬ついたりついたりついたりついたり、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうになってるからうになってるからうになってるからうになってるから、、、、もうもうもうもうややややめめめめろろろろ」」」」とととと。。。。ということでということでということでということで、、、、ごごごごみのみのみのみの捨捨捨捨てててて方方方方もももも、、、、ききききちちちちんとんとんとんと勉勉勉勉強強強強しないとしないとしないとしないと変変変変なななな方方方方向向向向にににに行行行行ってしってしってしってしまいますよというようなことですまいますよというようなことですまいますよというようなことですまいますよというようなことです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、このこのこのこの間間間間、、、、大大大大館館館館市市市市のののの、、、、これはこれはこれはこれは本本本本格格格格的的的的ななななココココンンンンポポポポストストストストセセセセンターのンターのンターのンターの責責責責任任任任者者者者のののの方方方方がががが来来来来まままましてしてしてして、「、「、「、「いいいいややややああああ、、、、伊徳伊徳伊徳伊徳さんさんさんさん、、、、随随随随分最分最分最分最近近近近、、、、重重重重量量量量多多多多いですよいですよいですよいですよねねねね」。「」。「」。「」。「うーんうーんうーんうーん、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく果物果物果物果物、、、、ググググレレレレープフルーープフルーープフルーープフルーツツツツとかとかとかとか、、、、ああいうものがああいうものがああいうものがああいうものが売売売売れなくてれなくてれなくてれなくて、、、、そのままいっているんそのままいっているんそのままいっているんそのままいっているんじゃじゃじゃじゃないのないのないのないの。。。。そのそのそのその
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水水水水分分分分がががが多多多多いんいんいんいんじゃじゃじゃじゃないのないのないのないの」。」。」。」。それでそれでそれでそれで、、、、考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、自分自分自分自分のののの家家家家のこととのこととのこととのこととココココンンンンポポポポストストストストセセセセンターンターンターンターのことをのことをのことをのことを考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、「、「、「、「土土土土っっっっ恋恋恋恋ししししょょょょ」」」」がががが本本本本当当当当にににに安全安全安全安全にできているのかというとにできているのかというとにできているのかというとにできているのかというと、、、、ままままだだだだままままだだだだそこらそこらそこらそこら辺辺辺辺はははは我我我我々々々々もももも注注注注意意意意しながらしながらしながらしながら、、、、捨捨捨捨てるときにてるときにてるときにてるときに、、、、農農農農薬薬薬薬をををを使使使使ったものはそっったものはそっったものはそっったものはそっちちちちにはにはにはには捨捨捨捨てないてないてないてないでででで、、、、焼却焼却焼却焼却にににに回回回回すとかというすとかというすとかというすとかという工夫工夫工夫工夫をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばならないのかなというならないのかなというならないのかなというならないのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。     最最最最後後後後にににに、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのキキキキャャャャップとかってありましたけれどもップとかってありましたけれどもップとかってありましたけれどもップとかってありましたけれども、、、、最最最最近近近近、、、、ススススチチチチールールールール缶缶缶缶のプのプのプのプルタブルタブルタブルタブ、、、、最最最最近近近近はもうはもうはもうはもう、、、、飲飲飲飲んんんんだだだだらららら普普普普通通通通にににに手手手手首首首首がががが動動動動くようになったくようになったくようになったくようになったのですよのですよのですよのですよ。。。。もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐ外外外外してしてしてして、、、、ぽぽぽぽんとんとんとんと入入入入れられるようになってれられるようになってれられるようになってれられるようになって。。。。だだだだからからからから、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちもももも、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動というのがというのがというのがというのが普普普普通通通通にできるようににできるようににできるようににできるように、、、、親親親親とかとかとかとか私私私私たたたたちちちちからからからから示示示示していくのがいいのではないのかなというしていくのがいいのではないのかなというしていくのがいいのではないのかなというしていくのがいいのではないのかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授熊谷准教授     はいはいはいはい。。。。ままままだだだだどなたかどなたかどなたかどなたかごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。     ではではではでは、、、、そそそそろろろろそそそそろろろろ時時時時間間間間もももも迫迫迫迫ってきましたのでってきましたのでってきましたのでってきましたので、、、、まとめたいとまとめたいとまとめたいとまとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。行政行政行政行政、、、、一一一一般般般般市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、研究研究研究研究者者者者、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな立立立立場場場場でででで取取取取りりりり組組組組んでいらっしんでいらっしんでいらっしんでいらっしゃゃゃゃってってってって、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ課題課題課題課題がありますがありますがありますがあります。。。。昔昔昔昔のののの、、、、例例例例ええええばばばば公公公公害害害害問問問問題題題題とととと違違違違ってってってって、、、、昨昨昨昨今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題はははは非常非常非常非常にににに複複複複雑雑雑雑ですですですです。。。。我我我我々々々々一一一一人人人人一一一一人人人人がががが原原原原因因因因をつくっているしをつくっているしをつくっているしをつくっているし、、、、そのそのそのその影響影響影響影響をををを我我我我々々々々一一一一人人人人一一一一人人人人がががが被被被被っているっているっているっている。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々一一一一人人人人一一一一人人人人ができるとこができるとこができるとこができるところろろろからからからからややややらなくてはならないことらなくてはならないことらなくてはならないことらなくてはならないことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     今日今日今日今日のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ出出出出てきましたがてきましたがてきましたがてきましたが、、、、どうどうどうどうややややららららキキキキーワーーワーーワーーワードドドドはははは、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながらややややるるるる。。。。何何何何もももも悲壮悲壮悲壮悲壮感感感感漂漂漂漂わせてわせてわせてわせてややややるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなくて、、、、秋田秋田秋田秋田はははは楽楽楽楽しんでしんでしんでしんでごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量化化化化ををををしようしようしようしようじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。ごごごごみのみのみのみの削減削減削減削減にににに努努努努力力力力しているしているしているしている人人人人はははは褒褒褒褒めようめようめようめようじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。そこらへんがどそこらへんがどそこらへんがどそこらへんがどううううややややららららキキキキーワーーワーーワーーワードドドドというというというという感感感感じじじじがしますがしますがしますがします。。。。我我我我々々々々、、、、そしてそしてそしてそして今日今日今日今日からはからはからはからは、、、、ここにいらっしここにいらっしここにいらっしここにいらっしゃゃゃゃるるるる皆皆皆皆さんともどもさんともどもさんともどもさんともども、、、、美美美美しいしいしいしい秋田秋田秋田秋田をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら、、、、そしてそしてそしてそして褒褒褒褒めめめめ合合合合いいいいながらながらながらながら、、、、ごごごごみみみみのないのないのないのない社会社会社会社会をををを築築築築いていけれいていけれいていけれいていければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。     ではではではでは、、、、これでパネルこれでパネルこれでパネルこれでパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会     パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そしてそしてそしてそしてココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めていためていためていためていただだだだきましたきましたきましたきました熊谷様熊谷様熊谷様熊谷様にいまにいまにいまにいま一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     ではではではでは、、、、ここでここでここでここで皆皆皆皆様様様様におにおにおにお知知知知らせがらせがらせがらせがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。あすあすあすあす９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））とととと２２２２日日日日（（（（日日日日））））のののの２２２２日日日日間間間間、、、、あきたエあきたエあきたエあきたエココココ＆＆＆＆リリリリサイクルフェステサイクルフェステサイクルフェステサイクルフェスティバィバィバィバルがルがルがルが秋田秋田秋田秋田駅駅駅駅前前前前アアアアゴゴゴゴララララ広広広広場場場場「「「「ビビビビッグルーフッグルーフッグルーフッグルーフ」」」」・・・・「「「「ぽぽぽぽぽぽぽぽろろろろーどーどーどーど」」」」をををを会会会会場場場場にににに開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。ぜひぜひぜひぜひ御御御御参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますようきますようきますようきますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。     それではそれではそれではそれでは、、、、これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム ｉｎｉｎｉｎｉｎ あきたあきたあきたあきた ２００７２００７２００７２００７をををを閉閉閉閉会会会会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。本本本本日日日日はははは長時長時長時長時間間間間にわたりおにわたりおにわたりおにわたりお付付付付きききき合合合合いをいたいをいたいをいたいをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、誠誠誠誠にありがとうにありがとうにありがとうにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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閉会閉会閉会閉会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司司司司会会会会 

  最最最最後後後後にににに、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの閉閉閉閉会会会会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、庄内町庄内町庄内町庄内町、、、、奥奥奥奥山山山山賢賢賢賢一一一一副副副副町町町町長長長長よりよりよりよりごごごごあいさつさあいさつさあいさつさあいさつさせていたせていたせていたせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

 奥奥奥奥山山山山副副副副町町町町長長長長 

  本本本本日日日日、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・庄内庄内庄内庄内にににに多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様からからからからごごごご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましいましいましいましたたたた。。。。一一一一人人人人一一一一人人人人のののの暮暮暮暮らしがグローらしがグローらしがグローらしがグローババババルにルにルにルに世界世界世界世界のののの環境環境環境環境問問問問題題題題につながっているというにつながっているというにつながっているというにつながっているという、、、、そういうそういうそういうそういう認識認識認識認識、、、、大大大大変深変深変深変深めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだいたものといういたものといういたものといういたものというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 熱熱熱熱力学力学力学力学第第第第 2 法則法則法則法則というかというかというかというか、、、、エントロエントロエントロエントロピピピピーのーのーのーの法則法則法則法則というのがというのがというのがというのがごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな熱熱熱熱やややや排排排排出物出物出物出物がこのがこのがこのがこの地球地球地球地球をををを傷傷傷傷めつけるというめつけるというめつけるというめつけるという、、、、そんなそんなそんなそんな現実現実現実現実がががが一方一方一方一方ににににごごごござざざざいますいますいますいます。。。。庄内町庄内町庄内町庄内町がががが取取取取りりりり組組組組んでおりますいんでおりますいんでおりますいんでおりますいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをぜひぜひぜひぜひ全全全全国国国国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは世界世界世界世界にににに発発発発信信信信しながらしながらしながらしながら新新新新しいしいしいしい町町町町づくづくづくづくりをりをりをりを進進進進めてまいりたいというめてまいりたいというめてまいりたいというめてまいりたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。何何何何よりもよりもよりもよりも今今今今のののの資源資源資源資源とエネルギーをとエネルギーをとエネルギーをとエネルギーを私私私私どものどものどものどもの世代世代世代世代だだだだけでけでけでけで使使使使いいいい果果果果たしてしまうということがたしてしまうということがたしてしまうということがたしてしまうということが次次次次のののの世代世代世代世代、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその先先先先のののの世代世代世代世代にににに大大大大きなきなきなきな負負負負のののの遺遺遺遺産産産産をををを残残残残すことになるというすことになるというすことになるというすことになるというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中でででで、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料にににに頼頼頼頼らないらないらないらない、、、、新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー、、、、そんなものもそんなものもそんなものもそんなものも含含含含めためためためた形形形形でででで、、、、これからこれからこれからこれから皆皆皆皆さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに頑頑頑頑張張張張ってまいりたいというってまいりたいというってまいりたいというってまいりたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ききききょょょょうのフォーラムをうのフォーラムをうのフォーラムをうのフォーラムを契契契契機機機機にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして、、、、新新新新しいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーのしいエネルギーの発想発想発想発想がががが生生生生まれることをまれることをまれることをまれることを期期期期待待待待いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、閉閉閉閉会会会会とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はまことにありがとうはまことにありがとうはまことにありがとうはまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  たたたただだだだいまをもいまをもいまをもいまをもちちちちましてましてましてまして、、、、本本本本日日日日のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを終了終了終了終了いたしますいたしますいたしますいたします。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際はははは、、、、おおおお忘忘忘忘れれれれ物物物物ななななどどどどごごごござざざざいませんよういませんよういませんよういませんよう、、、、またおまたおまたおまたお気気気気をつけておをつけておをつけておをつけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。本本本本日日日日ははははごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 
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ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・富山富山富山富山 

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

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

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            石井隆石井隆石井隆石井隆一一一一    氏氏氏氏 富山県富山県富山県富山県知知知知事事事事 

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

 基調基調基調基調講演講演講演講演         「「「「3R 推進推進推進推進によるによるによるによる循環型循環型循環型循環型ゼゼゼゼロエミッションロエミッションロエミッションロエミッション社会社会社会社会のののの形成形成形成形成」」」」 安井安井安井安井  至至至至    氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

 事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介     「「「「リコリコリコリコーのーのーのーの環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」 

              則武祐二則武祐二則武祐二則武祐二  氏氏氏氏      株式株式株式株式会社会社会社会社リコリコリコリコーーーー 社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部環境経環境経環境経環境経営営営営推進推進推進推進室長室長室長室長 

 パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションッションッションッション    「「「「みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～3R のののの推進推進推進推進～」～」～」～」                         ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター 竹竹竹竹内内内内茂彌茂彌茂彌茂彌  氏氏氏氏            富山大学富山大学富山大学富山大学名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授                         パネパネパネパネリリリリストストストスト                             井口井口井口井口一一一一朗朗朗朗    氏氏氏氏            アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料株式株式株式株式会社会社会社会社北陸工場長北陸工場長北陸工場長北陸工場長                             茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫茶谷英夫    氏氏氏氏            イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社ジジジジャャャャススススココココ高岡高岡高岡高岡南南南南店副店長店副店長店副店長店副店長                             三神百三神百三神百三神百合合合合子氏子氏子氏子氏            ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーネットワークとーネットワークとーネットワークとーネットワークとややややまままま代代代代表表表表                             浦浦浦浦田田田田裕裕裕裕治治治治    氏氏氏氏            富山県富山県富山県富山県生生生生活環境文化活環境文化活環境文化活環境文化部部部部環境環境環境環境政策政策政策政策課課課課廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長 

            アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー 

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

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

 

 議事議事議事議事 

開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 司司司司会会会会 

  たたたただだだだいまからいまからいまからいまから、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・富山富山富山富山をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。開会開会開会開会にあにあにあにあたりましてたりましてたりましてたりまして、、、、富山県富山県富山県富山県知知知知事事事事、、、、石井隆石井隆石井隆石井隆一一一一からからからから皆皆皆皆様様様様ににににごごごごあいさつあいさつあいさつあいさつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 石井石井石井石井富山県富山県富山県富山県知知知知事事事事 

  どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。大大大大変変変変さわさわさわさわややややかなかなかなかな秋秋秋秋晴晴晴晴れのれのれのれの日日日日になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、ききききょょょょうのよきうのよきうのよきうのよき日日日日にににに、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・富山富山富山富山がががが、、、、このようにこのようにこのようにこのように多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ままままたたたた県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご参加参加参加参加のもとにのもとにのもとにのもとに盛盛盛盛大大大大にににに開催開催開催開催できますことできますことできますことできますこと、、、、大大大大変喜変喜変喜変喜ばばばばしくしくしくしく思思思思いますいますいますいます。。。。 

  皆皆皆皆様様様様方方方方にはにはにはには申申申申しししし上上上上げげげげるまでもありませんがるまでもありませんがるまでもありませんがるまでもありませんが、、、、今今今今改改改改めてめてめてめて世界世界世界世界でででで地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化問問問問題題題題、、、、大大大大変変変変大大大大きききき
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なななな問問問問題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組まれつつまれつつまれつつまれつつごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私もこのもこのもこのもこの春春春春、、、、ゴゴゴゴアアアア元元元元副副副副大統大統大統大統領領領領のののの「「「「不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実」」」」というというというという映映映映画画画画をををを拝拝拝拝見見見見しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、北北北北極極極極海海海海でででで氷氷氷氷がががが解解解解けてけてけてけて溺溺溺溺れれれれ死死死死ぬぬぬぬシロクシロクシロクシロクママママであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、ハハハハリリリリケケケケーンがどんどんーンがどんどんーンがどんどんーンがどんどん凶暴凶暴凶暴凶暴なななな存存存存在在在在になってくるとかになってくるとかになってくるとかになってくるとか、、、、ややややはりこのままではりこのままではりこのままではりこのままではははは大大大大変変変変なことにななことにななことにななことになるなというるなというるなというるなという思思思思いをいをいをいを深深深深くしているくしているくしているくしている次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ややややはりはりはりはり事業事業事業事業所所所所だだだだけではなけではなけではなけではなくてくてくてくて、、、、私私私私どもどもどもども一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの県民県民県民県民、、、、国民国民国民国民ががががややややっっっっぱぱぱぱりこのりこのりこのりこの地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり問問問問題題題題意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって 3R のののの運運運運動動動動にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり取取取取りりりり組組組組んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが大大大大切切切切かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  県県県県ではではではでは、、、、このこのこのこの 3 月月月月、、、、なかなかそうはなかなかそうはなかなかそうはなかなかそうは言言言言ってもってもってもっても進進進進みませんけれどもみませんけれどもみませんけれどもみませんけれども、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの循環的利用循環的利用循環的利用循環的利用のののの推進指推進指推進指推進指針針針針というものもつくりましたしというものもつくりましたしというものもつくりましたしというものもつくりましたし、、、、またこのまたこのまたこのまたこの 6 月月月月にはにはにはには、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減ををををやろやろやろやろうというというというということでうことでうことでうことで、、、、そのためのそのためのそのためのそのための推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会もつくりましたもつくりましたもつくりましたもつくりました。。。。スーパースーパースーパースーパー各社各社各社各社とかとかとかとか消消消消費費費費者者者者団体団体団体団体、、、、またまたまたまた幅幅幅幅広広広広いいいい県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの代代代代表表表表にもにもにもにも入入入入っていたっていたっていたっていただだだだいていていていて、、、、今今今今けんけんけんけんけんけんけんけんごごごごううううごごごごうううう議議議議論論論論しておりますしておりますしておりますしております。。。。私私私私としてはとしてはとしてはとしては、、、、できれできれできれできればばばば年内年内年内年内にもはっきりしたにもはっきりしたにもはっきりしたにもはっきりした方方方方向向向向をををを出出出出したいものしたいものしたいものしたいものだだだだとととと思思思思っているっているっているっている次次次次第第第第であであであでありますりますりますります。。。。 

  またまたまたまた、、、、昨昨昨昨年年年年 8 月月月月、、、、国国国国ののののほほほほうでうでうでうでチチチチームームームームママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％のののの運運運運動動動動がありましたのにがありましたのにがありましたのにがありましたのに呼呼呼呼応応応応しましてしましてしましてしまして、、、、「「「「ととととややややまエまエまエまエココココライフ・アクトライフ・アクトライフ・アクトライフ・アクト 10 宣言宣言宣言宣言」」」」というのもというのもというのもというのも始始始始めましためましためましためました。。。。このこのこのこの中中中中にもにもにもにも宣言宣言宣言宣言していたしていたしていたしていただだだだいたいたいたいた方方方方がたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしがたくさんいらっしゃゃゃゃるんるんるんるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、国国国国のののの 6 項項項項目目目目にさらににさらににさらににさらに上上上上乗乗乗乗せしせしせしせしてててて、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく車車車車にににに乗乗乗乗らないとからないとからないとからないとか、、、、小小小小まめにまめにまめにまめに電気電気電気電気をををを消消消消すとかすとかすとかすとか、、、、いいいいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを宣言宣言宣言宣言していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、10項項項項目目目目にしていたにしていたにしていたにしていただだだだいたわけでいたわけでいたわけでいたわけでありますがありますがありますがありますが、、、、大大大大変変変変うれしいことにうれしいことにうれしいことにうれしいことに、、、、このこのこのこの 1 年年年年間間間間でででで約約約約 7万万万万人人人人のののの県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに宣言宣言宣言宣言をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。これはこれはこれはこれは人口人口人口人口比比比比にしますとにしますとにしますとにしますと 6.3％％％％ぐぐぐぐららららいですからいですからいですからいですから、、、、人口人口人口人口比比比比でででで考考考考えるとえるとえるとえると、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく日日日日本本本本でででで 1番番番番かかかか 2番番番番じゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

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

  そうしたそうしたそうしたそうした中中中中、、、、ききききょょょょうのこのゼロエミッションフォーラムをうのこのゼロエミッションフォーラムをうのこのゼロエミッションフォーラムをうのこのゼロエミッションフォーラムをややややっていたっていたっていたっていただだだだけるわけでありけるわけでありけるわけでありけるわけでありましてましてましてまして、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長さんにもさんにもさんにもさんにも大大大大変感謝申変感謝申変感謝申変感謝申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまたごごごご尽尽尽尽力力力力いたいたいたいただだだだきましきましきましきましたたたた関係関係関係関係のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも深深深深くくくく敬敬敬敬意意意意をををを表表表表するするするする次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。このこのこのこの後後後後、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長ささささんのんのんのんのごごごご講演講演講演講演とかとかとかとか、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社リコリコリコリコーさんのーさんのーさんのーさんの事事事事例例例例紹介紹介紹介紹介とかとかとかとか、、、、またまたまたまた県内県内県内県内でででで大大大大変変変変環境環境環境環境問問問問題題題題にににに一一一一生生生生懸懸懸懸命取命取命取命取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいているいているいているいている皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にパネにパネにパネにパネリリリリストになっていたストになっていたストになっていたストになっていただだだだいていていていて、、、、そしてパネルそしてパネルそしてパネルそしてパネルデデデディィィィススススカカカカッションをッションをッションをッションをややややっていたっていたっていたっていただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、大大大大変変変変盛盛盛盛りりりりだだだだくさんなプログラムになってくさんなプログラムになってくさんなプログラムになってくさんなプログラムになっておりますおりますおりますおります。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく来来来来ていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。どうかどうかどうかどうか最最最最後後後後までいまでいまでいまでいろろろろいいいいろろろろおおおお聞聞聞聞きききき取取取取りいたりいたりいたりいただだだだいていていていて、、、、またまたまたまた参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、これをこれをこれをこれを機機機機にににに富山県富山県富山県富山県のののの環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、地球地球地球地球温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが一一一一層前層前層前層前進進進進しますようにしますようにしますようにしますように、、、、ひひひひとつよとつよとつよとつよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  終終終終わりにわりにわりにわりに、、、、ききききょょょょうおうおうおうお集集集集まりまりまりまりのののの皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお一一一一人人人人おおおおひひひひとりとりとりとり、、、、ますますますますますますますますごごごご健健健健勝勝勝勝ででででごごごご発展発展発展発展いたいたいたいただだだだききききますようにますようにますようにますように祈祈祈祈念念念念しましてしましてしましてしまして、、、、私私私私ののののごごごごあいさつにさせていたあいさつにさせていたあいさつにさせていたあいさつにさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 
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  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸からからからから皆皆皆皆様様様様ににににごごごごああああいさつをいさつをいさつをいさつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  ごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました藤村藤村藤村藤村ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、ゼロエミッションフォーラム・イゼロエミッションフォーラム・イゼロエミッションフォーラム・イゼロエミッションフォーラム・イン・ン・ン・ン・富山富山富山富山のののの開催開催開催開催にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、多多多多数数数数ごごごご出席出席出席出席賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、ありありありありがとうがとうがとうがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、石井知石井知石井知石井知事事事事様様様様にはにはにはには大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいとこしいとこしいとこしいところごろごろごろご出席出席出席出席いたいたいたいただだだだきききき、、、、ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここへここへここへここへ準備準備準備準備にににに向向向向かってかってかってかって、、、、富山県富山県富山県富山県のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ごごごご尽尽尽尽力力力力いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  富山県富山県富山県富山県といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、私私私私、、、、ここでゼロエミッションのおここでゼロエミッションのおここでゼロエミッションのおここでゼロエミッションのお話話話話もももも実実実実はははは過去過去過去過去ににににややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだいたいたいたいたおりおりおりおり、、、、宇奈宇奈宇奈宇奈月月月月やややや、、、、黒黒黒黒部部部部峡峡峡峡谷谷谷谷、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも遊遊遊遊ばばばばせていたせていたせていたせていただだだだいたりいたりいたりいたり、、、、非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思いがいがいがいが多多多多いわけでいわけでいわけでいわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。豊豊豊豊かさかさかさかさ日日日日本一本一本一本一というのはというのはというのはというのは富山県富山県富山県富山県、、、、これはこれはこれはこれは皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方はもうはもうはもうはもう十十十十分分分分ににににごごごご存存存存じじじじのことでのことでのことでのことでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、環境環境環境環境省省省省がががが昔昔昔昔調調調調査査査査いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、富山県富山県富山県富山県においてはまにおいてはまにおいてはまにおいてはまだだだだ毎毎毎毎年年年年なさなさなさなさっているんっているんっているんっているんじゃじゃじゃじゃなななないかといかといかといかと想想想想像像像像してしてしてしておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを具具具具体的体的体的体的にににに、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと科学科学科学科学的的的的にににに調調調調査査査査いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、日日日日本一本一本一本一だだだだというというというというデデデデータがータがータがータがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  持続可能持続可能持続可能持続可能なななな生生生生活活活活、、、、発展発展発展発展といいますのとといいますのとといいますのとといいますのと、、、、快適快適快適快適性性性性ををををココココストでストでストでストで割割割割ってってってって、、、、そういうそういうそういうそういう数数数数式式式式のののの中中中中でででではははは評価評価評価評価できないできないできないできない問問問問題題題題ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、ややややはりはりはりはり豊豊豊豊かさというのがかさというのがかさというのがかさというのが分分分分子子子子でででで、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境ココココストストストストをををを含含含含めためためためた、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる経済的経済的経済的経済的ななななココココストというのがストというのがストというのがストというのが分分分分母母母母ということになるんということになるんということになるんということになるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、このこのこのこの富山県富山県富山県富山県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの構築構築構築構築にににに対対対対してしてしてして皆皆皆皆様様様様方方方方のののの熱熱熱熱意意意意がががが大大大大変高変高変高変高いということはいということはいということはいということは十十十十分分分分承承承承知申知申知申知申しししし上上上上げげげげておりますておりますておりますております。。。。 

  国国国国連大学連大学連大学連大学のゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッションとのゼロエミッションと申申申申しますのはしますのはしますのはしますのは、、、、リオリオリオリオのののの 92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットサミットサミットサミット、、、、そのそのそのその世界的世界的世界的世界的ななななココココンンンンセセセセンサスをンサスをンサスをンサスを具具具具体的体的体的体的にににに実現化実現化実現化実現化するためのプロジェクトとしてするためのプロジェクトとしてするためのプロジェクトとしてするためのプロジェクトとして 94年年年年にこのにこのにこのにこのココココンンンンセセセセプトのプトのプトのプトの研究研究研究研究がががが始始始始まりましまりましまりましまりましたたたた。。。。以以以以後後後後、、、、大大大大変変変変市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして行政行政行政行政のののの皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご理理理理解解解解ととととごごごご支支支支援援援援をいたをいたをいたをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、これをもっとこれをもっとこれをもっとこれをもっと加加加加速速速速してしてしてして普及普及普及普及させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、2000 年年年年からこからこからこからこのゼロエミッションフォーラムというのゼロエミッションフォーラムというのゼロエミッションフォーラムというのゼロエミッションフォーラムという組組組組織織織織体体体体ができましたができましたができましたができました。。。。学会学会学会学会、、、、それからそれからそれからそれから企業企業企業企業、、、、そしてそしてそしてそして自治体自治体自治体自治体がががが三位三位三位三位一体一体一体一体になってになってになってになって国内国内国内国内、、、、そしてそしてそしてそして海海海海外外外外でそのでそのでそのでその普及普及普及普及・・・・実実実実践践践践をををを促進促進促進促進するするするする活動活動活動活動をつづけてをつづけてをつづけてをつづけているということでいるということでいるということでいるということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  何何何何とととと言言言言いましてもいましてもいましてもいましても、、、、もうもうもうもうごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、我我我我々々々々、、、、時時時時間間間間とのとのとのとの勝勝勝勝負負負負にににに入入入入っているんっているんっているんっているんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。私私私私はもうはもうはもうはもう年年年年寄寄寄寄りでりでりでりで、、、、あとあとあとあと、、、、まあまあまあまあ、、、、せいせいせいせいぜぜぜぜいいいい数数数数年年年年生生生生きれきれきれきればばばばということになってということになってということになってということになっているといるといるといると思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、おおおお子様子様子様子様とかとかとかとか、、、、これからこれからこれからこれから生生生生まれるおまれるおまれるおまれるお子様子様子様子様、、、、このこのこのこの時時時時代代代代にはどういうこにはどういうこにはどういうこにはどういうことになるかわからないというとになるかわからないというとになるかわからないというとになるかわからないという、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに切切切切羽羽羽羽詰詰詰詰まったまったまったまった状態状態状態状態にににに我我我我々々々々はははは直面直面直面直面しているというしているというしているというしているというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、資源資源資源資源問問問問題題題題、、、、人口人口人口人口がもうがもうがもうがもう爆爆爆爆発的発的発的発的にににに増増増増えておりますしえておりますしえておりますしえておりますし、、、、それからそれからそれからそれから格格格格差差差差問問問問題題題題。。。。私私私私たたたたちちちちはははは大大大大変変変変豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をしているわけでをしているわけでをしているわけでをしているわけでごごごござざざざいますいますいますいますがががが、、、、世界世界世界世界のののの 80％％％％のののの人人人人々々々々はははは 20％％％％のののの富富富富でででで生生生生活活活活していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるということでるということでるということでるということでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、このこのこのこの南北南北南北南北間間間間問問問問題題題題もももも片片片片づけながづけながづけながづけながらららら、、、、資源資源資源資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、そしてそしてそしてそして環境環境環境環境のののの悪悪悪悪化化化化をををを防止防止防止防止しながらしながらしながらしながら経済的経済的経済的経済的なななな持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発展発展発展発展をしなきをしなきをしなきをしなきゃゃゃゃいいいいけないというけないというけないというけないという、、、、こういうこういうこういうこういう困困困困難難難難をををを、、、、ススススピピピピーーーードドドド感感感感をををを持持持持ってってってって乗乗乗乗りりりり切切切切るるるる必必必必要要要要があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけでごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 先進的先進的先進的先進的なななな富山県富山県富山県富山県におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、これはこれはこれはこれは独独独独断断断断ではではではではごごごござざざざいますけいますけいますけいますけれれれれどどどど、、、、ぜひぜひぜひぜひ国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロのゼロのゼロのゼロエミッションエミッションエミッションエミッション富山活動富山活動富山活動富山活動ユユユユニットをおつくりいたニットをおつくりいたニットをおつくりいたニットをおつくりいただだだだいていていていて、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな分野分野分野分野でででで、、、、いいいいろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを推進推進推進推進するプロするプロするプロするプロモモモモーターーターーターーター役役役役をなさっていたをなさっていたをなさっていたをなさっていただだだだいていていていて、、、、ススススピピピピーーーードドドドをををを上上上上げげげげてててて実実実実践践践践いたいたいたいただだだだくことをくことをくことをくことを願願願願っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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  本本本本日日日日はははは、、、、そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生からのおからのおからのおからのお話話話話、、、、それからそれからそれからそれからリコリコリコリコーのーのーのーの則武則武則武則武さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話、、、、そそそそしてパネラーのしてパネラーのしてパネラーのしてパネラーの皆皆皆皆様様様様方方方方のおのおのおのお考考考考えにえにえにえに、、、、期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしたいといいたしたいといいたしたいといいたしたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ついででついででついででついでで申申申申しわけないんですがしわけないんですがしわけないんですがしわけないんですが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではではではでは、、、、11 月月月月 28日日日日にににに、、、、温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策にににに対対対対するするするする展展展展望望望望とととと世界世界世界世界のののの先進事先進事先進事先進事例例例例ということでということでということでということでセセセセミナーをミナーをミナーをミナーを開開開開くことになっておりますくことになっておりますくことになっておりますくことになっております。。。。駐駐駐駐日英日英日英日英国大国大国大国大使使使使からはからはからはからは、、、、スターン・スターン・スターン・スターン・レレレレビビビビュュュューとーとーとーと英英英英国国国国のののの気候変気候変気候変気候変動動動動対策対策対策対策についてのについてのについてのについてのごごごご報告報告報告報告、、、、それからスそれからスそれからスそれからスウウウウェーェーェーェーデデデデンのストックンのストックンのストックンのストックホホホホルムでのルムでのルムでのルムでの温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策、、、、そしてそしてそしてそしてドドドドイイイイツツツツのののの自動自動自動自動車車車車会社会社会社会社 BMW のののの対応対応対応対応、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車のののの対応対応対応対応、、、、ジョンジョンジョンジョンソソソソンンンン&ジョンジョンジョンジョンソソソソンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社のののの企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応、、、、それからそれからそれからそれから松松松松下下下下電器電器電器電器のののの、、、、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池にににに対対対対するするするする開発開発開発開発、、、、家家家家庭庭庭庭のののの CO2対策対策対策対策等等等等々々々々のおのおのおのお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだくことになっておりくことになっておりくことになっておりくことになっておりますますますます。。。。ぜひぜひぜひぜひごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたいいたいいたいいたしますしますしますします。。。。 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  このこのこのこの後後後後、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演にににに移移移移りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じじじじますがますがますがますが、、、、石井知石井知石井知石井知事事事事にはにはにはには、、、、このこのこのこの後別後別後別後別のののの用用用用務務務務ががががごごごござざざざいまいまいまいますのですのですのですので、、、、ここでここでここでここで退退退退席席席席させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 （（（（石井知石井知石井知石井知事事事事退退退退席席席席）））） 

 司司司司会会会会     それではそれではそれではそれでは、、、、ステージのステージのステージのステージの準備準備準備準備ができますまでができますまでができますまでができますまで、、、、ここでこのここでこのここでこのここでこの後後後後のののの予定予定予定予定についてについてについてについてごごごご説明説明説明説明いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。 

  このこのこのこの後後後後、、、、国際連合国際連合国際連合国際連合大学大学大学大学副副副副学学学学長長長長のののの安井安井安井安井先先先先生生生生によりますによりますによりますによります基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社リリリリココココーのーのーのーの則武様則武様則武様則武様からからからから事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、県民県民県民県民、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、行政行政行政行政のののの連連連連携携携携したしたしたした
3R のののの推進推進推進推進についてについてについてについて討討討討論論論論をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますパネルきますパネルきますパネルきますパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行うこととしておうこととしておうこととしておうこととしておりますりますりますります。。。。フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの終了予定終了予定終了予定終了予定時時時時刻刻刻刻はははは 16時時時時をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、準備準備準備準備がががが整整整整いますまでいますまでいますまでいますまで、、、、ししししばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちちちちくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 
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基調講演基調講演基調講演基調講演 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演をををを始始始始めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます。。。。講講講講師師師師はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学副副副副学学学学長長長長のののの安井至安井至安井至安井至先先先先生生生生ですですですです。。。。 

  安井安井安井安井先先先先生生生生はははは、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学のののの副副副副学学学学長長長長をををを務務務務めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるるるるほほほほかかかか、、、、日日日日本本本本 LCA 学会学会学会学会副副副副会会会会長長長長ななななどどどど多多多多方方方方面面面面ででででごごごご活活活活躍躍躍躍していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。おおおお手手手手元元元元のののの資料資料資料資料にもプロフにもプロフにもプロフにもプロフィィィィールをールをールをールを載載載載せておりませておりませておりませておりますのですのですのですので、、、、ごごごごらんいたらんいたらんいたらんいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

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

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  時時時時間間間間もももも限限限限られておりますのでられておりますのでられておりますのでられておりますので、、、、本題本題本題本題にににに参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ききききょょょょうのうのうのうの講演講演講演講演のののの 1 つのつのつのつのねねねねらいはらいはらいはらいは、、、、これこれこれこれ、、、、富山県富山県富山県富山県とととと国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムののゼロエミッションフォーラムの主催主催主催主催ででででごごごござざざざいいいいますがますがますがますが、、、、日日日日本本本本のゼロエミッションというものののゼロエミッションというものののゼロエミッションというものののゼロエミッションというものの過去過去過去過去のののの歴史歴史歴史歴史とととと、、、、これからこれからこれからこれから先先先先どうなるのかなというどうなるのかなというどうなるのかなというどうなるのかなという話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだこうというわけでこうというわけでこうというわけでこうというわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその前前前前にににに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと一言一言一言一言だだだだけけけけ、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ののののごごごご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだこうとこうとこうとこうと思思思思いますいますいますいます。。。。今知今知今知今知事事事事にもにもにもにもごごごご紹介紹介紹介紹介していたんですしていたんですしていたんですしていたんですがががが、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの学学学学生生生生がいるんですかがいるんですかがいるんですかがいるんですか」。「」。「」。「」。「おりまおりまおりまおりませんせんせんせん」」」」というというというという話話話話をしておりましたをしておりましたをしておりましたをしておりました。「。「。「。「どのどのどのどのぐぐぐぐらいらいらいらい教授教授教授教授がいるんですかがいるんですかがいるんですかがいるんですか」。「」。「」。「」。「おりませんおりませんおりませんおりません」。」。」。」。国国国国連大学連大学連大学連大学といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、大学大学大学大学というというというという名名名名のののの研究研究研究研究機機機機関関関関ですですですです。。。。1975 年年年年にににに日日日日本本本本にににに本本本本部部部部をつくってをつくってをつくってをつくって設立設立設立設立されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、今今今今世界世界世界世界じゅじゅじゅじゅうにうにうにうに 14カカカカ所所所所ほほほほどのどのどのどの研究研究研究研究・・・・研研研研修修修修セセセセンターというのンターというのンターというのンターというのをををを持持持持っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、東京東京東京東京のののの活動活動活動活動はははは全全全全体体体体のののの 2 割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそれれれれじゃじゃじゃじゃ、、、、東京東京東京東京でででで何何何何ををををややややっているのかといいますとっているのかといいますとっているのかといいますとっているのかといいますと、、、、統治統治統治統治とととと平平平平和和和和のののの研究研究研究研究とととと環境環境環境環境のののの研究研究研究研究ををををややややっっっっているとているとているとていると主主主主張張張張しておりしておりしておりしておりますますますます。。。。私私私私はははは今今今今、、、、環境環境環境環境とととと持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発プログラムというものをプログラムというものをプログラムというものをプログラムというものを担当担当担当担当しているしているしているしている副副副副学学学学長長長長ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの分野分野分野分野でででで一体一体一体一体何何何何をどのようにすをどのようにすをどのようにすをどのようにすべべべべきかというものをきかというものをきかというものをきかというものを研研研研究究究究しししし、、、、あるあるあるある程程程程度実度実度実度実践践践践しししし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、うまくいけうまくいけうまくいけうまくいけばばばばそれをそれをそれをそれをほほほほかのとこかのとこかのとこかのところろろろにににに伝伝伝伝達達達達していくしていくしていくしていく、、、、そんそんそんそんなことをなことをなことをなことをややややっているわけでっているわけでっているわけでっているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、日日日日本本本本におけるにおけるにおけるにおける 3R のののの流流流流れれれれ、、、、ゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションの流流流流れれれれみたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを少少少少しししし振振振振りりりり返返返返りながらりながらりながらりながら、、、、今後今後今後今後どんなどんなどんなどんな方方方方向向向向にににに行行行行くのかなということをくのかなということをくのかなということをくのかなということを考考考考えてみえてみえてみえてみようということでようということでようということでようということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが日日日日本本本本のののの 3R をををを引引引引っっっっ張張張張ってきたとってきたとってきたとってきたと言言言言えるとえるとえるとえると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。95 年年年年にににに成立成立成立成立してしてしてして、、、、97 年年年年にににに一一一一部部部部施施施施行行行行されてされてされてされて、、、、2000 年年年年からからからから完完完完全全全全施施施施行行行行というというというという形形形形ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。
2000 年年年年にはにはにはには、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法をををを追追追追いかけるいかけるいかけるいかける形形形形でででで、、、、普普普普通通通通だだだだとととと、、、、基本基本基本基本法法法法というのがというのがというのがというのが先先先先ににににできてできてできてできて、、、、それでそれでそれでそれで個個個個別法別法別法別法ができるんですがができるんですがができるんですがができるんですが、、、、日日日日本本本本のののの場場場場合合合合にはにはにはには逆逆逆逆でででで、、、、個個個個別法別法別法別法のののの容容容容リリリリ法法法法がががが先先先先にでにでにでにできてきてきてきて、、、、基本基本基本基本法法法法がががが後後後後をををを追追追追いかけたといういかけたといういかけたといういかけたという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 そのときのそのときのそのときのそのときの主主主主たるたるたるたる考考考考ええええ方方方方でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、一一一一応応応応、、、、容容容容リリリリ法法法法ができていたものですからができていたものですからができていたものですからができていたものですから、、、、リリリリササササイクルはイクルはイクルはイクルは重要重要重要重要だだだだとととと。。。。たたたただだだだしししし、、、、基本基本基本基本法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの上上上上ににににリリリリユユユユースをースをースをースを置置置置きききき、、、、そのさそのさそのさそのさらにらにらにらに上位上位上位上位ににににリデュリデュリデュリデュースというものをースというものをースというものをースというものを置置置置くということをくということをくということをくということを 2000 年年年年にににに述述述述べべべべておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのそのリデリデリデリデュュュュースというのはースというのはースというのはースというのは一体一体一体一体何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを削減削減削減削減するするするする、、、、出出出出さないということさないということさないということさないということですですですです。。。。リリリリユユユユースースースース、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち二二二二度度度度、、、、三三三三度度度度使使使使っていくものはっていくものはっていくものはっていくものは使使使使おうおうおうおうじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、まあまあまあまあ、、、、
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ややややむむむむをををを得得得得ずずずず使使使使えなくなってしまったものはえなくなってしまったものはえなくなってしまったものはえなくなってしまったものは、、、、再再再再度度度度材材材材料料料料としてとしてとしてとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原料料料料としとしとしとしてててて、、、、あるあるあるあるいはエネルギーいはエネルギーいはエネルギーいはエネルギー源源源源としてとしてとしてとして利用利用利用利用しようということでありましたしようということでありましたしようということでありましたしようということでありました。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと動動動動いてきたわけでありますがいてきたわけでありますがいてきたわけでありますがいてきたわけでありますが、、、、今今今今、、、、実実実実はははは富山富山富山富山のののの状況状況状況状況をををを私私私私はよくはよくはよくはよく知知知知ららららないんですけないんですけないんですけないんですけれれれれどどどど、、、、そのそのそのその先先先先達達達達であったであったであったであった容容容容リリリリ法法法法はははは結結結結構構構構問問問問題題題題があるがあるがあるがある法法法法律律律律ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、いまいまいまいまだだだだにうまくにうまくにうまくにうまく動動動動いているのかいているのかいているのかいているのか、、、、とととと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、まあまあまあまあ、、、、環境環境環境環境省省省省とととと経産経産経産経産省省省省にはにはにはには申申申申しわけないけしわけないけしわけないけしわけないけれれれれどどどど、、、、もうもうもうもう少少少少しししし根根根根本的本的本的本的にににに考考考考ええええ直直直直さないとさないとさないとさないとだだだだめめめめじゃじゃじゃじゃないのないのないのないの、、、、なんていうことをなんていうことをなんていうことをなんていうことをぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつとつとつとつと言言言言っっっっているわけでありますているわけでありますているわけでありますているわけであります。。。。 そのそのそのその根根根根本的本的本的本的なとこなとこなとこなところろろろはははは一体一体一体一体何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりリリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、ママママテテテテリリリリアルアルアルアルリリリリサイクルというサイクルというサイクルというサイクルという、、、、かかかかなりなりなりなり苦苦苦苦しいことをしいことをしいことをしいことをややややっているというのがっているというのがっているというのがっているというのが 1 つつつつ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ああああとととと、、、、ケケケケミミミミカカカカルルルルリリリリサイクルとサイクルとサイクルとサイクルと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの場場場場合合合合にににに燃燃燃燃料化料化料化料化してしてしてして燃燃燃燃ややややすのとそれすのとそれすのとそれすのとそれほほほほどどどど違違違違わないことをわないことをわないことをわないことをややややっているというっているというっているというっているという、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと根根根根本的本的本的本的なとこなとこなとこなところろろろがががが問問問問題題題題であであであでありますりますりますります。。。。もっとさらにもっとさらにもっとさらにもっとさらに具具具具体的体的体的体的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの材材材材料料料料リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、これはこれはこれはこれは札札札札束束束束をつけてをつけてをつけてをつけてリリリリサイクルをおサイクルをおサイクルをおサイクルをお願願願願いするわけですよいするわけですよいするわけですよいするわけですよねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、1 トントントントン当当当当たりたりたりたり 10万万万万円円円円というというというという札札札札束束束束をつけてをつけてをつけてをつけてリリリリサイクルをおサイクルをおサイクルをおサイクルをお願願願願いしているというようないしているというようないしているというようないしているというような状態状態状態状態になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。大体大体大体大体、、、、そそそそもそもプラスもそもプラスもそもプラスもそもプラスチチチチックってどのックってどのックってどのックってどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値段値段値段値段のものかのものかのものかのものか、、、、ごごごご存存存存じじじじでででですよすよすよすよねねねね。。。。普普普普通通通通、、、、1キキキキログラムログラムログラムログラム
100円円円円とかいったとかいったとかいったとかいったオオオオーダーなわけですーダーなわけですーダーなわけですーダーなわけです。。。。1 トントントントン当当当当たりたりたりたり幾幾幾幾らですからですからですからですか。。。。10万万万万円円円円なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。だだだだかかかからららら、、、、結局結局結局結局新新新新しいものをつくれるしいものをつくれるしいものをつくれるしいものをつくれるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値段値段値段値段のののの処処処処理理理理費費費費をかけてをかけてをかけてをかけてリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをややややっているとっているとっているとっているというのがいうのがいうのがいうのが 1 つのつのつのつの問問問問題題題題点点点点でででで、、、、これがこれがこれがこれがほほほほんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのがんとうにいいのかどうかというのが非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題ですですですです。。。。 うまくいったのはうまくいったのはうまくいったのはうまくいったのはペペペペットットットットボボボボトルでありましてトルでありましてトルでありましてトルでありまして、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、最最最最初初初初 8 万万万万円円円円もつけてもつけてもつけてもつけてリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをややややっていたんですがっていたんですがっていたんですがっていたんですが、、、、今今今今、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、17 年度年度年度年度でまでまでまでまだだだだこれこれこれこれだだだだけのけのけのけの値段値段値段値段になになになになっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、18 年度以降年度以降年度以降年度以降、、、、とうとうプラスのとうとうプラスのとうとうプラスのとうとうプラスの価値価値価値価値をををを持持持持つつつつ、、、、要要要要するにするにするにするに集集集集めてくめてくめてくめてくれれれればばばばおおおお金金金金にににになるというものになったんですなるというものになったんですなるというものになったんですなるというものになったんですねねねね。。。。そこまでそこまでそこまでそこまでペペペペットットットットボボボボトルをトルをトルをトルを育育育育てたのはてたのはてたのはてたのは偉偉偉偉いかもしれないいかもしれないいかもしれないいかもしれないけれどけれどけれどけれど、、、、ここここちちちちらがまらがまらがまらがまだだだだ将来将来将来将来どうなるかなというようなとこどうなるかなというようなとこどうなるかなというようなとこどうなるかなというようなところろろろはまはまはまはまだだだだありますありますありますあります。。。。 昨昨昨昨年年年年のののの 2 月月月月にににに、、、、これはこれはこれはこれは最最最最終案終案終案終案ですがですがですがですが、、、、改改改改正正正正容容容容器器器器包装包装包装包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法のののの最最最最終案終案終案終案ができてができてができてができて、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 4 月月月月からからからから施施施施行行行行されていてされていてされていてされていて、、、、今今今今年年年年からからからから完完完完全全全全施施施施行行行行になっているということなんですがになっているということなんですがになっているということなんですがになっているということなんですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとまとまとまとまだだだだ、、、、あとあとあとあと多多多多分分分分 2 回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい改改改改正正正正されないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなというされないとうまくいかないかなという気気気気がいたしがいたしがいたしがいたしますがますがますがますが、、、、少少少少しししし改改改改善善善善はされてきておりますはされてきておりますはされてきておりますはされてきております。。。。今今今今までまでまでまで、、、、燃燃燃燃ややややすということにすということにすということにすということに対対対対してしてしてして非常非常非常非常にににに抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感があってがあってがあってがあって、、、、特特特特にダイにダイにダイにダイオオオオキキキキシンシンシンシン以以以以来来来来、、、、まあまあまあまあ、、、、もっとももっとももっとももっとも、、、、世界世界世界世界じゅじゅじゅじゅうそうなんですうそうなんですうそうなんですうそうなんですねねねね。。。。今今今今、、、、焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉ががががちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと動動動動いていていていて、、、、ちちちちゃゃゃゃんとつくれるんとつくれるんとつくれるんとつくれる国国国国というのはというのはというのはというのは世界世界世界世界でででで日日日日本本本本ぐぐぐぐらいになってしまらいになってしまらいになってしまらいになってしまっていてっていてっていてっていて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、韓韓韓韓国国国国もももも焼却焼却焼却焼却炉炉炉炉ははははほほほほとんどつくれませんしとんどつくれませんしとんどつくれませんしとんどつくれませんし、、、、フフフフィリィリィリィリピピピピンもつくれないしンもつくれないしンもつくれないしンもつくれないし、、、、というというというという状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっていますねねねね。。。。燃燃燃燃料化料化料化料化、、、、まあまあまあまあ、、、、こんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのがこんなことはとんでもないというのが世界世界世界世界のののの状況状況状況状況なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、日日日日本本本本はははは燃燃燃燃ややややすすすす技術技術技術技術があるからということでがあるからということでがあるからということでがあるからということで燃燃燃燃ややややしていこうとしていこうとしていこうとしていこうと。。。。現実現実現実現実ににににはそれはそれはそれはそれほほほほどどどど問問問問題題題題はははは出出出出ていないというのはていないというのはていないというのはていないというのはごごごご存存存存じじじじのとおりでのとおりでのとおりでのとおりでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況になってきているというわけでになってきているというわけでになってきているというわけでになってきているというわけで、、、、若干若干若干若干ままままだだだだ問問問問題題題題がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろありまありまありまありますすすす。。。。 今今今今、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、東京東京東京東京都都都都のののの恥恥恥恥さらしなんですけれどもさらしなんですけれどもさらしなんですけれどもさらしなんですけれども、、、、東京東京東京東京都都都都というのはというのはというのはというのは、、、、長長長長々々々々とととと、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックはックはックはックは「「「「不不不不燃燃燃燃ごごごごみみみみ」」」」といってといってといってといって燃燃燃燃ややややせないせないせないせないごごごごみみみみ、、、、燃燃燃燃ややややさないさないさないさないごごごごみみみみ、、、、微微微微妙妙妙妙なななな表表表表現現現現のののの違違違違いですけどいですけどいですけどいですけど、、、、どっどっどっどっちだちだちだちだったんですかったんですかったんですかったんですかねねねね。。。。昔昔昔昔はははは燃燃燃燃ややややせないせないせないせないごごごごみみみみだだだだったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、最最最最近近近近はははは燃燃燃燃ややややさないさないさないさないごごごごみとしてみとしてみとしてみとして不不不不燃燃燃燃ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして処処処処理理理理されておりましたされておりましたされておりましたされておりました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、容容容容リリリリ法法法法でもってでもってでもってでもってリリリリササササイクルをするイクルをするイクルをするイクルをする、、、、ペペペペットットットットボボボボトルとトトルとトトルとトトルとトレレレレーはーはーはーは別別別別なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、そのそのそのその他他他他のプラスのプラスのプラスのプラスチチチチックをどうックをどうックをどうックをどうリリリリササササイクルするのかなということにイクルするのかなということにイクルするのかなということにイクルするのかなということに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、ややややっとっとっとっとモモモモデデデデルルルル地域地域地域地域というとこというとこというとこというところろろろでででで実実実実験験験験がががが始始始始
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まったのがまったのがまったのがまったのが東京東京東京東京都都都都でありますでありますでありますであります。。。。 何何何何をををを今今今今ややややっているかといいますとっているかといいますとっているかといいますとっているかといいますと、、、、ごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお買買買買いになるいになるいになるいになる容容容容器器器器包装包装包装包装ににににはこういうプラはこういうプラはこういうプラはこういうプラママママークがついていたりークがついていたりークがついていたりークがついていたり、、、、紙紙紙紙ママママークがついていたりークがついていたりークがついていたりークがついていたり、、、、場場場場合合合合によるとによるとによるとによるとペペペペットットットットママママークークークーク、、、、こんなこんなこんなこんなママママークがついていますよークがついていますよークがついていますよークがついていますよねねねね。。。。今東京今東京今東京今東京都都都都ががががやろやろやろやろうとしているのはうとしているのはうとしているのはうとしているのは、、、、このプラこのプラこのプラこのプラママママークがついているークがついているークがついているークがついている容容容容器器器器包装包装包装包装をををを集集集集めめめめてててて、、、、それをそれをそれをそれをリリリリサイクルしてみようということをサイクルしてみようということをサイクルしてみようということをサイクルしてみようということをややややっとっとっとっと始始始始めましためましためましためました。。。。とことことこところろろろがががが、、、、実際実際実際実際にににに集集集集まってくるとこんなまってくるとこんなまってくるとこんなまってくるとこんな状況状況状況状況なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。ぐぐぐぐちちちちゃゃゃゃぐぐぐぐちちちちゃゃゃゃとととと。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、食食食食べべべべ物物物物のかすのかすのかすのかすだだだだらけというようならけというようならけというようならけというような状況状況状況状況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。これをこれをこれをこれを今今今今、、、、都心都心都心都心のののの中心中心中心中心区区区区、、、、例例例例ええええばばばば、、、、港港港港区区区区であるとかであるとかであるとかであるとか千千千千代代代代田田田田区区区区というのはというのはというのはというのは、、、、住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる方方方方がががが比比比比較較較較的的的的少少少少なくなくなくなく、、、、企業企業企業企業ばばばばっかりしかありませんからっかりしかありませんからっかりしかありませんからっかりしかありませんから、、、、すすすすごごごごくくくく豊豊豊豊かなかなかなかな区区区区なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろはははは、、、、住住住住民民民民サーサーサーサービビビビスとしてスとしてスとしてスとして、「、「、「、「何何何何でもおでもおでもおでもお出出出出しくしくしくしくだだだださいさいさいさい。。。。このままでもこのままでもこのままでもこのままでも結結結結構構構構ですですですです。。。。区区区区がががが洗洗洗洗ってってってって、、、、きれいにしてきれいにしてきれいにしてきれいにして、、、、あとはあとはあとはあとはリリリリサイクルしますサイクルしますサイクルしますサイクルします」」」」とととと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。大田大田大田大田区区区区みたいなみたいなみたいなみたいな区区区区はははは、、、、もともとプラスもともとプラスもともとプラスもともとプラスチチチチッッッックのクのクのクの処処処処理場理場理場理場があったりしてがあったりしてがあったりしてがあったりして、、、、そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろはははは、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、こういうものはこういうものはこういうものはこういうものは全部全部全部全部燃燃燃燃ややややしますよしますよしますよしますよ。。。。燃燃燃燃ややややすすすす以以以以外外外外ないですよないですよないですよないですよ」」」」とととと言言言言ってってってって、、、、ですからですからですからですから、、、、可可可可燃燃燃燃ごごごごみとしてみとしてみとしてみとして出出出出してくしてくしてくしてくだだだださいとさいとさいとさいと。。。。今今今今までまでまでまで燃燃燃燃ややややせないはずせないはずせないはずせないはずだだだだったプラスったプラスったプラスったプラスチチチチックがックがックがックが突突突突然然然然燃燃燃燃ややややせることになっせることになっせることになっせることになってててて、、、、そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況になってになってになってになっておりますおりますおりますおります。。。。 私私私私はははは今今今今、、、、目目目目黒黒黒黒区区区区というとこというとこというとこというところろろろののののごごごごみみみみ減減減減量量量量等推進等推進等推進等推進何何何何とかとかとかとか審審審審議会議会議会議会のののの会会会会長長長長というのをというのをというのをというのをややややっておっておっておっておりましてりましてりましてりまして、、、、困困困困ってってってって、、、、結局結局結局結局今今今今編編編編みみみみ出出出出したのがしたのがしたのがしたのが何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、「、「、「、「水水水水でさっとでさっとでさっとでさっと洗洗洗洗ってきれいにってきれいにってきれいにってきれいになったらなったらなったらなったらリリリリサイクルしましサイクルしましサイクルしましサイクルしましょょょょうううう」。」。」。」。どれがどれがどれがどれが洗洗洗洗ってきれいになるんですかってきれいになるんですかってきれいになるんですかってきれいになるんですかねねねね。。。。もしももしももしももしもだだだだめそうめそうめそうめそうだだだだったらったらったらったら無無無無理理理理しないでいいですしないでいいですしないでいいですしないでいいです、、、、燃燃燃燃ややややしまししまししまししましょょょょうううう、、、、ということでということでということでということで、、、、今今今今方方方方向向向向性性性性をとをとをとをとろろろろうとしうとしうとしうとしていますていますていますています。。。。何何何何でそんなことをしなきでそんなことをしなきでそんなことをしなきでそんなことをしなきゃゃゃゃいけないのかといいますといけないのかといいますといけないのかといいますといけないのかといいますと、、、、そもそもそもそもそもそもそもそもママママークがークがークがークが悪悪悪悪いいいいんですんですんですんですねねねね。。。。このこのこのこのママママークがついているとークがついているとークがついているとークがついていると、、、、これこれこれこれ、、、、リリリリサイクルできるようなサイクルできるようなサイクルできるようなサイクルできるようなママママークになークになークになークになっていっていっていっていますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは実実実実をををを言言言言うとうとうとうと「「「「リリリリサイクルできるサイクルできるサイクルできるサイクルできる」」」」ということをということをということをということを示示示示しているものではありましているものではありましているものではありましているものではありませんせんせんせん。。。。これはこれはこれはこれは、、、、これをつくったこれをつくったこれをつくったこれをつくった、、、、あるいはこのあるいはこのあるいはこのあるいはこの容容容容器器器器包装包装包装包装をををを使使使使っているっているっているっているメメメメーーーーカカカカーがーがーがーが容容容容リリリリ法法法法のののの枠枠枠枠組組組組みにみにみにみに基基基基づいておづいておづいておづいてお金金金金をををを払払払払いますよいますよいますよいますよ、、、、というというというという意意意意思思思思表表表表明明明明にすにすにすにすぎぎぎぎませんませんませんません。。。。おおおお金金金金をををを払払払払いますよといますよといますよといますよといういういういう意意意意思思思思のののの表表表表明明明明とととと、、、、それがそれがそれがそれがリリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに適適適適しているものですということはしているものですということはしているものですということはしているものですということは全全全全くくくく違違違違ったったったった話話話話でででですすすす。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの次次次次にににに出出出出てまいりますてまいりますてまいりますてまいります、、、、ここにありますここにありますここにありますここにありますママママヨヨヨヨネーズのこのネーズのこのネーズのこのネーズのこのチュチュチュチューブですけーブですけーブですけーブですけれれれれどどどど、、、、このこのこのこのママママヨヨヨヨネーズのネーズのネーズのネーズのチュチュチュチューブというのはーブというのはーブというのはーブというのは、、、、洗洗洗洗ってきれいになれってきれいになれってきれいになれってきれいになればリばリばリばリサイクルできるとサイクルできるとサイクルできるとサイクルできると皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお考考考考えでしえでしえでしえでしょょょょうがうがうがうが、、、、実実実実をををを言言言言うとこれうとこれうとこれうとこれ、、、、3層層層層構構構構造造造造になっていますになっていますになっていますになっています。。。。3種種種種類類類類のののの違違違違ったプラスったプラスったプラスったプラスチチチチックのックのックのックの張張張張りりりり合合合合わせになっていますわせになっていますわせになっていますわせになっています。。。。これをこれをこれをこれをリリリリサイクルするのはサイクルするのはサイクルするのはサイクルするのは、、、、現現現現状状状状だだだだとととと極極極極めてめてめてめて難難難難しいしいしいしいですですですですねねねね。。。。特特特特ににににママママテテテテリリリリアルというアルというアルというアルという状況状況状況状況、、、、材材材材料料料料のままのままのままのまま回回回回すのはすのはすのはすのはほほほほとんどとんどとんどとんど不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう、、、、材材材材料料料料それそれそれそれぞぞぞぞれについてそういうれについてそういうれについてそういうれについてそういう状況状況状況状況があるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらず、、、、今今今今はははは、、、、おおおお金金金金をををを払払払払うううう意意意意思思思思があるがあるがあるがあるママママークークークーク＝＝＝＝リリリリサイクルできるというサイクルできるというサイクルできるというサイクルできるという、、、、そういうそういうそういうそういうママママークークークークだだだだとととと読読読読みみみみ直直直直してしてしてしてリリリリサイクルしサイクルしサイクルしサイクルしちちちちゃゃゃゃおうおうおうおうとととと、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを今今今今ややややっているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、まあまあまあまあ、、、、はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言ってってってって、、、、ままままだだだだままままだだだだ
――リリリリサイクルというものにサイクルというものにサイクルというものにサイクルというものに我我我我々々々々がががが取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだのはのはのはのは 97 年年年年、、、、ややややっとっとっとっと 10 年年年年。。。。まあまあまあまあ、、、、あとあとあとあと 10 年年年年、、、、
20 年年年年ぐぐぐぐらいかかるんらいかかるんらいかかるんらいかかるんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですかねねねね、、、、完完完完全全全全ななななリリリリサイクルシステムにいくにはサイクルシステムにいくにはサイクルシステムにいくにはサイクルシステムにいくには。。。。そういうそういうそういうそういうようなようなようなような状況状況状況状況でありますでありますでありますであります。。。。 水水水水でさっとでさっとでさっとでさっと洗洗洗洗ってってってってリリリリサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのは、、、、集集集集まるまるまるまる量量量量はははは中間中間中間中間になりますになりますになりますになります。。。。焼却量焼却量焼却量焼却量もももも今今今今よりよりよりより増増増増えますえますえますえます。。。。たたたただだだだしししし、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法にのっとっにのっとっにのっとっにのっとっててててリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを我我我我々々々々ががががややややりますとりますとりますとりますと、、、、そのそのそのその容容容容器器器器をををを使使使使っているっているっているっているメメメメーーーーカカカカーはそれにーはそれにーはそれにーはそれに対対対対してしてしてしてリリリリサイサイサイサイクルクルクルクル費費費費用用用用というのをというのをというのをというのを負担負担負担負担することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。それがそれがそれがそれがメメメメーーーーカカカカーにとってーにとってーにとってーにとって財財財財政政政政的的的的にににに厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと
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いうことであれいうことであれいうことであれいうことであればばばば、、、、それはそれはそれはそれは、、、、メメメメーーーーカカカカーはそれをいかにーはそれをいかにーはそれをいかにーはそれをいかに薄薄薄薄くくくくしようかとかしようかとかしようかとかしようかとか、、、、いかにいかにいかにいかに使使使使うのをうのをうのをうのを減減減減らそうかとからそうかとからそうかとからそうかとか、、、、そういうそういうそういうそういう減減減減量量量量するするするする気気気気になりますになりますになりますになります。。。。全部全部全部全部燃燃燃燃ややややししししちちちちゃゃゃゃえとえとえとえと言言言言ってってってって燃燃燃燃ややややししししちちちちゃゃゃゃいますといますといますといますと、、、、メメメメーーーーカカカカーはーはーはーは何何何何のののの痛痛痛痛みもなくなっみもなくなっみもなくなっみもなくなっちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そこがつらいとこそこがつらいとこそこがつらいとこそこがつらいところろろろなんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。全全全全量量量量回回回回せせせせばばばばいいんですけどいいんですけどいいんですけどいいんですけど、、、、それはまたそれはまたそれはまたそれはまたややややりりりり過過過過ぎぎぎぎでででで、、、、ななななぜぜぜぜかといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを LCA とととと言言言言いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、例例例例ええええばばばば、、、、1 グラムのプラスグラムのプラスグラムのプラスグラムのプラスチチチチックのフックのフックのフックのフィィィィルムルムルムルム、、、、大体大体大体大体ぺぺぺぺららららぺぺぺぺらのらのらのらのポポポポリリリリエエエエチレチレチレチレンのフンのフンのフンのフィィィィルムルムルムルムだだだだとととと 30セセセセンンンンチチチチ×10セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。ラップですラップですラップですラップですとととと、、、、30 セセセセンンンンチチチチ×20 セセセセンンンンチチチチぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで 1 グラムですグラムですグラムですグラムです。。。。これをこれをこれをこれを 1 リリリリットルットルットルットルぐぐぐぐらいのおらいのおらいのおらいのお湯湯湯湯でででで洗洗洗洗いまいまいまいますとすとすとすと、、、、大体大体大体大体そのおそのおそのおそのお湯湯湯湯をををを得得得得るためにどうせるためにどうせるためにどうせるためにどうせ石石石石油油油油かかかかガガガガスがスがスがスが要要要要りますよりますよりますよりますよねねねね。。。。それでそれでそれでそれで出出出出てくるてくるてくるてくる石石石石油油油油だだだだといたしますとといたしますとといたしますとといたしますと 4 グラムグラムグラムグラムぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの石石石石油油油油をををを燃燃燃燃ややややしていることにしていることにしていることにしていることに相相相相当当当当するんですするんですするんですするんです。。。。このこのこのこの 4 ググググラムというのはラムというのはラムというのはラムというのは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、1 グラムグラムグラムグラム、、、、これをつくるのにこれをつくるのにこれをつくるのにこれをつくるのに使使使使うううう石石石石油油油油はははは大体大体大体大体 1.3 ないしないしないしないし 1.4グラムでできグラムでできグラムでできグラムでできちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。何何何何ややややっているんっているんっているんっているんだろだろだろだろうとうとうとうということになりますいうことになりますいうことになりますいうことになります。。。。洗洗洗洗ううううだだだだけでけでけでけで 4グラムのグラムのグラムのグラムの石石石石油油油油をををを使使使使いいいい、、、、それでもってそれでもってそれでもってそれでもって一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命頑張頑張頑張頑張ってってってってややややったってったってったってったって、、、、もともともともともともともともと 1.3 グラムグラムグラムグラムぐぐぐぐららららいでできるようなプラスいでできるようなプラスいでできるようなプラスいでできるようなプラスチチチチックをックをックをックを大大大大切切切切だだだだ、、、、大大大大切切切切だだだだとととと言言言言ってってってって、、、、それでおそれでおそれでおそれでお湯湯湯湯をををを使使使使っていたらっていたらっていたらっていたら何何何何ののののメリメリメリメリットもットもットもットもないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。というというというという状況状況状況状況なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。 将来将来将来将来的的的的にはこういうにはこういうにはこういうにはこういう LCA みたいなみたいなみたいなみたいな考考考考ええええ方方方方というのがというのがというのがというのが科学的科学的科学的科学的にににに物物物物をををを見見見見てててて、、、、それでいそれでいそれでいそれでいろろろろんなんなんなんなことがことがことがことが行行行行われていかなきわれていかなきわれていかなきわれていかなきゃゃゃゃいけないんですがいけないんですがいけないんですがいけないんですが、、、、まあまあまあまあまあまあまあまあ、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、3R のののの世界世界世界世界というのはまというのはまというのはまというのはまだだだだままままだだだだ十十十十分分分分ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 一方一方一方一方、、、、結結結結構構構構厄厄厄厄介介介介なことにはなことにはなことにはなことには、、、、元元元元名名名名古古古古屋屋屋屋大学大学大学大学のののの教授教授教授教授でおられたでおられたでおられたでおられた武武武武田田田田邦邦邦邦彦彦彦彦先先先先生生生生がががが書書書書いているいているいているいている『『『『リリリリサイクルしてはいけないサイクルしてはいけないサイクルしてはいけないサイクルしてはいけない』』』』あたりからあたりからあたりからあたりから、、、、『『『『環境環境環境環境問問問問題題題題になになになになぜぜぜぜうそがはびこるかうそがはびこるかうそがはびこるかうそがはびこるか』』』』あたりのあたりのあたりのあたりの、、、、このこのこのこの本本本本はははは 25 万万万万部部部部売売売売れたそうでありますがれたそうでありますがれたそうでありますがれたそうでありますが、、、、そこでそこでそこでそこで彼彼彼彼はこんなことをはこんなことをはこんなことをはこんなことを言言言言っていますっていますっていますっています。「。「。「。「ペペペペッッッットトトトボボボボトルをトルをトルをトルを新新新新しくつくれしくつくれしくつくれしくつくればばばば 10 円円円円。。。。しかししかししかししかし再再再再生生生生 PET 樹樹樹樹脂脂脂脂でつくるとでつくるとでつくるとでつくると 30 円円円円かかりますかかりますかかりますかかります」。」。」。」。ここここれれれれ、、、、相相相相当当当当なうそがなうそがなうそがなうそが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。ななななぜぜぜぜならならならならばばばば、、、、再再再再生生生生 PET樹樹樹樹脂脂脂脂ででででペペペペットットットットボボボボトルはできませんトルはできませんトルはできませんトルはできません。。。。まずそれがまずそれがまずそれがまずそれが 1 つつつつ。。。。値段値段値段値段はははは何何何何からつくるかによりますからつくるかによりますからつくるかによりますからつくるかによります。。。。ケケケケミミミミカカカカルルルルリリリリサイクルというのはできサイクルというのはできサイクルというのはできサイクルというのはできましてましてましてまして、、、、それからそれからそれからそれからややややるとるとるとると幾幾幾幾らかかるかならかかるかならかかるかならかかるかな、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろですですですですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、値値値値段段段段がががが 3 倍倍倍倍もあるんもあるんもあるんもあるんだだだだからからからから、、、、当当当当然然然然環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷もももも 3 倍倍倍倍だだだだとととと言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、これもこれもこれもこれも実実実実をををを言言言言うとううとううとううとうそでありましてそでありましてそでありましてそでありまして、、、、どこにこのどこにこのどこにこのどこにこの 30円円円円のおのおのおのお金金金金がかかっているんでしがかかっているんでしがかかっているんでしがかかっているんでしょょょょうかうかうかうか。。。。一一一一番番番番おおおお金金金金がかかっがかかっがかかっがかかっているのはているのはているのはているのは集集集集めるとこめるとこめるとこめるところろろろですですですです。。。。集集集集めるとこめるとこめるとこめるところろろろにににに何何何何かかかか材材材材料料料料がががが要要要要るでしるでしるでしるでしょょょょうかうかうかうか。。。。いえいえいえいえいえいえいえいえ、、、、人人人人間間間間だだだだけですよけですよけですよけですよねねねね。。。。人人人人間間間間がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命集命集命集命集めるわけですめるわけですめるわけですめるわけです。。。。そこにそこにそこにそこに人人人人件費件費件費件費がかかるわけですがかかるわけですがかかるわけですがかかるわけです。。。。したしたしたしたがってがってがってがって、、、、人人人人件費件費件費件費でででで高高高高いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、人人人人件費件費件費件費というのはというのはというのはというのはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷なのかとなのかとなのかとなのかと言言言言われるわれるわれるわれるとととと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいですよしいですよしいですよしいですよねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ここのここのここのここの 3 倍倍倍倍というものがというものがというものがというものが、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がががが 3 倍倍倍倍であるとはであるとはであるとはであるとは思思思思えないんですがえないんですがえないんですがえないんですが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなうそがなうそがなうそがなうそがちちちちりりりりばばばばめられていてめられていてめられていてめられていて、、、、なかなかそなかなかそなかなかそなかなかそれをれをれをれを打打打打ちちちち破破破破るのはるのはるのはるのは難難難難しいんですがしいんですがしいんですがしいんですが、、、、とうとうとうとうとうとうとうとうペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進協推進協推進協推進協はははは、、、、そのそのそのその彼彼彼彼のののの出出出出しているしているしているしているデデデデータはータはータはータは捏捏捏捏造造造造だだだだとととと言言言言いましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、どうなるかどうなるかどうなるかどうなるかちちちちょょょょっとっとっとっと見物見物見物見物でありますでありますでありますであります。。。。一一一一方方方方でででで、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、リリリリサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのは全然全然全然全然だだだだめめめめだだだだとととと言言言言うううう方方方方はおられますがはおられますがはおられますがはおられますが、、、、全然全然全然全然だだだだめでめでめでめではありませんはありませんはありませんはありません。。。。かといってかといってかといってかといって完完完完全全全全でもありませんでもありませんでもありませんでもありません。。。。だだだだからからからから、、、、我我我我々々々々はははは今今今今ちちちちょょょょうどうどうどうど中間中間中間中間ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのいいとこいいとこいいとこいいところろろろをををを探探探探してしてしてして歩歩歩歩いていかなきいていかなきいていかなきいていかなきゃゃゃゃいけないんですいけないんですいけないんですいけないんですがががが、、、、先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていまっていまっていまっていましたアル・したアル・したアル・したアル・ゴゴゴゴアアアアはははは、、、、「「「「不不不不都都都都合合合合なななな真真真真実実実実」」」」というとこというとこというとこというところろろろでででで彼彼彼彼もももも言言言言っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、このままでこのままでこのままでこのままで完完完完全全全全だだだだよとよとよとよと言言言言うううう人人人人もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、いいいいやややや、、、、もうもうもうもう将来将来将来将来はははは真真真真っっっっ暗暗暗暗だだだだとととと言言言言うううう人人人人もいるんですけもいるんですけもいるんですけもいるんですけれれれれどどどど、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど中間中間中間中間をををを言言言言うううう人人人人がいないがいないがいないがいない。。。。大体環境大体環境大体環境大体環境問問問問題題題題ってそうなんですってそうなんですってそうなんですってそうなんですねねねね。。。。大体大体大体大体中間中間中間中間をうまくをうまくをうまくをうまく歩歩歩歩いいいいていかなきていかなきていかなきていかなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという、、、、そういうことがそういうことがそういうことがそういうことがリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの課題課題課題課題であであであであろろろろうかとうかとうかとうかと思思思思いますいますいますいます。。。。 今今今今ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、ケケケケミミミミカカカカルルルルリリリリサイクルというものがサイクルというものがサイクルというものがサイクルというものが一一一一部部部部なされておりますなされておりますなされておりますなされております。。。。帝帝帝帝人人人人フフフファァァァ
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イイイイババババーというーというーというーという会社会社会社会社ととととペペペペットットットットリバリバリバリバースというースというースというースという会社会社会社会社があったんですががあったんですががあったんですががあったんですが、、、、今今今今はははは帝帝帝帝人人人人フフフファァァァイイイイババババーーーーだだだだけしかけしかけしかけしか動動動動いておりませんいておりませんいておりませんいておりません。。。。そこでもそこでもそこでもそこでも今今今今大大大大変変変変苦苦苦苦しいしいしいしい状況状況状況状況にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、ケケケケミミミミカカカカルルルルリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルというのをというのをというのをというのをややややってってってっていますいますいますいます。。。。何何何何ををををややややりますかといいますとりますかといいますとりますかといいますとりますかといいますと、、、、普普普普通通通通にににに原原原原料料料料からつくってからつくってからつくってからつくってボボボボトルトルトルトルにするんですがにするんですがにするんですがにするんですが、、、、ボボボボトルをトルをトルをトルを集集集集めてきてめてきてめてきてめてきて、、、、それをそれをそれをそれを解解解解重合重合重合重合というのをというのをというのをというのをややややってってってって再再再再びびびび完完完完全全全全なななな化学化学化学化学物物物物質質質質、、、、原原原原料料料料にににに戻戻戻戻しますしますしますします。。。。精精精精製製製製してしてしてして樹樹樹樹脂脂脂脂をををを再再再再びつくりびつくりびつくりびつくり直直直直しますしますしますします。。。。それをそれをそれをそれを使使使使ってってってってペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルををををつくるのですがつくるのですがつくるのですがつくるのですが、、、、そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと一体一体一体一体どうなるかどうなるかどうなるかどうなるか。。。。ここにここにここにここに使使使使ったエネルギーがいったエネルギーがいったエネルギーがいったエネルギーがいろろろろいいいいろろろろ書書書書いいいいてあっててあっててあっててあって、、、、細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは全部全部全部全部省省省省略略略略しますがしますがしますがしますが、、、、これとこれこれとこれこれとこれこれとこれ、、、、このこのこのこの値値値値がががが同同同同じじじじぐぐぐぐらいですよらいですよらいですよらいですよねねねね。。。。ということはということはということはということは、、、、結局結局結局結局、、、、このこのこのこの原原原原料料料料換換換換算算算算分分分分のここのここのここのここだだだだけはこうつくるけはこうつくるけはこうつくるけはこうつくる、、、、それでできたそれでできたそれでできたそれでできたものものものものをををを原原原原料料料料にしてこうつくるとにしてこうつくるとにしてこうつくるとにしてこうつくると、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうどペペペペットットットットボボボボトルというのはトルというのはトルというのはトルというのは重重重重さがさがさがさが同同同同じじじじ石石石石油油油油ぐぐぐぐらいかなというらいかなというらいかなというらいかなというとことことこところろろろなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。当当当当たりたりたりたり前前前前ですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。結局結局結局結局そういうそういうそういうそういう話話話話なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ペペペペットットットットボボボボトルをそのままトルをそのままトルをそのままトルをそのままペペペペットットットットボボボボトルにすることもトルにすることもトルにすることもトルにすることも、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろこういうこういうこういうこういう経経経経路路路路以以以以外外外外はできないんはできないんはできないんはできないんですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ののののペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルはペペペペットットットットボボボボトルになトルになトルになトルになっていないっていないっていないっていない。。。。電気電気電気電気製品製品製品製品なんかをおなんかをおなんかをおなんかをお買買買買いになるといになるといになるといになると、、、、ブブブブリリリリスターパックというスターパックというスターパックというスターパックという格格格格好好好好でででで、、、、製品製品製品製品のののの格格格格好好好好にににに成型成型成型成型されたものになっているんですされたものになっているんですされたものになっているんですされたものになっているんですねねねね。。。。そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも、、、、こういうことをすることこういうことをすることこういうことをすることこういうことをすることによってによってによってによって何何何何とかなるかなというようなとかなるかなというようなとかなるかなというようなとかなるかなというような状況状況状況状況にににに今今今今来来来来ているわけでありますているわけでありますているわけでありますているわけであります。。。。 ほほほほかのかのかのかのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法はどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかねねねね。。。。例例例例ええええばばばば食食食食品品品品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、こんなものがあるこんなものがあるこんなものがあるこんなものがあるというのはというのはというのはというのはごごごご存存存存じじじじでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。2001 年年年年からからからから施施施施行行行行されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、年年年年間間間間 100 トントントントン以以以以上上上上、、、、かかかかなりなりなりなり大大大大量量量量ですですですです、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの食食食食品品品品廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを出出出出すすすす事業事業事業事業者者者者はははは 20％％％％をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制でででで減減減減らすらすらすらすかかかか、、、、再再再再利用利用利用利用するかするかするかするか、、、、減減減減量量量量しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけませんといういけませんといういけませんといういけませんという、、、、そういうそういうそういうそういう話話話話でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、これもこれもこれもこれも実実実実をををを言言言言うとうとうとうと改改改改正正正正されておりますされておりますされておりますされております。。。。今回今回今回今回少少少少しよくなりましたしよくなりましたしよくなりましたしよくなりました。。。。今今今今までまでまでまで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というのはというのはというのはというのは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ががががややややはりはりはりはり最大最大最大最大のののの問問問問題題題題なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの市町市町市町市町村村村村がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ枠枠枠枠組組組組みをつくっみをつくっみをつくっみをつくっておられてておられてておられてておられて、、、、そのそのそのその自治体自治体自治体自治体のののの枠枠枠枠をををを越越越越してしてしてして何何何何かをかをかをかをややややるということはなかなかできなかったんでるということはなかなかできなかったんでるということはなかなかできなかったんでるということはなかなかできなかったんですがすがすがすが、、、、今回今回今回今回のこののこののこののこの食食食食品品品品リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ではではではでは広広広広域域域域ループというのをループというのをループというのをループというのを認認認認めることになりましめることになりましめることになりましめることになりましたたたた。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ココココンンンンビビビビニにしたニにしたニにしたニにしたもももも、、、、スーパーにしてもスーパーにしてもスーパーにしてもスーパーにしても、、、、何何何何にしてもそうですけにしてもそうですけにしてもそうですけにしてもそうですけれれれれどどどど、、、、みんなみんなみんなみんな市市市市をまたがってをまたがってをまたがってをまたがって存存存存在在在在しているんですしているんですしているんですしているんですねねねね。。。。そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろのののの事業事業事業事業者者者者がががが自分自分自分自分のとこのとこのとこのところろろろののののあるあるあるある市市市市のもののもののもののものだだだだけをけをけをけをややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないというのいけないというのいけないというのいけないというのだだだだとととと、、、、非常非常非常非常にににに枠枠枠枠組組組組みをつくるのはみをつくるのはみをつくるのはみをつくるのは大大大大変変変変ななななんですがんですがんですがんですが、、、、一一一一応応応応 A 市市市市、、、、B 市市市市、、、、C 市市市市、、、、D 市市市市というというというという違違違違ったとこったとこったとこったところろろろからからからから出出出出てきたてきたてきたてきたものものものものをををを 1 つのつのつのつの廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物業業業業者者者者にににに集集集集めてめてめてめて、、、、別別別別のとこのとこのとこのところろろろにににに持持持持っていってっていってっていってっていってややややるということができるようになりましたるということができるようになりましたるということができるようになりましたるということができるようになりました。。。。これはこれはこれはこれは大大大大きなきなきなきな改改改改善善善善ではないかというようにではないかというようにではないかというようにではないかというように期期期期待待待待しているわけでありますしているわけでありますしているわけでありますしているわけであります。。。。 こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法というのはまというのはまというのはまというのはまだだだだ実実実実験験験験段階段階段階段階ですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうのとことことこところろろろはどういうとこはどういうとこはどういうとこはどういうところろろろがいいのかというものをがいいのかというものをがいいのかというものをがいいのかというものを今今今今探探探探しししし出出出出しているようなしているようなしているようなしているような感感感感じじじじかなというかなというかなというかなという気気気気がいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。 家電家電家電家電。。。。家電家電家電家電はははは皆皆皆皆さんさんさんさん普普普普通通通通にににに動動動動いているといているといているといていると思思思思われているかもしれませんわれているかもしれませんわれているかもしれませんわれているかもしれません。。。。テテテテレレレレビビビビ、、、、冷冷冷冷蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯機機機機、、、、エアエアエアエアココココンンンン、、、、冷冷冷冷凍庫凍庫凍庫凍庫がそのがそのがそのがその後後後後加加加加わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、今後今後今後今後薄薄薄薄型型型型テテテテレレレレビビビビ、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥機機機機がががが加加加加わるわるわるわる予定予定予定予定でありますでありますでありますであります。。。。たたたただだだだ、、、、世界的世界的世界的世界的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法みたいなものがみたいなものがみたいなものがみたいなものが動動動動くくくく国国国国というというというというのはのはのはのは多多多多分世界分世界分世界分世界でででで日日日日本本本本だだだだけけけけ。。。。どこがどこがどこがどこが違違違違うかうかうかうか。。。。後後後後払払払払いシステムですいシステムですいシステムですいシステムです。。。。今今今今、、、、テテテテレレレレビビビビだだだだとととと 2,700円円円円ププププラスラスラスラス税税税税かなかなかなかな。。。。まあまあまあまあ、、、、冷冷冷冷蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫 4,500円円円円プラスプラスプラスプラス消消消消費費費費税税税税ですかですかですかですかねねねね。。。。何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう格格格格好好好好でででで払払払払わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけないですがいけないですがいけないですがいけないですが、、、、ヨヨヨヨーロッパもーロッパもーロッパもーロッパも、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと、、、、家電家電家電家電リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法みたいなものがありみたいなものがありみたいなものがありみたいなものがありましてましてましてまして、、、、昨昨昨昨年年年年からからからから動動動動いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、前前前前払払払払いシステムですいシステムですいシステムですいシステムです。。。。というよりもというよりもというよりもというよりも、、、、何何何何ともともともとも言言言言いがいがいがいがたいですたいですたいですたいですねねねね。。。。今今今今のののの日日日日本本本本のパのパのパのパソソソソココココンンンンリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法とととと似似似似ていますがていますがていますがていますが、、、、製品製品製品製品のののの価価価価格格格格のののの中中中中ににににリリリリサイサイサイサイクルクルクルクル費費費費用用用用がががが含含含含まれているよまれているよまれているよまれているよ、、、、というというというというふふふふうになっておりますがうになっておりますがうになっておりますがうになっておりますが、、、、幾幾幾幾らららら含含含含まれているかはまれているかはまれているかはまれているかは言言言言わわわわ
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れておりませんれておりませんれておりませんれておりません。。。。 日日日日本本本本というというというという国国国国はははは後後後後払払払払いいいい。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄がががが起起起起きるんですよきるんですよきるんですよきるんですよ。。。。実際実際実際実際にはにはにはには 1％％％％からからからから 1.5％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はどうもはどうもはどうもはどうも起起起起きているようでありますがきているようでありますがきているようでありますがきているようでありますが、、、、以以以以前前前前はははは事業事業事業事業者者者者がががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄していしていしていしていたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、最最最最近近近近個個個個人人人人がががが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄ををををちちちちょょょょっとっとっとっと始始始始めているというめているというめているというめているという状状状状況況況況でありますがでありますがでありますがでありますが、「、「、「、「もしこもしこもしこもしこれをれをれをれをドドドドイイイイツツツツででででややややったらどうなるのったらどうなるのったらどうなるのったらどうなるの？？？？」」」」ととととドドドドイイイイツツツツ人人人人なんかになんかになんかになんかに聞聞聞聞きますときますときますときますと、「、「、「、「いいいいやややや、、、、そんなのそんなのそんなのそんなの、、、、みんなみんなみんなみんな不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄だだだだよよよよ。。。。10％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらい不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されるんされるんされるんされるんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか」。」。」。」。日日日日本本本本というというというという国国国国はいまはいまはいまはいまだだだだにににに法法法法治国治国治国治国家家家家なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう国国国国でありますでありますでありますであります。。。。 問問問問題題題題点点点点はいはいはいはいろろろろいいいいろろろろありますありますありますあります。。。。一一一一番番番番大大大大きいのはきいのはきいのはきいのは、、、、ブラブラブラブラウウウウンンンン管管管管式式式式のテのテのテのテレレレレビビビビ。。。。あのブラあのブラあのブラあのブラウウウウンンンン管管管管、、、、
cathode-ray tube とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、あれのあれのあれのあれのガガガガラスがラスがラスがラスが今回今回今回今回らなくなっらなくなっらなくなっらなくなっちちちちゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。ななななぜぜぜぜってってってって、、、、当当当当たりたりたりたり前前前前なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ブラブラブラブラウウウウンンンン管管管管をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている会社会社会社会社がががが日日日日本本本本からなくなっからなくなっからなくなっからなくなっちちちちゃゃゃゃいましたいましたいましたいました。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも何何何何かなくなりそうなかなくなりそうなかなくなりそうなかなくなりそうな気気気気配配配配なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。今今今今世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも絶絶絶絶滅滅滅滅しそうでありしそうでありしそうでありしそうでありましてましてましてまして、、、、どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか、、、、液晶液晶液晶液晶テテテテレレレレビビビビになりそうなんですになりそうなんですになりそうなんですになりそうなんですねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、ごごごご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように、、、、2011年年年年にににに、、、、地地地地上上上上波波波波アナログがアナログがアナログがアナログが停停停停波波波波しますしますしますします。。。。ここでサーここでサーここでサーここでサービビビビスがなくなっスがなくなっスがなくなっスがなくなっちちちちゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。多多多多分分分分、、、、このこのこのこの年年年年あたりにあたりにあたりにあたりにだだだだっとっとっとっと出出出出るでしるでしるでしるでしょょょょううううねねねね。。。。どうなるんでしどうなるんでしどうなるんでしどうなるんでしょょょょうかうかうかうか。。。。これこれこれこれ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと恐恐恐恐ろろろろしいしいしいしい感感感感じじじじがいたしますがいたしますがいたしますがいたします。。。。まあまあまあまあ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題がありますがありますがありますがあります。。。。 日日日日本本本本というというというという国国国国はははは、、、、ほほほほかのかのかのかの国国国国とととと違違違違うううう点点点点がががが幾幾幾幾つかありますつかありますつかありますつかあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは、、、、環境先環境先環境先環境先進国進国進国進国とかとかとかとか言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、ヨヨヨヨーロッパはーロッパはーロッパはーロッパは、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちがががが生生生生産産産産者者者者であるであるであるである、、、、物物物物をつくるというをつくるというをつくるというをつくるという、、、、そうそうそうそういういういういう考考考考ええええ方方方方ががががほほほほとんどありませんとんどありませんとんどありませんとんどありません。。。。とことことこところろろろがががが、、、、日日日日本本本本というというというという国国国国はははは、、、、相相相相変変変変わらずわらずわらずわらず世界世界世界世界のののの工場工場工場工場みみみみたいなとこたいなとこたいなとこたいなところろろろでありましてでありましてでありましてでありまして、、、、最最最最近中近中近中近中国国国国にににに負負負負けていますけれどけていますけれどけていますけれどけていますけれど、、、、それでもそれでもそれでもそれでも高高高高級級級級なものはなものはなものはなものはややややははははりりりり日日日日本本本本でつくられているわけですでつくられているわけですでつくられているわけですでつくられているわけです。。。。中中中中国国国国にににに原原原原材材材材料料料料がががが輸輸輸輸出出出出されてされてされてされて、、、、中中中中国国国国でででで組組組組みみみみ立立立立てられていてられていてられていてられているわけでするわけでするわけでするわけです。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、原原原原料料料料からからからから見見見見ていくとていくとていくとていくと、、、、日日日日本本本本でつくられているものですからでつくられているものですからでつくられているものですからでつくられているものですから、、、、希希希希少元少元少元少元素素素素のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは、、、、世界世界世界世界じゅじゅじゅじゅうでとられたものはうでとられたものはうでとられたものはうでとられたものは日日日日本本本本でででで使使使使われているんですわれているんですわれているんですわれているんです。。。。それそれそれそれがががが結局結局結局結局日日日日本本本本のののの経済力経済力経済力経済力をををを支支支支えているんですえているんですえているんですえているんですねねねね。。。。ネネネネオオオオジムジムジムジム、、、、ディディディディスプロシスプロシスプロシスプロシウウウウムムムムなどはなどはなどはなどは、、、、聞聞聞聞いたいたいたいたことないですよことないですよことないですよことないですよねねねね。。。。ププププリウリウリウリウスといスといスといスといううううハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドド車車車車、、、、ホホホホンダもありますがンダもありますがンダもありますがンダもありますが、、、、そういうものそういうものそういうものそういうものののののモモモモーターーターーターーター用用用用のののの磁磁磁磁石石石石にはこういうにはこういうにはこういうにはこういう元元元元素素素素がががが必必必必要要要要なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。インジインジインジインジウウウウムムムム、、、、これはこれはこれはこれは液晶液晶液晶液晶、、、、あるあるあるあるいはこのパいはこのパいはこのパいはこのパソソソソココココンなんかにンなんかにンなんかにンなんかに使使使使っているっているっているっている液晶液晶液晶液晶のこういうとこのこういうとこのこういうとこのこういうところろろろにはにはにはには透透透透明明明明なななな電電電電極極極極がががが必必必必要要要要ですかですかですかですからららら、、、、それをこれでつくっていますそれをこれでつくっていますそれをこれでつくっていますそれをこれでつくっています。。。。今今今今使使使使っているこのパっているこのパっているこのパっているこのパソソソソココココンはンはンはンは、、、、電電電電源源源源つないでいないのつないでいないのつないでいないのつないでいないのでででで、、、、今今今今ババババッテッテッテッテリリリリーでーでーでーで動動動動いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、そのそのそのそのリチウリチウリチウリチウムムムムババババッテッテッテッテリリリリーはーはーはーはコバコバコバコバルトというものがルトというものがルトというものがルトというものが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。それからそれからそれからそれからリチウリチウリチウリチウムムムム電電電電池池池池ののののリチウリチウリチウリチウムですムですムですムですねねねね。。。。ロジロジロジロジウウウウムムムム、、、、これはこれはこれはこれは自動自動自動自動車車車車のののの触触触触媒媒媒媒でででですすすす。。。。こんなものがこんなものがこんなものがこんなものがほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに使使使使われているんですよわれているんですよわれているんですよわれているんですよ。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、日日日日本本本本はこういうはこういうはこういうはこういう希希希希少元少元少元少元素素素素がないとがないとがないとがないと商商商商売売売売がががが成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない国国国国なんですなんですなんですなんです。。。。 それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、こういうこういうこういうこういう元元元元素素素素どこからどこからどこからどこから輸輸輸輸入入入入しているんでししているんでししているんでししているんでしょょょょうかうかうかうか。。。。中中中中国国国国、、、、フフフフィィィィンランンランンランンランドドドド、、、、チチチチリリリリ、、、、南南南南アフアフアフアフリカリカリカリカでででですすすす、、、、日日日日本本本本ってってってって書書書書いてないですよいてないですよいてないですよいてないですよ。。。。とれないですとれないですとれないですとれないですねねねね。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、日日日日本本本本でででで希希希希少元少元少元少元素素素素ののののリリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルはややややられているのかってられているのかってられているのかってられているのかって、、、、とんでもないとんでもないとんでもないとんでもない、、、、不不不不十十十十分分分分ですですですです。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。要要要要すすすするにるにるにるに、、、、今今今今ココココストストストスト的的的的にににに合合合合わないんですわないんですわないんですわないんです。。。。たたたただだだだ、、、、将来将来将来将来、、、、30 年年年年後後後後、、、、50 年年年年後後後後、、、、多多多多分分分分、、、、日日日日本本本本ははははすすすすごごごごくくくく困困困困るるるることになるのことになるのことになるのことになるのですですですですねねねね。。。。ですけですけですけですけれれれれどどどど、、、、今今今今ははははややややらないらないらないらないほほほほうがいいんですうがいいんですうがいいんですうがいいんですねねねね、、、、企業企業企業企業としてはとしてはとしてはとしては。。。。昔昔昔昔存存存存在在在在していたしていたしていたしていた製製製製錬錬錬錬業業業業がががが日日日日本本本本からからからから消消消消滅滅滅滅しつつあってしつつあってしつつあってしつつあって、、、、それでもそれでもそれでもそれでも、、、、ＤＤＤＤＯＯＯＯＷＡＷＡＷＡＷＡさんとかさんとかさんとかさんとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとおとおとおとおややややりになっていますりになっていますりになっていますりになっています。。。。ＤＤＤＤＯＯＯＯＷＡＷＡＷＡＷＡさんもさんもさんもさんも、、、、しかししかししかししかし今商今商今商今商売売売売になるものしかになるものしかになるものしかになるものしかややややりませんりませんりませんりませんとはっきりおっしとはっきりおっしとはっきりおっしとはっきりおっしゃゃゃゃいますいますいますいますねねねね。。。。製製製製錬錬錬錬業業業業がなくなっがなくなっがなくなっがなくなっちちちちゃゃゃゃいますといますといますといますと、、、、リリリリサイクルもつらいんでサイクルもつらいんでサイクルもつらいんでサイクルもつらいんですすすすねねねね。。。。今今今今、、、、中中中中国国国国とととと資源資源資源資源のののの奪奪奪奪いいいい合合合合いになっていますからいになっていますからいになっていますからいになっていますから、、、、これこれこれこれははははどうするんどうするんどうするんどうするんだろだろだろだろうううう、、、、このこのこのこの辺辺辺辺はははは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題でででで、、、、3R、、、、このこのこのこの辺辺辺辺をををを考考考考えなくえなくえなくえなくちちちちゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 
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ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話がががが変変変変わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃ、、、、リリリリサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのはサイクルというのは何何何何のためにのためにのためにのためにややややっているんっているんっているんっているんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややはりはりはりはり社会的社会的社会的社会的なななな仕組仕組仕組仕組みをどうみをどうみをどうみをどう動動動動かすかというかすかというかすかというかすかという非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題があってがあってがあってがあってややややっているようにっているようにっているようにっているように思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、元元元元素素素素のののの場場場場合合合合なんかですとなんかですとなんかですとなんかですと、、、、日日日日本本本本のののの戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとしてややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないんいけないんいけないんいけないんだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの出出出出ししししたものとたものとたものとたものと似似似似ているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、今今今今までまでまでまでリデュリデュリデュリデュースというのをースというのをースというのをースというのを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削減削減削減削減としてとしてとしてとして我我我我々々々々ははははややややっっっってきたてきたてきたてきた。。。。しかししかししかししかし、、、、多多多多分分分分これからはこれからはこれからはこれからは、、、、少少少少資源資源資源資源、、、、長寿命長寿命長寿命長寿命化化化化、、、、リリリリペペペペアとアとアとアと書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは修修修修理理理理ですですですですねねねね、、、、そういうものをそういうものをそういうものをそういうものをややややってってってって長長長長くくくく使使使使うううう、、、、物物物物をををを使使使使わないわないわないわない、、、、修修修修理理理理をするをするをするをする、、、、みたいなことでみたいなことでみたいなことでみたいなことで、、、、結結結結果果果果的的的的にににに廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もももも減減減減るよというるよというるよというるよというリデュリデュリデュリデュースがースがースがースが多多多多分重要分重要分重要分重要になるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというふふふふうにうにうにうに思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、長長長長くくくく使使使使うううう、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし使使使使うううう。。。。乾乾乾乾電電電電池池池池がありますがありますがありますがあります。。。。最最最最近近近近、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水水水水素電素電素電素電池池池池がかながかながかながかなりりりり普及普及普及普及したようですがしたようですがしたようですがしたようですが、、、、ままままだだだだ十十十十分分分分ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。最最最最近近近近、、、、そもそもそもそもそもそもそもそもデデデデジジジジカメカメカメカメでででで単単単単３３３３がががが使使使使ええええるものがるものがるものがるものが少少少少ないですよないですよないですよないですよねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、1万万万万枚枚枚枚のののの写写写写真真真真をををを撮撮撮撮、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量をををを比比比比較較較較してみましてみましてみましてみますすすす。。。。アルアルアルアルカリカリカリカリのののの電電電電池池池池だだだだとととと大体大体大体大体 3.75 キキキキロロロロぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが乾乾乾乾電電電電池池池池でででで出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水水水水素素素素だだだだとととと零零零零点点点点このこのこのこのぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、非常非常非常非常にににに少少少少ないですしないですしないですしないですし、、、、しかもましかもましかもましかもまだだだだままままだだだだ使使使使ええええちちちちゃゃゃゃうものですからうものですからうものですからうものですから、、、、最最最最終終終終的的的的にニッにニッにニッにニッケケケケルルルル水水水水素素素素からからからから大体大体大体大体 8 グラムグラムグラムグラム分分分分ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしかごごごごみがみがみがみが出出出出ないんですよないんですよないんですよないんですよ。。。。だだだだからからからから、、、、ここここういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨てをてをてをてを長長長長くくくく使使使使えるものにえるものにえるものにえるものに切切切切りりりり換換換換えていくというようなことによってえていくというようなことによってえていくというようなことによってえていくというようなことによって、、、、ごごごごみをみをみをみを減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく、、、、そんなそんなそんなそんな社会社会社会社会をををを多多多多分分分分つくっていかなきつくっていかなきつくっていかなきつくっていかなきゃゃゃゃいけないのいけないのいけないのいけないのじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというわけですわけですわけですわけです。。。。 そのそのそのその次次次次、、、、ここにここにここにここに二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素もありますもありますもありますもありますねねねね。。。。二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素、、、、単単単単３３３３のののの電電電電池池池池をををを使使使使ったったったった場場場場合合合合にににに 5 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい出出出出ていたであていたであていたであていたであろろろろうものがうものがうものがうものが、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルル水水水水素電素電素電素電池池池池だだだだとととと 1 キキキキロロロロぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになる。。。。だだだだからからからから、、、、ごごごごみをみをみをみを出出出出さないということはさないということはさないということはさないということは、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、そのそのそのその裏返裏返裏返裏返しとしてしとしてしとしてしとして二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素もももも出出出出さないといさないといさないといさないということになっているようですうことになっているようですうことになっているようですうことになっているようです。。。。 となるととなるととなるととなると、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、ごごごごみのみのみのみのリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、そのそのそのその次次次次はははは何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、これはこれはこれはこれは多多多多分分分分こんなものかなとこんなものかなとこんなものかなとこんなものかなと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。それそれそれそれはははは何何何何かといいますとかといいますとかといいますとかといいますと、、、、我我我我々々々々今今今今、、、、エエエエココココププププレレレレミアムクミアムクミアムクミアムクラブをつくっておりましてラブをつくっておりましてラブをつくっておりましてラブをつくっておりまして、、、、エエエエココココププププレレレレミアムミアムミアムミアム商商商商品品品品みたいなものでみたいなものでみたいなものでみたいなもので日日日日本本本本はははは将来将来将来将来生生生生きるきるきるきるべべべべききききじじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという主主主主張張張張をしているんですをしているんですをしているんですをしているんです。。。。どんなものかというとどんなものかというとどんなものかというとどんなものかというと、、、、価価価価格格格格はははは安安安安くはないくはないくはないくはない。。。。しかしかしかしかしししし、、、、わりあいとわりあいとわりあいとわりあいと目立目立目立目立つつつつ。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、ほほほほかのかのかのかの人人人人にににに、「、「、「、「おれはこんなものをおれはこんなものをおれはこんなものをおれはこんなものを使使使使っているっているっているっているぞぞぞぞ」」」」とととと自自自自慢慢慢慢できるできるできるできる。。。。それでそれでそれでそれで、、、、愛愛愛愛用用用用できるできるできるできる、、、、長長長長くくくく使使使使えるえるえるえる。。。。でででで、、、、当当当当然然然然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、環境環境環境環境性性性性能能能能がいいがいいがいいがいいこんなものをとにかくつくっていったらどうこんなものをとにかくつくっていったらどうこんなものをとにかくつくっていったらどうこんなものをとにかくつくっていったらどうだろだろだろだろうかうかうかうかとととと考考考考ええええ活動活動活動活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 今今今今までまでまでまで幾幾幾幾つかつかつかつか製品製品製品製品、、、、ままままだだだだあまりあまりあまりあまりリリリリストはストはストはストは長長長長くないんですがくないんですがくないんですがくないんですが、、、、太陽太陽太陽太陽電電電電池池池池はははは別別別別格格格格ななななんでんでんでんでちちちちょょょょっとっとっとっと色色色色がががが違違違違いますがいますがいますがいますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、エエエエココココキキキキュュュュートとートとートとートと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれるヒヒヒヒートートートートポポポポンプンプンプンプ型型型型のののの給湯給湯給湯給湯器器器器、、、、それとそれとそれとそれとかプかプかプかプリウリウリウリウスみたいなスみたいなスみたいなスみたいなハハハハイブイブイブイブリリリリッッッッドドドド車車車車、、、、ホホホホンダのシンダのシンダのシンダのシビビビビックでもいいんですがックでもいいんですがックでもいいんですがックでもいいんですが。。。。それからそれからそれからそれから、、、、リリリリアプロジェクションテアプロジェクションテアプロジェクションテアプロジェクションテレレレレビビビビ。。。。これもなくなっこれもなくなっこれもなくなっこれもなくなっちちちちゃゃゃゃうかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんうかもしれませんねねねね。。。。今今今今のののの液晶液晶液晶液晶もももも、、、、ほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに競競競競争激争激争激争激しくてしくてしくてしくて、、、、リリリリアプロジェクションというのはアプロジェクションというのはアプロジェクションというのはアプロジェクションというのは、、、、今今今今ここにここにここにここにややややっているプロジェクっているプロジェクっているプロジェクっているプロジェクターをテターをテターをテターをテレレレレビビビビのののの中中中中にににに仕込仕込仕込仕込んんんんだだだだようなようなようなようなややややつですつですつですつですねねねね。。。。消消消消費費費費電電電電力力力力はかなりはかなりはかなりはかなり低低低低いですいですいですいです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、電電電電球型球型球型球型蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯、、、、これもまたきこれもまたきこれもまたきこれもまたきょょょょうこのうこのうこのうこの話話話話はははは持持持持ってきていませんけどってきていませんけどってきていませんけどってきていませんけど、、、、これもこれもこれもこれも思思思思ったったったったほほほほどどどど普普普普及及及及しないですしないですしないですしないですねねねね。。。。ここはここはここはここは当当当当然白然白然白然白熱熱熱熱電電電電球球球球ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも多多多多分分分分、、、、何何何何年年年年かたつとかたつとかたつとかたつと全部全部全部全部蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯になっになっになっになっているんでしているんでしているんでしているんでしょょょょうううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今言言言言いましたニッいましたニッいましたニッいましたニッケケケケルルルル水水水水素素素素型型型型のののの充電充電充電充電池池池池みたいなものでありみたいなものでありみたいなものでありみたいなものでありますますますます。。。。 それをそれをそれをそれを一体一体一体一体どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考考考考えるんえるんえるんえるんだだだだというとというとというとというと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、個個個個人人人人がががが多多多多分分分分ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをそっをそっをそっをそっちちちち側側側側にににに切切切切りかえていくしかないんりかえていくしかないんりかえていくしかないんりかえていくしかないんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという言言言言いいいい方方方方なんですなんですなんですなんです。。。。何何何何かというとかというとかというとかというと、、、、
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とにかくとにかくとにかくとにかく省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・省省省省資源資源資源資源、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆さんさんさんさんぜひぜひぜひぜひおおおおややややりくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。ですからですからですからですから、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく寿寿寿寿命命命命をををを長長長長くくくく、、、、いいものをいいものをいいものをいいものを長長長長くくくく使使使使ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はなるはなるはなるはなるべべべべくゼロにしましくゼロにしましくゼロにしましくゼロにしましょょょょうううう。。。。ごごごごみにみにみにみになるようなものはなるようなものはなるようなものはなるようなものは買買買買わないでくわないでくわないでくわないでくだだだださいさいさいさい。。。。買買買買っっっっちちちちゃゃゃゃったったったったらららら、、、、しようがないからしようがないからしようがないからしようがないから、、、、分分分分別別別別してしてしてしてリリリリサイクルしてくサイクルしてくサイクルしてくサイクルしてくだだだださいというさいというさいというさいというややややりりりり方方方方。。。。それですとそれですとそれですとそれですと、、、、実実実実をををを言言言言うとうとうとうと、、、、ややややはりはりはりはり物物物物のののの流流流流れるれるれるれる量量量量はははは減減減減りますりますりますります。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、経済経済経済経済がシがシがシがシュリュリュリュリンクしますンクしますンクしますンクします。。。。シシシシュリュリュリュリンクするとンクするとンクするとンクすると、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり経済経済経済経済がががが小小小小ささささくなるとくなるとくなるとくなると、、、、あんまりあんまりあんまりあんまり人人人人間間間間はははは幸幸幸幸せでないものですからせでないものですからせでないものですからせでないものですから、、、、それそれそれそれじゃじゃじゃじゃどうするんどうするんどうするんどうするんだろだろだろだろうかといううかといううかといううかというとととと、、、、エエエエココココププププレレレレミアムとかミアムとかミアムとかミアムとか、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアムビビビビンテージとかンテージとかンテージとかンテージとか言言言言ってってってって、、、、価値価値価値価値のののの高高高高いものをいものをいものをいものを少少少少しつくしつくしつくしつくりりりり出出出出さなきさなきさなきさなきゃゃゃゃしようがないんしようがないんしようがないんしようがないんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかというややややりりりり方方方方でありますでありますでありますであります。。。。 ププププレレレレミアムミアムミアムミアムビビビビンテージというンテージというンテージというンテージという物物物物のののの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。最最最最近近近近、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん音音音音楽楽楽楽おおおお好好好好きなきなきなきな方方方方でででで iPod をおをおをおをお持持持持ちちちちのののの方方方方、、、、すすすすごごごごくくくく多多多多いですよいですよいですよいですよねねねね。。。。年年年年齢齢齢齢層層層層的的的的にはにはにはにはちちちちょょょょっとっとっとっと上上上上でおでおでおでお持持持持ちちちちでないでないでないでない可能可能可能可能性性性性がががが高高高高いでいでいでいですけどすけどすけどすけど、、、、iPod ってってってって、、、、アップルのアップルのアップルのアップルの音音音音楽楽楽楽ププププレレレレーーーーヤヤヤヤーですけれどもーですけれどもーですけれどもーですけれども、、、、あれがあれがあれがあれがビビビビンテージンテージンテージンテージ化化化化してしてしてして、、、、例例例例ええええばばばば 30 年年年年後後後後にににに使使使使えるかえるかえるかえるか。。。。そんなことないですよそんなことないですよそんなことないですよそんなことないですよねねねね。。。。ななななぜぜぜぜ。。。。あのあのあのあの製品製品製品製品はははは、、、、電電電電池池池池のののの交交交交換換換換がでがでがでができないんですきないんですきないんですきないんですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、iPod nano なんていうのはなんていうのはなんていうのはなんていうのは、、、、今今今今ちちちちょょょょっとっとっとっと新新新新モモモモデデデデルがルがルがルが出出出出ちちちちゃゃゃゃいましいましいましいましたがたがたがたが、、、、ししししばばばばらくらくらくらく前前前前はははは 1万万万万 7,800円円円円でででで売売売売っていましたっていましたっていましたっていました。。。。そのそのそのその 1万万万万 7,800円円円円のののの iPod nano をををを、、、、電電電電池池池池交交交交換換換換をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、大体大体大体大体 500 日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで電電電電池池池池がおかしくなってがおかしくなってがおかしくなってがおかしくなって、、、、電電電電池池池池交交交交換換換換することにすることにすることにすることになるんですがなるんですがなるんですがなるんですが、、、、1週週週週間間間間のののの時時時時間間間間とととと 6,000円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい値段値段値段値段がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。1万万万万 7,800円円円円でででで買買買買ってってってって、、、、1年年年年半使半使半使半使ってってってって 6,000円円円円かけてかけてかけてかけて直直直直すかすかすかすか。。。。多多多多分分分分直直直直さないですよさないですよさないですよさないですよ。。。。ごごごごみになるんですみになるんですみになるんですみになるんです。。。。そういうものそういうものそういうものそういうものだだだだしししし、、、、皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお持持持持ちちちちののののココココンパクトンパクトンパクトンパクトデデデデジジジジカメカメカメカメはもうはもうはもうはもう少少少少しましですがしましですがしましですがしましですが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも多多多多分分分分 30 年年年年後後後後ににににはははは動動動動かないですかないですかないですかないです。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。ババババッテッテッテッテリリリリーをーをーをーを売売売売っていないっていないっていないっていない。。。。そういうそういうそういうそういう話話話話なんですなんですなんですなんです。。。。共通共通共通共通のののの電電電電池池池池というのがというのがというのがというのがややややっっっっぱぱぱぱりりりり非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの辺辺辺辺あたりはもうあたりはもうあたりはもうあたりはもう共通共通共通共通のののの電電電電池池池池ををををつくらなきつくらなきつくらなきつくらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。 私私私私のののの次次次次にしにしにしにしゃゃゃゃべべべべるるるる方方方方ははははリコリコリコリコーのーのーのーの方方方方なものですからなものですからなものですからなものですから、、、、リコリコリコリコーをーをーをーを褒褒褒褒めてしまおうとめてしまおうとめてしまおうとめてしまおうと思思思思いますいますいますいます。。。。    私私私私のののの今今今今使使使使っているっているっているっているカメカメカメカメラってラってラってラって、、、、リコリコリコリコーのーのーのーの GX100 というというというというカメカメカメカメラなんですがラなんですがラなんですがラなんですが、、、、こんなこんなこんなこんなカメカメカメカメラでラでラでラですすすす。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ふふふふだだだだんはこういうんはこういうんはこういうんはこういうリチウリチウリチウリチウムムムム電電電電池池池池をををを使使使使っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。たたたただだだだ、、、、リコリコリコリコーさんがそーさんがそーさんがそーさんがそれをれをれをれを目的目的目的目的につくったとはとてもにつくったとはとてもにつくったとはとてもにつくったとはとても思思思思えないんえないんえないんえないんだだだだけれどけれどけれどけれど、、、、単単単単４４４４電電電電池池池池 2 本本本本でででで動動動動くんですくんですくんですくんですねねねね。。。。もっもっもっもっともともともとも、、、、これこれこれこれだだだだとととと 500 枚枚枚枚ぐぐぐぐらいらいらいらい撮撮撮撮れますけどれますけどれますけどれますけど、、、、単単単単４４４４電電電電池池池池だだだだとととと七七七七、、、、八八八八十十十十枚枚枚枚ででででだだだだめになりますけめになりますけめになりますけめになりますけどどどどねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、これこれこれこれはははは、、、、非常非常非常非常用用用用でそういうこともできるというつもりでおつくりになっでそういうこともできるというつもりでおつくりになっでそういうこともできるというつもりでおつくりになっでそういうこともできるというつもりでおつくりになったものなんですがたものなんですがたものなんですがたものなんですが、、、、こういうものこういうものこういうものこういうものだだだだとするととするととするととすると、、、、結結結結構構構構性性性性能能能能がよくてがよくてがよくてがよくて、、、、なかなかおもしなかなかおもしなかなかおもしなかなかおもしろろろろいいいいカカカカメメメメラなんですがラなんですがラなんですがラなんですが、、、、30 年年年年後後後後にそのにそのにそのにその気気気気になれになれになれになればばばばこのこのこのこの電電電電池池池池はははは多多多多分分分分売売売売っているんっているんっているんっているんじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかな。。。。ここここののののカメカメカメカメラさえラさえラさえラさえちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと動動動動けけけけばばばば、、、、30 年年年年後後後後もももも動動動動くくくくだろだろだろだろうといううといううといううという、、、、そういうものなんですそういうものなんですそういうものなんですそういうものなんですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、だだだだんんんんだだだだんんんん楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方をそういうをそういうをそういうをそういう方方方方向向向向にににに切切切切りかえていかなきりかえていかなきりかえていかなきりかえていかなきゃゃゃゃいけないんいけないんいけないんいけないんじゃじゃじゃじゃないかなないかなないかなないかなとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをややややりながらりながらりながらりながら、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはにはややややはりはりはりはり温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出みたみたみたみたいなものもいなものもいなものもいなものも含含含含めてめてめてめて全部全部全部全部排排排排出出出出をゼロにしていくというをゼロにしていくというをゼロにしていくというをゼロにしていくという考考考考ええええ方方方方にいかないとにいかないとにいかないとにいかないと、、、、どうどうどうどうややややらららら危危危危ないないないないんんんんじゃじゃじゃじゃないないないないでしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。 じゃじゃじゃじゃ、、、、環境環境環境環境省省省省がががが最最最最近近近近、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは内内内内閣閣閣閣府府府府とととと言言言言ったったったったほほほほうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんがうがいいかもしれませんが、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、1日日日日 1人人人人 1キキキキログラムのログラムのログラムのログラムの CO2 のののの削減削減削減削減をしてくをしてくをしてくをしてくだだだださいとさいとさいとさいと言言言言っていますよっていますよっていますよっていますよねねねね。。。。シシシシャャャャワーをワーをワーをワーを浴浴浴浴びるびるびるびる時時時時間間間間をををを何何何何分分分分間間間間短短短短くしくしくしくしろろろろとかとかとかとか、、、、何何何何とかとかとかとか細細細細かいかいかいかいことですことですことですことです。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、全部全部全部全部足足足足してもなかなかしてもなかなかしてもなかなかしてもなかなか 1 キキキキロいかないですよロいかないですよロいかないですよロいかないですよ。。。。大体大体大体大体 1 キキキキロというとどのロというとどのロというとどのロというとどのぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、何何何何ができるんができるんができるんができるんだろだろだろだろうとうとうとうとややややってみますってみますってみますってみますとととと、、、、大型大型大型大型のプラズのプラズのプラズのプラズママママテテテテレレレレビビビビ買買買買ったらったらったらったら五五五五、、、、六六六六時時時時間間間間のののの視視視視聴聴聴聴ができますができますができますができます。。。。だだだだからからからから、、、、これこれこれこれだだだだけでけでけでけで 1キキキキロロロロ減減減減らそうとするとらそうとするとらそうとするとらそうとすると、、、、まあまあまあまあ、、、、10 時時時時間間間間見見見見ているているているている人人人人はははは 5 時時時時間間間間、、、、6 時時時時間間間間減減減減らすのはらすのはらすのはらすのは可能可能可能可能ですけですけですけですけどどどど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか五五五五、、、、六六六六時時時時間間間間以以以以上見上見上見上見てないでしてないでしてないでしてないでしょょょょうからうからうからうから、、、、プラズプラズプラズプラズママママテテテテレレレレビビビビ買買買買ったのにったのにったのにったのに全全全全くくくく使使使使わわわわ
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ないみたいなことにしないとないみたいなことにしないとないみたいなことにしないとないみたいなことにしないと 1 キキキキロロロロ減減減減らないですらないですらないですらないですねねねね。。。。ノノノノートパートパートパートパソソソソココココンなんかンなんかンなんかンなんかだだだだったらったらったらったら、、、、50時時時時間間間間からからからから 200 時時時時間間間間動動動動きますからきますからきますからきますから、、、、これこれこれこれだだだだけでけでけでけで 1 日日日日 1 キキキキロロロロ減減減減らそうというとらそうというとらそうというとらそうというと、、、、まあまあまあまあ、、、、使使使使わなわなわなわないしいしいしいし、、、、数数数数日日日日使使使使わないわないわないわない、、、、全全全全くくくく意意意意味味味味がないがないがないがない話話話話になりますになりますになりますになります。。。。オオオオイルイルイルイルヒヒヒヒーターみたいなものはーターみたいなものはーターみたいなものはーターみたいなものは結結結結構構構構消消消消費費費費電電電電力力力力がががが大大大大きいものですからききますがきいものですからききますがきいものですからききますがきいものですからききますが、、、、照明照明照明照明もそんなにもそんなにもそんなにもそんなに大大大大きくはありませんきくはありませんきくはありませんきくはありません。。。。ももももちろちろちろちろんんんん、、、、蛍蛍蛍蛍光光光光灯灯灯灯にしたにしたにしたにしたほほほほうがずっとエネルギーうがずっとエネルギーうがずっとエネルギーうがずっとエネルギー的的的的にはよにはよにはよにはよろろろろしいですがしいですがしいですがしいですが。。。。 車車車車。。。。ききききょょょょうはうはうはうは皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、車車車車でしでしでしでしょょょょううううねねねね。。。。車車車車はははは大大大大きいですよきいですよきいですよきいですよ。。。。車車車車をとにかくをとにかくをとにかくをとにかく省省省省エネエネエネエネ型型型型のののの車車車車ににににしたらしたらしたらしたら、、、、もうもうもうもう全然全然全然全然違違違違いますいますいますいますねねねね。。。。ベベベベンンンンツツツツのののの S クラスクラスクラスクラス、、、、5リリリリッターッターッターッター級級級級のもののもののもののものだだだだとととと、、、、都都都都内内内内なんかなんかなんかなんかだだだだとととと、、、、大体大体大体大体 1キキキキロロロロメメメメートルートルートルートル走走走走ったったったっただだだだけでけでけでけで 1キキキキロロロロ CO2 をををを出出出出していますからしていますからしていますからしていますからねねねね。。。。郊郊郊郊外外外外にににに行行行行ってもってもってもってもこんなものこんなものこんなものこんなものだだだだとととと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。それをプそれをプそれをプそれをプリウリウリウリウスあたりにするとスあたりにするとスあたりにするとスあたりにすると、、、、多多多多分分分分そのそのそのその 6 倍倍倍倍ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは走走走走りりりりますよますよますよますよ。。。。軽軽軽軽自動自動自動自動車車車車はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも燃費燃費燃費燃費はよくありませんはよくありませんはよくありませんはよくありません。。。。軽軽軽軽はははは、、、、、、、、あまりあまりあまりあまり長長長長距距距距離乗離乗離乗離乗らないからいらないからいらないからいらないからいいいいいだろだろだろだろうといううといううといううというふふふふうにおうにおうにおうにお買買買買いになるんであっていになるんであっていになるんであっていになるんであって、、、、燃費燃費燃費燃費のことのことのことのことだだだだけけけけ考考考考えるとえるとえるとえると、、、、おそらくおそらくおそらくおそらくホホホホンンンンダのフダのフダのフダのフィィィィットットットット 1300ぐぐぐぐらいのものをおらいのものをおらいのものをおらいのものをお買買買買いになったいになったいになったいになったほほほほうがうがうがうが燃費燃費燃費燃費はいいですよはいいですよはいいですよはいいですよねねねね。。。。たたたただだだだ、、、、税税税税金金金金なんかがなんかがなんかがなんかが優優優優遇遇遇遇されされされされちちちちゃゃゃゃっていますからっていますからっていますからっていますから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりなかなかりなかなかりなかなかりなかなか軽軽軽軽以以以以外外外外買買買買うのはうのはうのはうのは難難難難しいですけしいですけしいですけしいですけれれれれどどどど。。。。 ききききょょょょうううう、、、、我我我我々々々々、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗ってきているわけってきているわけってきているわけってきているわけでででで、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機なんかなんかなんかなんか、、、、大体大体大体大体乗乗乗乗っっっっちちちちゃゃゃゃいけないいけないいけないいけないですよですよですよですよねねねね。。。。できたらできたらできたらできたら、、、、ここここここここ新新新新幹幹幹幹線線線線ができたができたができたができたほほほほうがいいですうがいいですうがいいですうがいいですねねねね。。。。新新新新幹幹幹幹線線線線ができれができれができれができればばばば新新新新幹幹幹幹線線線線でででで来来来来ますますますます。。。。そういうことですそういうことですそういうことですそういうことですねねねね。。。。特特特特にににに国内国内国内国内線線線線はこうなんですがはこうなんですがはこうなんですがはこうなんですが、、、、実実実実はははは国際国際国際国際線線線線ののののほほほほうがうがうがうが燃費燃費燃費燃費ははははもっともっともっともっと悪悪悪悪いんですいんですいんですいんですねねねね。。。。長長長長距距距距離離離離飛飛飛飛んでいるからいいとんでいるからいいとんでいるからいいとんでいるからいいと一一一一見見見見思思思思われるんですがわれるんですがわれるんですがわれるんですが、、、、実実実実はははは違違違違っていっていっていっていてててて、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機というのはというのはというのはというのは燃燃燃燃料料料料をををを空空空空中中中中にににに持持持持ちちちち上上上上げげげげるためにるためにるためにるために燃燃燃燃料料料料をををを大大大大量量量量にににに使使使使うんですうんですうんですうんです。。。。すすすすごごごごくくくく自自自自己己己己矛盾矛盾矛盾矛盾したしたしたした装装装装置置置置なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。国際国際国際国際線線線線みたいにみたいにみたいにみたいに満満満満タンにタンにタンにタンに燃燃燃燃料料料料をををを積積積積みますとみますとみますとみますと、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいい燃燃燃燃料料料料をををを使使使使ってそのってそのってそのってその燃燃燃燃料料料料をををを空空空空中中中中までまでまでまで持持持持ちちちち上上上上げげげげるんでするんでするんでするんです。。。。だだだだからからからから、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、国際国際国際国際線線線線ですとですとですとですと大体大体大体大体 8キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらいじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと国内国内国内国内線線線線よりよりよりより悪悪悪悪いですいですいですいですねねねね。。。。 消消消消費費費費。。。。雑誌雑誌雑誌雑誌をををを毎毎毎毎日日日日 1冊冊冊冊買買買買っているっているっているっている人人人人だだだだったらったらったらったら、、、、月月月月にににに 30冊冊冊冊買買買買っているっているっているっている方方方方だだだだったらったらったらったら、、、、それをそれをそれをそれをややややめためためためただだだだけでけでけでけで大体大体大体大体 1 キキキキロロロロ減減減減りますりますりますります。。。。たたたただだだだ、、、、なかなかそうもいきませんなかなかそうもいきませんなかなかそうもいきませんなかなかそうもいきませんねねねね。。。。毎毎毎毎日日日日ダンダンダンダンボボボボールールールール
550 グラムをグラムをグラムをグラムを個個個個人人人人でででで使使使使っているっているっているっている方方方方ははははほほほほとんどいないでしとんどいないでしとんどいないでしとんどいないでしょょょょうしうしうしうし、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを節節節節約約約約するするするする、、、、何何何何かかかか外外外外ににににレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの人人人人形形形形がありましたけがありましたけがありましたけがありましたけれれれれどどどど、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋というのはというのはというのはというのは、、、、あれはあれはあれはあれはむむむむだだだだのののの象象象象徴徴徴徴であってであってであってであって、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷がでかいかとがでかいかとがでかいかとがでかいかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、ちちちちょょょょっといささかクエスっといささかクエスっといささかクエスっといささかクエスチチチチョンなんですョンなんですョンなんですョンなんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで、、、、1 キキキキロロロロ減減減減らすとらすとらすとらすと思思思思うとうとうとうと、、、、1 日日日日 60 枚枚枚枚ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを節節節節約約約約しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけなくていけなくていけなくていけなくて、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋をををを毎毎毎毎日日日日 60枚枚枚枚使使使使っているっているっているっている人人人人はいませんからはいませんからはいませんからはいませんから、、、、なかなかこれなかなかこれなかなかこれなかなかこれだだだだけではけではけではけでは難難難難しいしいしいしい。。。。ということはということはということはということは何何何何かかかかというとというとというとというと、、、、何何何何かかかか 1 つのことつのことつのことつのことだだだだけけけけややややれれれればばばば環境環境環境環境をををを守守守守れるというわけではないんですれるというわけではないんですれるというわけではないんですれるというわけではないんです。。。。ありとあありとあありとあありとあらゆることをらゆることをらゆることをらゆることをちちちちょょょょっとずつっとずつっとずつっとずつ積積積積みみみみ上上上上げげげげててててややややっていかないとっていかないとっていかないとっていかないと、、、、結局結局結局結局だだだだめなんですめなんですめなんですめなんですねねねね。。。。 これはこれはこれはこれは大大大大きいかもしれないのはトきいかもしれないのはトきいかもしれないのはトきいかもしれないのはトママママトですトですトですトです。。。。露露露露地地地地でつくったものでつくったものでつくったものでつくったものだだだだとととと 40個個個個食食食食べべべべられますられますられますられますがががが、、、、温温温温室室室室でつくったものはでつくったものはでつくったものはでつくったものは 2個個個個ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。まあまあまあまあ、、、、調調調調理理理理はははは大大大大したことないですしたことないですしたことないですしたことないですねねねね。。。。 物物物物をををを買買買買うのもよくありませんうのもよくありませんうのもよくありませんうのもよくありません。。。。今回今回今回今回はあまりはあまりはあまりはあまり時時時時間間間間がないのでがないのでがないのでがないので飛飛飛飛ばばばばしますがしますがしますがしますが、、、、私私私私はははは一一一一体体体体何何何何ををををややややっているんっているんっているんっているんだだだだというとというとというとというと、、、、そのそのそのその最最最最悪悪悪悪なななな飛飛飛飛行機行機行機行機にににに乗乗乗乗りりりり過過過過ぎぎぎぎでででですすすす。。。。最最最最近近近近、、、、6万万万万キキキキロロロロ、、、、もっともっともっともっと乗乗乗乗っているようなっているようなっているようなっているような気気気気がするながするながするながするな。。。。それがとにかくそれがとにかくそれがとにかくそれがとにかく圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに悪悪悪悪いですいですいですいですねねねね。。。。あとあとあとあと、、、、紙紙紙紙がものすがものすがものすがものすごごごごいいいい、、、、私私私私のとこのとこのとこのところろろろにににに郵郵郵郵便便便便屋屋屋屋さんがさんがさんがさんが持持持持ってきてくれてってきてくれてってきてくれてってきてくれて、、、、それをそれをそれをそれをごごごごみにみにみにみに出出出出しながらしながらしながらしながら、「、「、「、「うううう～～～～んんんん」」」」とうなとうなとうなとうなっておりますっておりますっておりますっております。。。。太陽太陽太陽太陽電電電電池池池池なんかもつけていますしなんかもつけていますしなんかもつけていますしなんかもつけていますし、、、、太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱温温温温水水水水器器器器なんかもあるんですがなんかもあるんですがなんかもあるんですがなんかもあるんですが、、、、これこれこれこれ書書書書いてないですいてないですいてないですいてないですねねねね。。。。あれはあれはあれはあれはちちちちょょょょうどうどうどうど 100 キキキキロロロロぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、これこれこれこれぐぐぐぐらいをらいをらいをらいをちちちちょょょょうどうどうどうど打打打打ちちちち消消消消ししししているているているているぐぐぐぐらいですらいですらいですらいですねねねね。。。。大大大大したことないですしたことないですしたことないですしたことないですねねねね。。。。こんなこんなこんなこんな状態状態状態状態でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素をををを減減減減ららららすのはすのはすのはすのは大大大大変変変変でありますでありますでありますであります。。。。 
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  そういったときにどういうそういったときにどういうそういったときにどういうそういったときにどういう考考考考ええええ方方方方でででで臨臨臨臨むむむむべべべべきかなんですがきかなんですがきかなんですがきかなんですが、、、、1 つはつはつはつは、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料というのはというのはというのはというのはすすすすぐぐぐぐさまさまさまさま尽尽尽尽きるんですよきるんですよきるんですよきるんですよ。。。。すすすすぐぐぐぐさまったってさまったってさまったってさまったって、、、、我我我我々々々々のののの寿命寿命寿命寿命からからからから見見見見れれれればばばば長長長長いですいですいですいです。。。。これはこれはこれはこれは過過過過去去去去 1 万万万万年年年年、、、、未未未未来来来来 1 万万万万年年年年というというというという、、、、未未未未来来来来じゃじゃじゃじゃないですけどないですけどないですけどないですけど、、、、ここここここここ、、、、今今今今我我我我々々々々はこんなとこはこんなとこはこんなとこはこんなところろろろにいにいにいにいるんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、合合合合計計計計 2 万万万万年年年年なんていうなんていうなんていうなんていう、、、、そういうプロットですがそういうプロットですがそういうプロットですがそういうプロットですが、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料時時時時代代代代というのというのというのというのはわずかはわずかはわずかはわずか 500 年年年年しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。人類人類人類人類のののの歴史歴史歴史歴史ってってってって、、、、過去過去過去過去ずっとずっとずっとずっと、、、、このこのこのこの辺辺辺辺からからからから始始始始まってずっまってずっまってずっまってずっとととと来来来来ているわけですているわけですているわけですているわけです。。。。こうこうこうこう来来来来ているわけですているわけですているわけですているわけですねねねね。。。。ここからここからここからここから先先先先どこへどこへどこへどこへ行行行行くかというとくかというとくかというとくかというと、、、、まあまあまあまあ、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、どうどうどうどう思思思思われまわれまわれまわれますすすす？？？？    人類人類人類人類ってってってって、、、、そうそうそうそう簡単簡単簡単簡単にににに絶絶絶絶滅滅滅滅しないんですよしないんですよしないんですよしないんですよ。。。。例例例例ええええばばばば、、、、何何何何かかかか事事事事件件件件がががが起起起起きてもきてもきてもきても、、、、氷河氷河氷河氷河期期期期だだだだってってってって生生生生きていたわけですからきていたわけですからきていたわけですからきていたわけですからねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、絶絶絶絶滅滅滅滅なんかそうなんかそうなんかそうなんかそう簡単簡単簡単簡単にしないですよにしないですよにしないですよにしないですよ。。。。多多多多分分分分、、、、あとあとあとあと 100 万万万万年年年年ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは嫌嫌嫌嫌でもでもでもでも多多多多分分分分人類生人類生人類生人類生ききききちちちちゃゃゃゃうんですようんですようんですようんですよ。。。。合合合合計計計計
100万万万万年年年年かかかか 120万万万万年年年年かかかか知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、そのそのそのその中中中中でででで化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料があるのががあるのががあるのががあるのが 500 年年年年ですですですです。。。。我我我我々々々々はそのはそのはそのはそのどどどど真真真真んんんん中中中中よりよりよりよりちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前ぐぐぐぐらいにまらいにまらいにまらいにまだだだだおりますおりますおりますおります。。。。そういうそういうそういうそういうふふふふうにうにうにうに考考考考えるとえるとえるとえると、、、、ここからここからここからここからちちちちょょょょっとっとっとっと行行行行ったったったった、、、、例例例例ええええばばばば 2500 年年年年、、、、3000 年年年年というときにというときにというときにというときに、、、、人人人人々々々々はははは一体一体一体一体どういうどういうどういうどういう暮暮暮暮らしをしているらしをしているらしをしているらしをしているでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。人人人人々々々々はははは困困困困っているでしっているでしっているでしっているでしょょょょうかうかうかうか。。。。どうどうどうどう思思思思われますかわれますかわれますかわれますか？？？？ 我我我我々々々々はははは、、、、今今今今化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料ないないないないとととと多多多多分分分分困困困困りますよりますよりますよりますよねねねね。。。。私私私私にとってにとってにとってにとって今今今今一一一一番番番番困困困困るのはるのはるのはるのは、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料がないとがないとがないとがないと家家家家にににに戻戻戻戻れないことでれないことでれないことでれないことですすすす、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機ににににはははは乗乗乗乗れないれないれないれない。「。「。「。「歩歩歩歩いていていていて帰帰帰帰れれれれ」」」」になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃいますからいますからいますからいますからねねねね。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで困困困困りまりまりまりますけれどすけれどすけれどすけれど、、、、もともとないものというのはもともとないものというのはもともとないものというのはもともとないものというのは困困困困らないんですらないんですらないんですらないんですねねねね、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく。。。。ですからですからですからですから、、、、このあこのあこのあこのあたりのたりのたりのたりの人人人人々々々々というのもというのもというのもというのも多多多多分分分分困困困困ってないんってないんってないんってないんだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

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

  それはそれはそれはそれは、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料からからからから原子原子原子原子力力力力にいくというシナにいくというシナにいくというシナにいくというシナリオリオリオリオですですですです。。。。核核核核融融融融合合合合までいけまでいけまでいけまでいけばばばばずっとずっとずっとずっと続続続続ききききますがますがますがますが、、、、それそれそれそれ以以以以前前前前のののの核核核核分分分分裂裂裂裂のののの範囲範囲範囲範囲内内内内ですとなかなかですとなかなかですとなかなかですとなかなか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、今全部原今全部原今全部原今全部原発発発発でででで人類人類人類人類のエネルのエネルのエネルのエネルギーをギーをギーをギーを賄賄賄賄おうとしますとおうとしますとおうとしますとおうとしますと、、、、今今今今地球地球地球地球上上上上にににに四四四四百百百百四四四四十数十数十数十数基基基基原原原原発発発発がありますががありますががありますががありますが、、、、大体大体大体大体 1 万万万万基基基基ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの原原原原発発発発がががが必必必必要要要要だろだろだろだろうとうとうとうと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。1万万万万基基基基でででで今今今今のののの軽軽軽軽水水水水炉炉炉炉をををを動動動動かしますとかしますとかしますとかしますと、、、、ウウウウランはランはランはランは 10 年年年年ももももちちちちませんませんませんません。。。。だだだだからからからから、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど何何何何のののの意意意意味味味味もないんですもないんですもないんですもないんですねねねね。。。。それそれそれそれじゃじゃじゃじゃどうするのかというとどうするのかというとどうするのかというとどうするのかというと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと近近近近くにありますくにありますくにありますくにあります「「「「もんもんもんもんじゅじゅじゅじゅ」」」」ってってってって、、、、今今今今寝寝寝寝ていますけれどていますけれどていますけれどていますけれど、、、、あのあのあのあの高高高高速増速増速増速増殖殖殖殖炉炉炉炉みたいみたいみたいみたいなものにしますとなものにしますとなものにしますとなものにしますと、、、、そのそのそのその 40倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい使使使使いますからいますからいますからいますから、、、、まあまあまあまあ、、、、400 年年年年ぐぐぐぐらいはもらいはもらいはもらいはもちちちちますかますかますかますかねねねね。。。。そんなそんなそんなそんな感感感感じじじじなんですなんですなんですなんですねねねね。。。。そこまでいくとそこまでいくとそこまでいくとそこまでいくと、、、、いいいいろろろろんなとこんなとこんなとこんなところろろろからからからからウウウウランがとれるとかランがとれるとかランがとれるとかランがとれるとか、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな話話話話があってがあってがあってがあって、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょいいいい延延延延びるかもしれませんがびるかもしれませんがびるかもしれませんがびるかもしれませんが、、、、核核核核融融融融合合合合までいけるかどうかというまでいけるかどうかというまでいけるかどうかというまでいけるかどうかというのがのがのがのが大大大大きいですがきいですがきいですがきいですが、、、、たたたただだだだ、、、、そういうそういうそういうそういう集集集集中中中中型型型型のエネルギーというのはテロののエネルギーというのはテロののエネルギーというのはテロののエネルギーというのはテロの対対対対象象象象にににに非常非常非常非常になになになになりりりりややややすいんですいんですいんですいんで、、、、人類人類人類人類がテロなんていうことをあきらめたがテロなんていうことをあきらめたがテロなんていうことをあきらめたがテロなんていうことをあきらめた、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたらややややれるかもしれませれるかもしれませれるかもしれませれるかもしれませんんんん。。。。そうでないそうでないそうでないそうでない場場場場合合合合にはにはにはには、、、、ややややはりこういうはりこういうはりこういうはりこういう、、、、下下下下げげげげていってていってていってていって、、、、私私私私はははは人口人口人口人口 20 億億億億からからからから 30 億億億億だだだだとととと思思思思ってってってっているんですがいるんですがいるんですがいるんですが、、、、そのそのそのそのぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが地球地球地球地球のののの上上上上でわりあいとでわりあいとでわりあいとでわりあいと幸幸幸幸せにせにせにせに、、、、平平平平和和和和にににに、、、、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと。。。。何何何何せせせせ東京東京東京東京都都都都からからからからひょひょひょひょいといといといと来来来来てててて、、、、またまたまたまた同同同同じじじじ日日日日のうのうのうのうちちちちにににに東京東京東京東京にににに帰帰帰帰るなんてるなんてるなんてるなんて、、、、多多多多分分分分できないですできないですできないですできないですからからからからねねねね。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく東京東京東京東京からこういうからこういうからこういうからこういう講演講演講演講演、、、、ここにここにここにここに多多多多分分分分人人人人形形形形がががが動動動動いていていていていていていていて、、、、声声声声とととと画画画画面面面面はははは東京東京東京東京
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からからからから送送送送っているっているっているっている、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじになっているんになっているんになっているんになっているんじゃじゃじゃじゃないですかないですかないですかないですかねねねね。。。。 

  というわけでありますというわけでありますというわけでありますというわけであります。。。。あとあとあとあと 2枚枚枚枚でででで終終終終わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、今今今今までまでまでまで 20 世世世世紀紀紀紀というのはというのはというのはというのは、、、、人類人類人類人類はこはこはこはこういうものういうものういうものういうものだだだだとととと思思思思ってってってって生生生生きているんですきているんですきているんですきているんですねねねね。。。。すすすすべべべべてこういうてこういうてこういうてこういうふふふふうにうにうにうに発展発展発展発展していくしていくしていくしていく。「。「。「。「ままままだだだだいいいいくらでもいけるっくらでもいけるっくらでもいけるっくらでもいけるっ」」」」とととと言言言言ってってってってややややってきたってきたってきたってきた。。。。特特特特にににに 20 世世世世紀紀紀紀のののの後後後後半半半半のののの最最最最後後後後ににににババババブルなんていうブルなんていうブルなんていうブルなんていう変変変変なことをなことをなことをなことをややややってってってって、、、、そこでそこでそこでそこでちちちちょょょょっとっとっとっと日日日日本本本本人人人人だだだだけけけけ痛痛痛痛いいいい目目目目にににに遭遭遭遭ったったったった。。。。日日日日本本本本人人人人だだだだけけけけ大大大大人人人人になったになったになったになった。。。。アアアアメリカメリカメリカメリカはまはまはまはまだやだやだやだやっていますっていますっていますっています。。。。でででで、、、、日日日日本本本本人人人人はははは 21 世世世世紀紀紀紀ををををちちちちょょょょっとっとっとっと先先先先取取取取りしたんですりしたんですりしたんですりしたんですねねねね。。。。それそれそれそれでででで、、、、まあまあまあまあ、、、、こういうこういうこういうこういう格格格格好好好好にににに 21 世世世世紀紀紀紀はなりますはなりますはなりますはなります。。。。人口人口人口人口もももも多多多多分分分分中間中間中間中間あたりであたりであたりであたりでピピピピークになりますークになりますークになりますークになります、、、、うまくうまくうまくうまくややややれれれればばばば。。。。消消消消費費費費はははは多多多多分分分分このこのこのこの辺辺辺辺ががががピピピピークになってークになってークになってークになって、、、、こんなこんなこんなこんな感感感感じじじじですかですかですかですかねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、21世世世世紀紀紀紀はとにかくはとにかくはとにかくはとにかく右右右右肩肩肩肩下下下下がりなんですよがりなんですよがりなんですよがりなんですよ。。。。地方地方地方地方もももも、、、、人口人口人口人口もももも右右右右肩肩肩肩下下下下がりになってきたりがりになってきたりがりになってきたりがりになってきたり、、、、いいいいろろろろんなことがんなことがんなことがんなことが右右右右肩肩肩肩下下下下がりになるとがりになるとがりになるとがりになると、、、、みんなみんなみんなみんなメメメメンタンタンタンタリリリリテテテティィィィーーーー、、、、どっどっどっどっちちちちかというとかというとかというとかというとだだだだめめめめじゃじゃじゃじゃないないないないですかですかですかですか。。。。しかししかししかししかし、、、、右右右右肩肩肩肩下下下下がりなんがりなんがりなんがりなんだだだだけどけどけどけど、、、、何何何何かここにかここにかここにかここに新新新新しいしいしいしい価値観価値観価値観価値観をををを持持持持ってってってって、、、、例例例例ええええばばばば、、、、地地地地域域域域であれであれであれであればばばば、、、、そのそのそのその地域地域地域地域特特特特産産産産とかとかとかとか、、、、地域地域地域地域のののの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かしたとかかしたとかかしたとかかしたとか、、、、そういうようなことでそういうようなことでそういうようなことでそういうようなことで新新新新たたたたなななな価値価値価値価値をつくりながらをつくりながらをつくりながらをつくりながら、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく、、、、ババババーーーーチャチャチャチャルなものですルなものですルなものですルなものですねねねね。。。。ババババーーーーチャチャチャチャルというかルというかルというかルというか、、、、実体実体実体実体はあまりないんはあまりないんはあまりないんはあまりないんだだだだけどけどけどけど、、、、心心心心のののの問問問問題題題題ですよですよですよですよねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値をををを持持持持ってってってって、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく物物物物にににに価値価値価値価値をををを付付付付加加加加してしてしてしてややややっていくんっていくんっていくんっていくんじゃじゃじゃじゃないのかなというないのかなというないのかなというないのかなという、、、、そういうことでありますそういうことでありますそういうことでありますそういうことであります。。。。最最最最悪悪悪悪なのなのなのなのはははは大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、薄薄薄薄利利利利多多多多売売売売。。。。こういうのでまこういうのでまこういうのでまこういうのでまだやだやだやだやっているっているっているっている方方方方がおられますががおられますががおられますががおられますが、、、、そそそそろろろろそそそそろだろだろだろだめにめにめにめになるんなるんなるんなるんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、付付付付加加加加価値価値価値価値をつけるをつけるをつけるをつける、、、、環境環境環境環境価値価値価値価値をつけるをつけるをつけるをつける、、、、適正適正適正適正生生生生産産産産、、、、ププププレレレレミアムミアムミアムミアム価価価価格格格格、、、、長寿命長寿命長寿命長寿命、、、、それからそれからそれからそれから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロといったゼロといったゼロといったゼロといった形形形形でででで、、、、将来将来将来将来ともともともともややややっていくっていくっていくっていくのではのではのではのではないでしないでしないでしないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 
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事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介 

 司司司司会会会会 

  ……社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部環境経環境経環境経環境経営営営営推進推進推進推進室長室長室長室長のののの則武様則武様則武様則武様ですですですです。。。。本本本本日日日日のテーのテーのテーのテーママママはははは、「、「、「、「リコリコリコリコーのーのーのーの環境経環境経環境経環境経営営営営」」」」ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、則武様則武様則武様則武様、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 則武室長則武室長則武室長則武室長 

  リコリコリコリコーのーのーのーの社会環境本社会環境本社会環境本社会環境本部部部部のののの則武則武則武則武ですですですです。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、事事事事例例例例ということですがということですがということですがということですが、、、、リコリコリコリコーのーのーのーの環境経環境経環境経環境経営営営営のののの考考考考ええええ方方方方とととと、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか簡単簡単簡単簡単なななな事事事事例例例例とととと、、、、あとあとあとあと、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを実現実現実現実現させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには企業企業企業企業だだだだけでけでけでけではははは難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、サプラサプラサプラサプライイイイチチチチェーンをェーンをェーンをェーンを通通通通していしていしていしていろろろろんなんなんなんな方方方方々々々々のののの努努努努力力力力もももも必必必必要要要要だだだだということでということでということでということで、、、、そのそのそのその辺辺辺辺についてについてについてについて話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、簡単簡単簡単簡単ななななリコリコリコリコーのーのーのーの紹介紹介紹介紹介ですけどですけどですけどですけど、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとデデデデータータータータ古古古古いんですけれどもいんですけれどもいんですけれどもいんですけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには
OA 機器機器機器機器、、、、それとそれとそれとそれと関連関連関連関連するするするするソソソソフトをフトをフトをフトを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたビビビビジネスをしておりますジネスをしておりますジネスをしておりますジネスをしております。。。。売売売売上高上高上高上高はははは、、、、18 年年年年度度度度はははは 2 兆兆兆兆 500 億円億円億円億円ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、海海海海外外外外がががが半半半半分強分強分強分強ということでということでということでということで、、、、大体大体大体大体半半半半分分分分ずずずずつつつつぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。社社社社員員員員ののののほほほほうもうもうもうも、、、、今今今今リコリコリコリコーグループのーグループのーグループのーグループの従従従従業業業業員員員員はははは 8 万万万万人人人人ぐぐぐぐらいですけれどもらいですけれどもらいですけれどもらいですけれども、、、、半半半半分分分分ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが海海海海外外外外ということでということでということでということで、、、、国内国内国内国内とととと海海海海外外外外ほほほほとんどとんどとんどとんど同同同同じじじじぐぐぐぐらいというようならいというようならいというようならいというようなビビビビジネスをしてジネスをしてジネスをしてジネスをしておりますおりますおりますおります。。。。 

  リコリコリコリコーのーのーのーの環境経環境経環境経環境経営営営営のまずのまずのまずのまずベベベベースになっているースになっているースになっているースになっている考考考考ええええ方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げげげげましたましたましたました
Three P’s Balance ということをということをということをということを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話のののの中中中中にもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれども、、、、地球地球地球地球のののの中中中中でででで人人人人がががが生生生生きていくためにもきていくためにもきていくためにもきていくためにも、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの中中中中のののの環境環境環境環境収収収収容力容力容力容力のののの中中中中でででで我我我我々々々々人類人類人類人類もももも生生生生きていかないといけないということできていかないといけないということできていかないといけないということできていかないといけないということで、、、、現在現在現在現在ははははややややはりかなりはりかなりはりかなりはりかなりババババラララランスがンスがンスがンスが崩崩崩崩れているれているれているれている状態状態状態状態だだだだとととと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。ババババランスがランスがランスがランスが崩崩崩崩れたままでありますとれたままでありますとれたままでありますとれたままでありますと、、、、企業企業企業企業、、、、すなわすなわすなわすなわちリコちリコちリコちリコーもーもーもーも持続持続持続持続できなくなるということでできなくなるということでできなくなるということでできなくなるということで、、、、将来将来将来将来的的的的にはにはにはにはババババランスのとれたランスのとれたランスのとれたランスのとれた、、、、持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会をををを実現実現実現実現しないとしないとしないとしないと企業企業企業企業もももも成成成成りりりり立立立立たないということをまずたないということをまずたないということをまずたないということをまず第第第第 1 にににに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  今申今申今申今申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、たたたただだだだ、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済、、、、対対対対立立立立するというするというするというするという考考考考えがありますがえがありますがえがありますがえがありますが、、、、基本基本基本基本的的的的にはにはにはには、、、、まずまずまずまず第第第第 1 にににに、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを地球地球地球地球のののの許許許許容容容容できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲内内内内におさめなけれにおさめなけれにおさめなけれにおさめなければばばばならないならないならないならない、、、、ここここれをまずれをまずれをまずれをまず第第第第 1 だだだだとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。経済的経済的経済的経済的にににに何何何何とかとかとかとか成成成成りりりり立立立立ったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、最最最最終終終終的的的的にににに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを超超超超えたえたえたえた活動活動活動活動をををを続続続続けていけけていけけていけけていけばばばば企業企業企業企業もももも成成成成りりりり立立立立たなくなってしまうということでたなくなってしまうということでたなくなってしまうということでたなくなってしまうということで、、、、将来将来将来将来のこのこのこのことをとをとをとを考考考考えれえれえれえればばばば、、、、まずまずまずまず第第第第 1 にににに環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを実現実現実現実現していかないといけないしていかないといけないしていかないといけないしていかないといけない。。。。そのそのそのその次次次次にににに環境環境環境環境とととと経経経経済済済済がががが両両両両立立立立できるようにできるようにできるようにできるように、、、、我我我我々々々々企業企業企業企業活動活動活動活動をををを行行行行なうなうなうなう。。。。たたたただだだだ我我我我々々々々だだだだけではけではけではけでは難難難難しいしいしいしい点点点点もありますのもありますのもありますのもありますのでででで、、、、社会社会社会社会システムシステムシステムシステムややややライフスタイルがライフスタイルがライフスタイルがライフスタイルが変変変変わっていくことによってわっていくことによってわっていくことによってわっていくことによって環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが両両両両立立立立できるできるできるできるようになるというようになるというようになるというようになるというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。後後後後のののの事事事事例例例例のののの中中中中にもありますけれどもにもありますけれどもにもありますけれどもにもありますけれども、、、、リコリコリコリコーはーはーはーは基基基基本的本的本的本的にはまずにはまずにはまずにはまず環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの削減削減削減削減というのがというのがというのがというのが第第第第 1 でででで、、、、第第第第 2 としてとしてとしてとして、、、、それをそれをそれをそれを下下下下げげげげるためにるためにるためにるために行行行行うううう活活活活動動動動がががが経済的経済的経済的経済的にもにもにもにも成成成成りりりり立立立立つということをつということをつということをつということを信信信信じじじじてててて、、、、それにそれにそれにそれに向向向向かってかってかってかって、、、、両両両両方成方成方成方成りりりり立立立立たせるというたせるというたせるというたせるということでことでことでことでややややっておりますっておりますっておりますっております。。。。省省省省資源資源資源資源、、、、省省省省エネルギーにはエネルギーにはエネルギーにはエネルギーにはココココストダストダストダストダウウウウンンンンやややや、、、、そのそのそのその他他他他製品製品製品製品のののの競競競競争争争争力力力力向向向向上上上上にもつながるということでにもつながるということでにもつながるということでにもつながるということで、、、、必必必必ずずずず企業企業企業企業にとってもいいことになるにとってもいいことになるにとってもいいことになるにとってもいいことになるというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。これがこれがこれがこれが、、、、98 年年年年ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、今今今今会会会会長長長長になりましたになりましたになりましたになりました桜桜桜桜井井井井がががが当当当当時時時時社社社社長長長長のときにのときにのときにのときに、、、、これをこれをこれをこれを信信信信じじじじてててて活動活動活動活動しようということをしようということをしようということをしようということを決決決決めましてめましてめましてめまして、、、、リコリコリコリコーはそれーはそれーはそれーはそれ以以以以来来来来ずっとこのずっとこのずっとこのずっとこの考考考考えでえでえでえで進進進進めておめておめておめておりますりますりますります。。。。 

  そのそのそのその段階段階段階段階にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、まずまずまずまずリコリコリコリコーがーがーがーが、、、、これはこれはこれはこれは 98 年年年年にににに、、、、これもこれもこれもこれも桜桜桜桜井井井井がががが考考考考えたものなんでえたものなんでえたものなんでえたものなんですがすがすがすが、、、、リコリコリコリコーがーがーがーが考考考考えるえるえるえる環境経環境経環境経環境経営営営営というのはどういうものかということでというのはどういうものかということでというのはどういうものかということでというのはどういうものかということで、、、、リコリコリコリコーのーのーのーの場場場場合合合合、、、、3
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つのステップがあるということでつのステップがあるということでつのステップがあるということでつのステップがあるということで、、、、まずまずまずまず第第第第 1 段階段階段階段階がががが環境環境環境環境対応対応対応対応のののの時時時時代代代代、、、、そのそのそのその次次次次にににに環境環境環境環境保全保全保全保全、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営とととと進進進進めていかなけれめていかなけれめていかなけれめていかなければばばばならないということでならないということでならないということでならないということで、、、、98 年年年年当当当当時時時時はははは、、、、リコリコリコリコーもこのーもこのーもこのーもこの左左左左側側側側のののの環境環境環境環境対応対応対応対応というというというという部部部部分分分分でしかなかったというでしかなかったというでしかなかったというでしかなかったというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。環境環境環境環境対応対応対応対応のののの時時時時代代代代はははは圧圧圧圧力力力力へのへのへのへの対応対応対応対応ということでということでということでということで、、、、法規法規法規法規制制制制があるからがあるからがあるからがあるから実施実施実施実施するとかするとかするとかするとか、、、、競競競競合合合合ががががややややっているからっているからっているからっているから実施実施実施実施するするするする、、、、おおおお客客客客様様様様がががが強強強強くくくく要要要要望望望望するからするからするからするから実施実施実施実施するというようなするというようなするというようなするというような、、、、どどどどちちちちらかというとらかというとらかというとらかというと消極的消極的消極的消極的なななな活動活動活動活動。。。。それそれそれそれではではではでは持続的持続的持続的持続的なななな社会社会社会社会はははは実現実現実現実現できないということでできないということでできないということでできないということで、、、、次次次次のステップとしてのステップとしてのステップとしてのステップとして環境環境環境環境保全保全保全保全というものというものというものというものをををを置置置置きましたきましたきましたきました。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全、、、、ねねねねらいとしましてはらいとしましてはらいとしましてはらいとしましては、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを実現実現実現実現するといするといするといするということでうことでうことでうことで、、、、それをそれをそれをそれを地球市民地球市民地球市民地球市民としてのとしてのとしてのとしての使使使使命命命命としてとしてとしてとして、、、、自主的自主的自主的自主的なななな責責責責任任任任のもとでのもとでのもとでのもとで自主的自主的自主的自主的なななな計画計画計画計画をををを立立立立てててて、、、、活動活動活動活動していくというこしていくというこしていくというこしていくということでとでとでとで、、、、そのそのそのその活動内容活動内容活動内容活動内容としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、高高高高いいいい目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげてててて積極的積極的積極的積極的なななな地球環境地球環境地球環境地球環境負負負負荷荷荷荷をををを削減削減削減削減するするするする活動活動活動活動をををを行行行行っていくということですっていくということですっていくということですっていくということです。。。。このこのこのこの環境環境環境環境保全保全保全保全のののの部部部部分分分分、、、、これがこれがこれがこれがまずまずまずまず大大大大前前前前提提提提になるとになるとになるとになると先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげたたたた部部部部分分分分ですですですです。。。。そのそのそのその次次次次のステップとしましてのステップとしましてのステップとしましてのステップとしまして環境経環境経環境経環境経営営営営とととというものがあるということでいうものがあるということでいうものがあるということでいうものがあるということで、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営のステップはのステップはのステップはのステップは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには環境環境環境環境保全保全保全保全のののの部部部部分分分分をををを少少少少しししし緩緩緩緩めてめてめてめてややややるとかということではなくてるとかということではなくてるとかということではなくてるとかということではなくて、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全はははは当当当当然然然然のこととしてのこととしてのこととしてのこととして進進進進めるめるめるめる。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全とととということがいうことがいうことがいうことが企業企業企業企業のののの足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るようなるようなるようなるような活動活動活動活動であれであれであれであればばばば、、、、このこのこのこの環境環境環境環境保全保全保全保全というのはというのはというのはというのは持続的持続的持続的持続的にずにずにずにずっとっとっとっと継継継継続続続続してしてしてしてややややっていかないとっていかないとっていかないとっていかないと意意意意味味味味がないということでがないということでがないということでがないということで、、、、リコリコリコリコーがーがーがーが持続的持続的持続的持続的にずっとこれをにずっとこれをにずっとこれをにずっとこれを継継継継続続続続してしてしてしてややややっていくためにはっていくためにはっていくためにはっていくためには環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動がががが経経経経営営営営のののの足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るようなものであってはなるようなものであってはなるようなものであってはなるようなものであってはならないらないらないらない。。。。それでそれでそれでそれで、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動そのものがそのものがそのものがそのものが利利利利益益益益をををを生生生生みみみみ出出出出すようなすようなすようなすような活動活動活動活動にににに持持持持っていくというっていくというっていくというっていくということことことこと。。。。持持持持っていけたっていけたっていけたっていけた段階段階段階段階がががが環境経環境経環境経環境経営営営営ということでということでということでということで位位位位置置置置づけましたづけましたづけましたづけました。。。。ということでということでということでということで、、、、リコリコリコリコーーーーとしてはとしてはとしてはとしては、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営というのはというのはというのはというのは環境環境環境環境保全保全保全保全はははは絶絶絶絶対対対対のののの条件条件条件条件としてとしてとしてとして考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。よくよくよくよく、、、、経済経済経済経済とととと環境環境環境環境、、、、ババババランスをとってということがランスをとってということがランスをとってということがランスをとってということが挙挙挙挙げげげげられておりますけれどもられておりますけれどもられておりますけれどもられておりますけれども、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはにはリコリコリコリコーーーーのののの中中中中ではではではではババババランスをとるというよりもランスをとるというよりもランスをとるというよりもランスをとるというよりも環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施していくためにしていくためにしていくためにしていくために環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動がががが利利利利益益益益をををを生生生生むむむむようにようにようにように持持持持っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというふふふふうなうなうなうな考考考考えでおりますえでおりますえでおりますえでおります。。。。 

  ここにここにここにここに挙挙挙挙げげげげておりますようにておりますようにておりますようにておりますように、、、、一一一一番番番番上上上上にににに販売販売販売販売・サー・サー・サー・サービビビビスというのがありますがスというのがありますがスというのがありますがスというのがありますが、、、、下下下下からからからから、、、、リコリコリコリコーはーはーはーは環境技術開発環境技術開発環境技術開発環境技術開発をををを行行行行いいいい、、、、商商商商品品品品企企企企画画画画、、、、設設設設計計計計、、、、生生生生産産産産、、、、販売販売販売販売・サー・サー・サー・サービビビビスススス、、、、おおおお客客客客様様様様にににに製品製品製品製品のののの価値価値価値価値をををを提提提提供供供供するということですがするということですがするということですがするということですが、、、、そのそれそのそれそのそれそのそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろでででで、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが環境経環境経環境経環境経営営営営につなにつなにつなにつなげげげげることができるというることができるというることができるというることができるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。おおおお客客客客様様様様からいからいからいからいろろろろんなんなんなんな、、、、おおおお客客客客様様様様のののの満満満満足足足足度度度度をををを上上上上げげげげるためとるためとるためとるためと環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを削減削減削減削減するためのするためのするためのするための必必必必要要要要なななな技術開発技術開発技術開発技術開発をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めめめめ、、、、それをそれをそれをそれを商商商商品品品品企企企企画画画画ととととしてしてしてして活用活用活用活用してしてしてして、、、、設設設設計計計計、、、、生生生生産産産産、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろででででココココスススストダトダトダトダウウウウンンンン活動活動活動活動をををを伴伴伴伴うようなうようなうようなうような活動活動活動活動をををを行行行行ってってってって、、、、販売販売販売販売・サー・サー・サー・サービビビビスにおきましてもスにおきましてもスにおきましてもスにおきましても環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷をををを下下下下げげげげるようなるようなるようなるような販売販売販売販売活動活動活動活動、、、、おおおお客客客客様様様様によくによくによくによく理理理理解解解解していたしていたしていたしていただだだだいていていていて、、、、おおおお客客客客様様様様ににににリコリコリコリコーーーー製品製品製品製品をををを買買買買っていたっていたっていたっていただだだだくくくく、、、、あわせてあわせてあわせてあわせて環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷低減低減低減低減ににににごごごご協協協協力力力力いたいたいたいただだだだくということによってくということによってくということによってくということによって環境経環境経環境経環境経営営営営がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ。。。。このサイクルがこのサイクルがこのサイクルがこのサイクルが回回回回れれれればばばば、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全とととと利利利利益創出益創出益創出益創出はははは同軸同軸同軸同軸化化化化がががが成成成成りりりり立立立立つというつというつというつというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  次次次次にににに、、、、現在現在現在現在ののののリコリコリコリコーのーのーのーの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする目目目目標標標標のののの考考考考ええええ方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、リコリコリコリコーではーではーではーでは現在現在現在現在、、、、15 次次次次中中中中期期期期経経経経営計画営計画営計画営計画のののの中中中中のののの、、、、今今今今年年年年がががが最最最最終終終終のののの年度年度年度年度ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 15 次次次次のののの環境環境環境環境行行行行動動動動計画計画計画計画をををを考考考考えるえるえるえる際際際際、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 2003 年年年年でででですがすがすがすが、、、、次次次次のののの目目目目標標標標をををを考考考考えるえるえるえる際際際際にににに我我我我々々々々がががが目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿としてとしてとしてとして Three P’s Balance をまをまをまをまずずずず目指目指目指目指すものとしてすものとしてすものとしてすものとして置置置置いていていていて、、、、それにそれにそれにそれに向向向向かってかってかってかって 2050 年年年年というというというという部部部部分分分分をををを、、、、超超超超長期長期長期長期のののの環境環境環境環境ビビビビジョンジョンジョンジョンというというというという形形形形でででで設設設設定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それにそれにそれにそれに向向向向かってかってかってかって、、、、2010 年年年年、、、、そのそのそのその当当当当時時時時のののの 6 年先年先年先年先のののの長期長期長期長期のののの目目目目標標標標、、、、それにそれにそれにそれに向向向向かってかってかってかって 2007 年度年度年度年度、、、、今今今今年度年度年度年度までのまでのまでのまでの環境環境環境環境行行行行動動動動計画計画計画計画ということをということをということをということを考考考考えるというえるというえるというえるというババババックックックックキキキキャャャャステステステスティィィィングングングング方方方方式式式式をそのときにをそのときにをそのときにをそのときに取取取取りりりり入入入入れましたれましたれましたれました。。。。現在現在現在現在、、、、来来来来年度年度年度年度からのからのからのからの、、、、16 次次次次のののの中中中中期期期期経経経経営計営計営計営計画画画画のののの中中中中にににに環境環境環境環境行行行行動動動動計画計画計画計画をををを織織織織りりりり込込込込むむむむということでということでということでということで今今今今目目目目標値標値標値標値をををを立立立立てているてているてているてている段階段階段階段階ですがですがですがですが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには同同同同じじじじ考考考考ええええ方方方方でででで、、、、長期長期長期長期のとこのとこのとこのところろろろがががが 2013 年年年年ということでということでということでということで現在現在現在現在策策策策定定定定のののの途途途途中中中中ですですですです。。。。 
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  これはこれはこれはこれは、、、、リコリコリコリコーがーがーがーが考考考考えるえるえるえる環境環境環境環境影響影響影響影響はははは、、、、リコリコリコリコーのーのーのーの事業活動事業活動事業活動事業活動のライフサイクルののライフサイクルののライフサイクルののライフサイクルの、、、、まずまずまずまず部部部部品品品品やややや素素素素材材材材がががが製製製製造造造造さえるさえるさえるさえる前前前前、、、、石石石石油油油油採採採採掘掘掘掘からからからから始始始始まるまるまるまる部部部部分分分分ですですですです。。。。それからおそれからおそれからおそれからお客客客客様様様様にににに使使使使用用用用されたりされたりされたりされたり、、、、最最最最終終終終的的的的にににに回収回収回収回収・・・・リリリリサイクル・サイクル・サイクル・サイクル・廃棄廃棄廃棄廃棄というというというという部部部部分分分分、、、、そこにそこにそこにそこに出出出出てきますアてきますアてきますアてきますアウウウウトプットトプットトプットトプットやややや、、、、そこにそこにそこにそこに使使使使われるわれるわれるわれる資源資源資源資源、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの環境環境環境環境影響影響影響影響すすすすべべべべてをてをてをてをリコリコリコリコーのーのーのーの責責責責任任任任というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  2050 年年年年のののの超超超超長期長期長期長期ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを考考考考えるえるえるえる際際際際にににに考考考考えたまずえたまずえたまずえたまず 1 つがつがつがつが、、、、2050 年年年年にににに地球地球地球地球のののの人口人口人口人口がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増えるかというえるかというえるかというえるかという点点点点からからからから考考考考えましたえましたえましたえました。。。。先進国先進国先進国先進国はははは増増増増えないえないえないえないだろだろだろだろうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、途途途途上上上上国国国国はははは増増増増ええええるというるというるというるという、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには国連国連国連国連ののののほほほほうでうでうでうで検討検討検討検討されているされているされているされているデデデデータのータのータのータの中中中中からからからから中中中中程程程程度度度度のののの人口人口人口人口増増増増加加加加ののののデデデデータをータをータをータを用用用用いましたいましたいましたいました。。。。 

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

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

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

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

  そういうそういうそういうそういう考考考考えでえでえでえで今今今今環境環境環境環境行行行行動動動動計画計画計画計画としてとしてとしてとして省省省省エネエネエネエネやややや汚汚汚汚染染染染予予予予防防防防、、、、省省省省資源資源資源資源、、、、製品製品製品製品がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす環境環境環境環境影響影響影響影響とととと、、、、我我我我々々々々のののの活動活動活動活動がががが生生生生みみみみ出出出出すすすす事業事業事業事業所所所所系系系系のののの活動活動活動活動とととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれに対対対対しましてしましてしましてしまして目目目目標標標標をををを定定定定めてめてめてめて、、、、おおおお手手手手元元元元のののの環境経環境経環境経環境経営営営営報告書報告書報告書報告書にににに詳細詳細詳細詳細はははは載載載載せているようなせているようなせているようなせているような活動活動活動活動をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

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

  98 年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから、、、、再再再再生機生機生機生機ということでということでということでということで、、、、おおおお客客客客様様様様のとこのとこのとこのところろろろでででで使使使使用済用済用済用済みになったみになったみになったみになった製品製品製品製品をををを回収回収回収回収させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、それをそれをそれをそれを再再再再度度度度、、、、使使使使用用用用できるできるできるできる部部部部品品品品はははは使使使使用用用用してしてしてして、、、、このこのこのこの場場場場合合合合、、、、82％％％％以以以以上上上上のののの部部部部品品品品はははは再使再使再使再使用用用用いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度おおおお客客客客様様様様にににに提提提提供供供供させていたさせていたさせていたさせていただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、資源資源資源資源のののの点点点点ではではではでは非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな効効効効果果果果をあをあをあをあげげげげているているているている再再再再生機生機生機生機というものがというものがというものがというものがごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これもこれもこれもこれも 98 年年年年ごろごろごろごろかかかからららら再再再再生機生機生機生機というものをというものをというものをというものを取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだんですがんですがんですがんですが、、、、当初当初当初当初はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけないけないけないけないというこというこというこということもありましたがともありましたがともありましたがともありましたが、、、、最最最最近近近近ではかなりではかなりではかなりではかなり買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけるようになってきておりますけるようになってきておりますけるようになってきておりますけるようになってきております。。。。 

  製品製品製品製品リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをややややるためにるためにるためにるために、、、、まずまずまずまず一次一次一次一次回収回収回収回収としてはとしてはとしてはとしては、、、、国内国内国内国内販販販販社社社社・・・・販売販売販売販売店店店店のののの 650 カカカカ所所所所のののの拠拠拠拠点点点点をまずをまずをまずをまず一次一次一次一次回収回収回収回収拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして、、、、二二二二次次次次回収回収回収回収のののの回収回収回収回収セセセセンターンターンターンター、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルセセセセンターというもンターというもンターというもンターというものをのをのをのを設設設設置置置置してしてしてして、、、、現在現在現在現在、、、、製品製品製品製品のうのうのうのうちちちちのののの今今今今埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに回回回回っているのはっているのはっているのはっているのは 2％％％％だだだだけでありますけでありますけでありますけであります。。。。 

  国内国内国内国内のののの場場場場合合合合、、、、このこのこのこのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルセセセセンターによりましてンターによりましてンターによりましてンターによりましてほほほほぼぼぼぼ全全全全国国国国ををををカバカバカバカバーしておりますーしておりますーしておりますーしております。。。。 

  同様同様同様同様のののの考考考考ええええ方方方方でででで、、、、海海海海外外外外につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ主要主要主要主要なとこなとこなとこなところろろろににににリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルセセセセンターンターンターンターやややや再再再再生生生生セセセセンターをンターをンターをンターを設設設設置置置置ししししてててて、、、、同同同同じじじじようにようにようにように、、、、再使再使再使再使用用用用できるものはできるものはできるものはできるものは再使再使再使再使用用用用するするするする、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化するもするもするもするものはのはのはのは再再再再資源化資源化資源化資源化するというするというするというするという活動活動活動活動をををを続続続続けておりますけておりますけておりますけております。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、今今今今はははは製品製品製品製品のののの部部部部分分分分でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、我我我我々々々々のののの生生生生産産産産のののの拠拠拠拠点点点点ではではではでは、、、、まずまずまずまず 98 年年年年にににに福井工場福井工場福井工場福井工場がががが最最最最初初初初ににににごごごごみゼロということでみゼロということでみゼロということでみゼロということで、、、、再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率 100％％％％をををを達達達達成成成成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それそれそれそれ以降以降以降以降、、、、生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点はははは、、、、海海海海外外外外もももも含含含含めてめてめてめて、、、、2001 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率 100％％％％をををを達達達達成成成成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。かなりアかなりアかなりアかなりアメリカメリカメリカメリカはははは、、、、文化文化文化文化がががが違違違違うということもうということもうということもうということも心心心心配配配配されたんですがされたんですがされたんですがされたんですが、、、、それもあわせてそれもあわせてそれもあわせてそれもあわせて実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。それそれそれそれ以以以以降降降降、、、、生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、オオオオフフフフィィィィスススス、、、、販売販売販売販売会社会社会社会社、、、、それからサーそれからサーそれからサーそれからサービビビビスススス会社会社会社会社やややや物物物物流会社流会社流会社流会社それそれそれそれぞぞぞぞれでもれでもれでもれでも同様同様同様同様にににに再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率 100％％％％をををを達達達達成成成成しているとこしているとこしているとこしているところろろろがががが、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げげげげているようなているようなているようなているような数数数数でででで出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。 

  これがこれがこれがこれが、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカでのでのでのでの再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率 100％％％％、、、、最最最最初初初初にににに進進進進めたときのめたときのめたときのめたときの 2000 年度年度年度年度のののの部部部部分分分分ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカでもでもでもでも新新新新しいしいしいしいカカカカルルルルチャチャチャチャーがーがーがーが育育育育ったということでったということでったということでったということで、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな活動活動活動活動がががが行行行行われわれわれわれ、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカのののの従従従従業業業業員員員員もかなりもかなりもかなりもかなり再再再再資源化率資源化率資源化率資源化率 100％％％％にににに向向向向かってかってかってかって進進進進めていきましためていきましためていきましためていきました。。。。価値価値価値価値観観観観のののの異異異異なるなるなるなる社会社会社会社会のののの抵抗抵抗抵抗抵抗もももも若干若干若干若干ありましたがありましたがありましたがありましたが、、、、今今今今はははは熱心熱心熱心熱心にににに再再再再資源化資源化資源化資源化をををを目指目指目指目指してさらにしてさらにしてさらにしてさらに改改改改善善善善ををををというのがというのがというのがというのが社社社社員員員員それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの提提提提案案案案でででで行行行行われているということでわれているということでわれているということでわれているということで、、、、最最最最初初初初はははは心心心心配配配配いいいいたしましたがたしましたがたしましたがたしましたが、、、、問問問問題題題題なくなくなくなく、、、、かえってかえってかえってかえって新新新新たなたなたなたな文化文化文化文化をををを生生生生みみみみ出出出出したというしたというしたというしたというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

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

  販売販売販売販売ののののほほほほうもうもうもうも、、、、ISO14001 のののの取得取得取得取得だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちののののオオオオフフフフィィィィスのスのスのスの改改改改善善善善をををを進進進進めてめてめてめて、、、、オオオオフフフフィィィィスからスからスからスからペペペペーパーをなくそうということでーパーをなくそうということでーパーをなくそうということでーパーをなくそうということで、、、、保保保保存存存存するようなするようなするようなするようなペペペペーパーをなくしていくとーパーをなくしていくとーパーをなくしていくとーパーをなくしていくということでいうことでいうことでいうことで、、、、ライブライブライブライブオオオオフフフフィィィィスということでスということでスということでスということで、、、、販売販売販売販売みずからみずからみずからみずから、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの本社本社本社本社のののの社会環境社会環境社会環境社会環境本本本本部部部部からからからから行行行行ったわけではないんでったわけではないんでったわけではないんでったわけではないんですがすがすがすが、、、、販売販売販売販売のののの中中中中でででで改改改改善善善善したしたしたした活動活動活動活動、、、、そのそのそのそのオオオオフフフフィィィィスをスをスをスを今全今全今全今全国国国国展開展開展開展開してしてしてして、、、、おおおお客客客客様様様様にもこういったにもこういったにもこういったにもこういったノウノウノウノウハハハハウウウウをををを提提提提供供供供していくということでしていくということでしていくということでしていくということで、、、、実際実際実際実際販売販売販売販売がおがおがおがお客客客客様様様様にににに環境環境環境環境のののの提提提提案案案案ができるということがができるということがができるということがができるということが生生生生かすことができておりますかすことができておりますかすことができておりますかすことができております。。。。 

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

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

  一一一一部部部部、、、、仕入仕入仕入仕入れれれれ先先先先様様様様とのとのとのとの関係関係関係関係ではではではでは、、、、リコリコリコリコーはーはーはーは、、、、仕入仕入仕入仕入れれれれ先先先先政策政策政策政策のののの中中中中でグでグでグでグリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達というもというもというもというものをのをのをのを位位位位置置置置づけておりますづけておりますづけておりますづけております。。。。リコリコリコリコーはーはーはーは、、、、主要主要主要主要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーというーというーというーという部部部部分分分分、、、、特特特特定定定定のサプライのサプライのサプライのサプライヤヤヤヤーーーー様様様様、、、、特特特特にににに重要重要重要重要なななな関係関係関係関係にあるサプライにあるサプライにあるサプライにあるサプライヤヤヤヤーーーー様様様様とはとはとはとは Win-Win のののの関係関係関係関係、、、、さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれを含含含含めておめておめておめてお客客客客様様様様もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて Win-Win-Win のののの関係関係関係関係をををを構築構築構築構築できるようにということでできるようにということでできるようにということでできるようにということで、、、、主要主要主要主要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーがーがーがーが環境環境環境環境にににに対対対対してもしてもしてもしても非常非常非常非常にににに進進進進んんんんだだだだものをものをものをものを我我我我々々々々にににに提提提提案案案案していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばば、、、、それをそれをそれをそれをリコリコリコリコーがーがーがーが活用活用活用活用すすすすることによってることによってることによってることによってリコリコリコリコーもよくなりますしーもよくなりますしーもよくなりますしーもよくなりますし、、、、主要主要主要主要サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーもそれによってーもそれによってーもそれによってーもそれによって経経経経営営営営体体体体質質質質がよがよがよがよくなるということでくなるということでくなるということでくなるということで、、、、すすすすべべべべてててて Win-Win-Win のののの関係関係関係関係というのはというのはというのはというのは成成成成りりりり立立立立つということでつということでつということでつということで考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります。。。。 

  ググググリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達もももも、、、、左左左左側側側側がががが、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初はははは環境環境環境環境保全保全保全保全のののの進進進進んんんんだだだだ工場工場工場工場でつくられたものというこでつくられたものというこでつくられたものというこでつくられたものということでとでとでとで、、、、環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムのントシステムのントシステムのントシステムの構築構築構築構築やややや、、、、リコリコリコリコーグループのグーグループのグーグループのグーグループのグリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達ガガガガイイイイドドドドラインラインラインラインにににに従従従従ったったったった体体体体制制制制をつくっていたをつくっていたをつくっていたをつくっていただだだだくとこくとこくとこくところろろろからからからから始始始始めましてめましてめましてめまして、、、、現在現在現在現在はははは右右右右からからからから 2 番番番番目目目目のののの、、、、環境環境環境環境影影影影響響響響化学化学化学化学物質物質物質物質をををを削減削減削減削減したもしたもしたもしたものづくりのづくりのづくりのづくりやややや、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない工場工場工場工場でつくられたものをでつくられたものをでつくられたものをでつくられたものを調調調調達達達達するというするというするというするという考考考考えでえでえでえで、、、、現在現在現在現在サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様にもにもにもにも CO2 のののの排排排排出出出出目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげさせていたさせていたさせていたさせていただだだだくといくといくといくということもうこともうこともうことも現在進現在進現在進現在進めておりますめておりますめておりますめております。。。。 それによりましてそれによりましてそれによりましてそれによりまして、、、、サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーにとってはーにとってはーにとってはーにとっては環境環境環境環境保全保全保全保全がつらくなるがつらくなるがつらくなるがつらくなるだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく環境環境環境環境ママママネジネジネジネジメメメメントシステムントシステムントシステムントシステム構築構築構築構築をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいたサプライいたサプライいたサプライいたサプライヤヤヤヤーーーー様様様様でででで経済効経済効経済効経済効果果果果がががが出出出出ているているているている例例例例ですですですです。。。。
98 年年年年からからからから取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、このサプライこのサプライこのサプライこのサプライヤヤヤヤーーーー様様様様のののの場場場場合合合合はははは、、、、売売売売上高上高上高上高はははは減減減減ったけれったけれったけれったけれ
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どもどもどもども、、、、たたたただだだだしししし企業体企業体企業体企業体質質質質のののの改改改改善善善善によってによってによってによって利利利利益益益益率率率率はははは大大大大きくきくきくきく高高高高まったということでまったということでまったということでまったということで、、、、企業体企業体企業体企業体質質質質もももも向向向向上上上上できたできたできたできた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、リリリリココココーとーとーとーと取取取取引引引引をすることによってをすることによってをすることによってをすることによって得得得得たたたた環境環境環境環境にににに対対対対するするするする力力力力でででで、、、、ほほほほかのかのかのかの顧顧顧顧客客客客をををを開発開発開発開発できているというできているというできているというできているという部部部部分分分分もあるというもあるというもあるというもあるというふふふふうにおうにおうにおうにお伺伺伺伺いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。こういったこういったこういったこういった活動活動活動活動でででで、、、、リコリコリコリコーーーーだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、サプライサプライサプライサプライヤヤヤヤーーーー様様様様もももも環境経環境経環境経環境経営営営営というのがというのがというのがというのが成成成成りりりり立立立立つんつんつんつんだだだだということでということでということでということで、、、、我我我我々々々々とととと協力協力協力協力してしてしてしてややややっていたっていたっていたっていただだだだいているといういているといういているといういているという状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。 全全全全体体体体といたしましてですけれどもといたしましてですけれどもといたしましてですけれどもといたしましてですけれども、、、、リコリコリコリコーのこーのこーのこーのこだだだだわりとしましてはわりとしましてはわりとしましてはわりとしましては、、、、長期長期長期長期的的的的にににに、、、、総合的総合的総合的総合的なななな視視視視点点点点をををを持持持持ったったったった、、、、実効実効実効実効のあるのあるのあるのある環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動をををを実実実実践践践践していくということしていくということしていくということしていくということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして経済経済経済経済価値価値価値価値のののの創出創出創出創出をををを考考考考えるえるえるえる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、環境活動環境活動環境活動環境活動をををを通通通通しておしておしておしてお客客客客様様様様におにおにおにお役役役役立立立立ちちちちするするするする。。。。それとそれとそれとそれと、、、、一一一一番番番番我我我我々々々々としてとしてとしてとして環境環境環境環境をををを進進進進めることがめることがめることがめることが最最最最初初初初のののの段階段階段階段階でできたのはでできたのはでできたのはでできたのは、、、、経経経経営者営者営者営者ののののリリリリーダーシップとーダーシップとーダーシップとーダーシップと全全全全員員員員参加参加参加参加ということでということでということでということで、、、、桜桜桜桜井井井井のののの強強強強いいいいリリリリーダーシップもあってーダーシップもあってーダーシップもあってーダーシップもあって現在現在現在現在までまでまでまで続続続続けけけけられているというとこられているというとこられているというとこられているというところろろろもありますもありますもありますもあります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、情情情情報報報報公公公公開開開開によってによってによってによって社会社会社会社会からのからのからのからの信信信信頼頼頼頼をををを得得得得るるるる。。。。それによってまたそれによってまたそれによってまたそれによってまた我我我我々々々々とととと同同同同じじじじ考考考考えでえでえでえで実施実施実施実施していたしていたしていたしていただだだだけるけるけるける方方方方がががが増増増増えれえれえれえればばばばさらによくなるといさらによくなるといさらによくなるといさらによくなるということでうことでうことでうことで、、、、このこのこのこの 5つをつをつをつをリコリコリコリコーグループのーグループのーグループのーグループの環境経環境経環境経環境経営営営営のこのこのこのこだだだだわりというわりというわりというわりというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 以以以以上上上上ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお客客客客様様様様へのへのへのへの部部部部分分分分ということでということでということでということで、、、、最最最最近近近近、、、、これからこれからこれからこれから考考考考えないといけないえないといけないえないといけないえないといけないのはのはのはのは、、、、実際実際実際実際我我我我々々々々はははは、、、、省省省省エネエネエネエネでもでもでもでも、、、、おおおお客客客客様様様様のののの環境環境環境環境影響影響影響影響をををを減減減減らせるらせるらせるらせる製品製品製品製品をつくったつもりでいをつくったつもりでいをつくったつもりでいをつくったつもりでいたんですがたんですがたんですがたんですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、省省省省エネのエネのエネのエネの性性性性能能能能というのはというのはというのはというのは十十十十分分分分使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいていないというこいていないというこいていないというこいていないということをとをとをとを我我我我々々々々もももも反反反反省省省省しておりますしておりますしておりますしております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、実際実際実際実際、、、、両両両両面面面面ココココピピピピーをーをーをーを非常非常非常非常にににに使使使使いいいいややややすくつくったすくつくったすくつくったすくつくったつもりでありましたがつもりでありましたがつもりでありましたがつもりでありましたが、、、、最最最最近近近近、、、、市市市市場場場場調調調調査査査査をするとをするとをするとをすると、、、、5％％％％ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか両両両両面面面面ココココピピピピーというのはーというのはーというのはーというのは使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいていないとかいていないとかいていないとかいていないとか、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの省省省省エネエネエネエネ性性性性能能能能もももも、、、、20％％％％ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方しかしかしかしか使使使使っていたっていたっていたっていただだだだいいいいていなかったということでていなかったということでていなかったということでていなかったということで、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの反反反反省省省省としましてとしましてとしましてとしまして、、、、サプライサプライサプライサプライチチチチェーンというェーンというェーンというェーンという部部部部分分分分ではではではでは、、、、最最最最終終終終的的的的にはおにはおにはおにはお客客客客様様様様ののののごごごご協力協力協力協力をををを得得得得るるるる活動活動活動活動もこれからもこれからもこれからもこれからややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと強強強強くくくく思思思思っておりっておりっておりっておりますますますます。。。。またそのまたそのまたそのまたその点点点点についてはについてはについてはについては皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方ののののごごごご協力協力協力協力もいたもいたもいたもいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。以以以以上上上上でででですすすす。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、挙挙挙挙手手手手をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思うんですうんですうんですうんですがががが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 質問質問質問質問 

  まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初のののの表表表表紙紙紙紙ののののほほほほうなんですがうなんですがうなんですがうなんですが、、、、月月月月刊刊刊刊誌誌誌誌のののの『『『『日日日日経経経経エエエエココココロジーロジーロジーロジー』』』』においてにおいてにおいてにおいて、、、、各企業各企業各企業各企業のののの
ISO14001 担当担当担当担当者者者者がががが選選選選ぶぶぶぶ、、、、ISO14001 がうまくがうまくがうまくがうまく機機機機能能能能しておりしておりしておりしており、、、、成成成成果果果果をををを上上上上げげげげているとているとているとていると思思思思われるわれるわれるわれる企業企業企業企業のランのランのランのランキキキキングのングのングのングの第第第第 1 位位位位にににに選選選選ばばばばれているということなんですがれているということなんですがれているということなんですがれているということなんですが、、、、他他他他企業企業企業企業のののの担当担当担当担当者者者者にそのにそのにそのにその第第第第 1位位位位としてとしてとしてとして選選選選ばばばばれたれたれたれた要要要要因因因因というのはというのはというのはというのは何何何何なんでしなんでしなんでしなんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 則武室長則武室長則武室長則武室長 

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

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

 司司司司会会会会 

  ほほほほかにかにかにかにごごごござざざざいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 質問質問質問質問 

  ごごごごめんなさいめんなさいめんなさいめんなさい、、、、質問質問質問質問ではないんですけれどもではないんですけれどもではないんですけれどもではないんですけれども、、、、私私私私はははは立山町立山町立山町立山町からきましたからきましたからきましたからきました。。。。いつもおいつもおいつもおいつもお世世世世話話話話になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。松松松松川川川川でのでのでのでの緑緑緑緑化化化化活動活動活動活動をををを 3 年年年年前前前前からからからからややややらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今メメメメダダダダカカカカががががたくさんたくさんたくさんたくさん出出出出てきててきててきててきて、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての応応応応援援援援もいたもいたもいたもいただだだだいていていていて、、、、ほほほほんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしくんとうにうれしく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと質問質問質問質問ではなかったんですがではなかったんですがではなかったんですがではなかったんですが、、、、ちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお礼礼礼礼ということでということでということでということで話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

 司司司司会会会会 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ほほほほかにかにかにかにごごごござざざざいませんでしいませんでしいませんでしいませんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、またまたまたまたごごごご質問質問質問質問ごごごござざざざいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお願願願願いしましたとおりいしましたとおりいしましたとおりいしましたとおり、、、、アンアンアンアンケケケケートートートート票票票票のののの質問質問質問質問欄欄欄欄ににににごごごご記記記記入入入入いたいたいたいただだだだいていていていて、、、、おおおお帰帰帰帰りのりのりのりの際際際際にににに回収回収回収回収ボボボボックスにックスにックスにックスに入入入入れていたれていたれていたれていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、則武様則武様則武様則武様、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで 5 分分分分間間間間、、、、休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、最最最最後後後後のプログラムのパのプログラムのパのプログラムのパのプログラムのパネルネルネルネルディディディディススススカカカカッションにつきましてはッションにつきましてはッションにつきましてはッションにつきましては、、、、2時時時時 47 分分分分からからからから開始開始開始開始とさせていたとさせていたとさせていたとさせていただだだだきますきますきますきます。。。。それまそれまそれまそれまでにおでにおでにおでにお席席席席におにおにおにお戻戻戻戻りくりくりくりくだだだださいますようおさいますようおさいますようおさいますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

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

 司司司司会会会会 

  パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションにッションにッションにッションに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきますきますきますきます皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、ココココーーーーディディディディネーターはネーターはネーターはネーターは、、、、富山大学富山大学富山大学富山大学名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授でいらっしでいらっしでいらっしでいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます竹竹竹竹内先内先内先内先生生生生ですですですです。。。。竹竹竹竹内内内内先先先先生生生生はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物やややや化学化学化学化学ががががごごごご専専専専門門門門でででで、、、、現在富山県環境現在富山県環境現在富山県環境現在富山県環境審審審審議会議会議会議会廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物専専専専門部門部門部門部会会会会のののの部部部部会会会会長長長長をををを務務務務めめめめていたていたていたていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様ををををごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 皆皆皆皆様様様様からからからから向向向向かってかってかってかって左左左左側側側側からからからから、、、、アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料株式株式株式株式会社会社会社会社北陸工場長北陸工場長北陸工場長北陸工場長のののの井口様井口様井口様井口様ですですですです。。。。 イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社ジジジジャャャャススススココココ高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長高岡南店副店長のののの茶谷様茶谷様茶谷様茶谷様ですですですです。。。。 ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーネットワークとーネットワークとーネットワークとーネットワークとややややまままま代代代代表表表表のののの三神様三神様三神様三神様ですですですです。。。。 富山県富山県富山県富山県生生生生活環境文化活環境文化活環境文化活環境文化部部部部環環環環境境境境政策政策政策政策課課課課廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長のののの浦浦浦浦田田田田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはには、、、、アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーとしてパネルーとしてパネルーとしてパネルーとしてパネルデデデディィィィススススカカカカッションにッションにッションにッションに加加加加わっていたわっていたわっていたわっていただだだだきますきますきますきます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授（（（（ココココーーーーディディディディネーターネーターネーターネーター））））     ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました竹竹竹竹内内内内ですですですです。。。。ココココーーーーディディディディネーターをネーターをネーターをネーターを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますのできますのできますのできますので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。     今今今今ごごごご紹介紹介紹介紹介ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、4名名名名のパネのパネのパネのパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々とととと、、、、先先先先ほほほほどどどど基調基調基調基調講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましきましきましきましたたたた安井安井安井安井先先先先生生生生にもアにもアにもアにもアドバドバドバドバイイイイザザザザーとしてーとしてーとしてーとして加加加加わっていたわっていたわっていたわっていただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  このパネルこのパネルこのパネルこのパネルディディディディススススカカカカッションのテーッションのテーッションのテーッションのテーママママはははは、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれどもいてありますけれども、「、「、「、「みんなでつみんなでつみんなでつみんなでつくるくるくるくる循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会～～～～3R のののの推進推進推進推進～」～」～」～」ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております。。。。県民県民県民県民、、、、それからそれからそれからそれから事業事業事業事業者者者者、、、、行行行行政政政政、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力してしてしてして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 3R にににに取取取取りりりり組組組組んでいくかということにつんでいくかということにつんでいくかということにつんでいくかということについてのパネルいてのパネルいてのパネルいてのパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。時時時時間間間間はははは約約約約 90 分分分分ですのでですのでですのでですので、、、、ひひひひょょょょっとしたらっとしたらっとしたらっとしたら十十十十分分分分なななな討討討討論論論論ができないおそれもありますけれどもができないおそれもありますけれどもができないおそれもありますけれどもができないおそれもありますけれども、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生のののの基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、それからそれからそれからそれからリコリコリコリコーーーー株式株式株式株式会社会社会社会社のののの則武氏則武氏則武氏則武氏のののの事事事事例紹介例紹介例紹介例紹介、、、、そういうものともあわせましてそういうものともあわせましてそういうものともあわせましてそういうものともあわせまして、、、、ここここのののの機機機機会会会会ににににさらにさらにさらにさらに一一一一層層層層こういったこういったこういったこういった環境環境環境環境問問問問題題題題についてについてについてについて考考考考ええええ、、、、行行行行動動動動するきっかけとしておするきっかけとしておするきっかけとしておするきっかけとしてお役役役役にににに立立立立てれてれてれてればばばばというというというというふふふふうにうにうにうに存存存存じじじじておりますておりますておりますております。。。。 

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

  基本基本基本基本法法法法のののの中中中中でででで、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会というのはというのはというのはというのは、「、「、「、「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物などのなどのなどのなどの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、そしてそしてそしてそして循環資源循環資源循環資源循環資源のののの循環循環循環循環的的的的なななな利用利用利用利用およびおよびおよびおよび適正適正適正適正なななな処処処処分分分分がががが確確確確保保保保されることによってされることによってされることによってされることによって天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消消消消費費費費をををを抑抑抑抑制制制制しししし、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの負負負負荷荷荷荷ができるができるができるができる限限限限りりりり低減低減低減低減されるされるされるされる社会社会社会社会」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに定義定義定義定義されておりますされておりますされておりますされております。。。。すなわすなわすなわすなわちちちち循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会というのはというのはというのはというのはリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル社会社会社会社会ということではなくてということではなくてということではなくてということではなくて、、、、循環循環循環循環をををを通通通通じじじじてててて天天天天然然然然資源資源資源資源のののの消消消消費費費費抑抑抑抑制制制制、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの負負負負荷荷荷荷のののの低減低減低減低減ということをということをということをということを目的目的目的目的としているということでありますとしているということでありますとしているということでありますとしているということであります。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの 3R でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、処処処処理理理理のののの優優優優先先先先順位順位順位順位をををを初初初初めてめてめてめて法法法法律律律律にににに述述述述べべべべられているわけでありましてられているわけでありましてられているわけでありましてられているわけでありまして、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変大大大大切切切切なことなことなことなことだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、3R のののの中中中中でまずでまずでまずでまず優優優優先先先先されるされるされるされるべべべべきことがきことがきことがきことがリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、
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いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして再使再使再使再使用用用用、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるリリリリユユユユースースースース、、、、そしてそしてそしてそして再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふううううにににに優優優優先先先先順位順位順位順位がががが決決決決められているということでありますめられているということでありますめられているということでありますめられているということであります。。。。このこのこのこの 2 つのつのつのつのキキキキーワーワーワーワーーーードドドドをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、これからパネこれからパネこれからパネこれからパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに、、、、自自自自己己己己紹介紹介紹介紹介もももも兼兼兼兼ねねねねてててて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれどのようなれどのようなれどのようなれどのような
3R のののの取取取取りりりり組組組組みをしておられるのかみをしておられるのかみをしておられるのかみをしておられるのか、、、、まずまずまずまず大体大体大体大体おおおお一一一一人人人人 10 分分分分前後前後前後前後ででででごごごご紹介紹介紹介紹介をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたきたきたきたいといといといと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。ではではではでは、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、私私私私のののの近近近近くのくのくのくのほほほほうからうからうからうから、、、、井口井口井口井口さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 井口工場長井口工場長井口工場長井口工場長 

  どうもどうもどうもどうも、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料北陸工場北陸工場北陸工場北陸工場のののの井口井口井口井口ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。日日日日ごろごろごろごろよりアサよりアサよりアサよりアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料のののの製品製品製品製品ををををごごごご愛愛愛愛飲飲飲飲いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、工場工場工場工場およびおよびおよびおよび会会会会社社社社としてのとしてのとしてのとしての環境環境環境環境保保保保全全全全へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて発発発発表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

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

  これがこれがこれがこれが、、、、北陸工場北陸工場北陸工場北陸工場のののの山山山山側側側側からのからのからのからの外外外外観観観観ですですですです。。。。写写写写真真真真にはにはにはには写写写写っておりませんがっておりませんがっておりませんがっておりませんが、、、、写写写写真真真真のののの左左左左側側側側がががが黒黒黒黒部川部川部川部川ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、残残残残りのりのりのりの三三三三方方方方はははは田田田田畑畑畑畑でででで囲囲囲囲まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。 

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

  続続続続いていていていて、、、、製製製製造造造造工工工工程程程程ををををごごごご説明説明説明説明いたしまいたしまいたしまいたしますすすす。。。。まずまずまずまず、、、、原原原原料料料料をををを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、自動自動自動自動倉庫倉庫倉庫倉庫にににに一一一一たんたんたんたん保保保保管管管管しますしますしますします。。。。そのそのそのその後後後後、、、、保保保保管管管管していたしていたしていたしていたココココーーーーヒヒヒヒーーーー豆豆豆豆をををを粉砕粉砕粉砕粉砕機機機機でででで粉砕粉砕粉砕粉砕しますしますしますします。。。。粉砕粉砕粉砕粉砕機機機機はははは、、、、ごごごご家家家家庭庭庭庭ににににありますありますありますありますココココーーーーヒヒヒヒーミルのーミルのーミルのーミルの大大大大きなものとおきなものとおきなものとおきなものとお考考考考えくえくえくえくだだだださいさいさいさい。。。。続続続続いていていていて、、、、抽抽抽抽出器出器出器出器のののの網網網網のののの上上上上にににに粉砕粉砕粉砕粉砕ししししたたたた豆豆豆豆をををを乗乗乗乗せてせてせてせて熱熱熱熱湯湯湯湯をシをシをシをシャャャャワーしますワーしますワーしますワーします。。。。そのそのそのその液液液液をタンクにをタンクにをタンクにをタンクに入入入入れれれれ、、、、牛乳牛乳牛乳牛乳などをなどをなどをなどを加加加加えてえてえてえて製品製品製品製品液液液液がががが完完完完成成成成しますしますしますします。。。。完完完完成成成成したしたしたした製品製品製品製品液液液液をををを充充充充填填填填機機機機でででで缶缶缶缶にににに充充充充填填填填いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  充充充充填填填填されたされたされたされた製品製品製品製品はははは、、、、入入入入りりりり味味味味検査検査検査検査機機機機、、、、レレレレトルトトルトトルトトルト殺殺殺殺菌菌菌菌、、、、品品品品質質質質検査検査検査検査をををを行行行行ったったったった後後後後にににに箱詰箱詰箱詰箱詰めされめされめされめされ、、、、パパパパレレレレットにットにットにットに積積積積みつけみつけみつけみつけ、、、、出出出出荷荷荷荷されますされますされますされます。。。。このこのこのこの各各各各製製製製造造造造工工工工程程程程でのでのでのでの資資資資材材材材、、、、原原原原料料料料、、、、各各各各種種種種エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使使使使用用用用にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境保全保全保全保全へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

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

  またまたまたまた、、、、行行行行動指動指動指動指針針針針としましてはとしましてはとしましてはとしましてはごごごごらんのらんのらんのらんの 4 項項項項となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿っっっったたたた項項項項目目目目はははは 3項項項項ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。時時時時間間間間のののの都都都都合合合合でででで、、、、またまたまたまた後後後後でででで読読読読んでおいてくんでおいてくんでおいてくんでおいてくだだだださいさいさいさい。。。。 

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

  またまたまたまた、、、、目的目的目的目的、、、、目目目目標標標標もももも、、、、ごごごごらんのらんのらんのらんの下下下下線線線線部部部部がががが関連関連関連関連部部部部となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、本題本題本題本題のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルのほほほほうからうからうからうからごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。まずまずまずまず、、、、工場工場工場工場ではではではでは、、、、各各各各職職職職場場場場にににに分分分分別別別別ボボボボックスをックスをックスをックスを設設設設置置置置してしてしてして、、、、職職職職場場場場ごごごごとにとにとにとに分分分分別別別別をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。各各各各職職職職場場場場でででで分分分分別別別別したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは 2 カカカカ所所所所ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルセセセセンターにンターにンターにンターに集約集約集約集約されますされますされますされます。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルセセセセンターでンターでンターでンターではははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種種種種類類類類をををを看板看板看板看板化化化化によりによりによりにより明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、そのそのそのその種種種種類類類類にににに応応応応じじじじてててて専専専専用用用用ののののココココンテナをンテナをンテナをンテナを設設設設置置置置してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが一一一一定定定定のののの量量量量になれになれになれになればばばば、、、、再再再再資源化先資源化先資源化先資源化先へへへへ搬搬搬搬送送送送しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  これがこれがこれがこれが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種種種種類類類類にににに応応応応じじじじたたたた再再再再資源化資源化資源化資源化のフローですのフローですのフローですのフローです。。。。表表表表のののの上上上上からからからから、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種種種種類類類類、、、、再再再再資資資資源化方源化方源化方源化方法法法法、、、、再再再再利用用利用用利用用利用用途途途途というというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 
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  これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ですですですです。。。。今今今今おおおお見見見見せしたせしたせしたせした表表表表のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの種種種種類類類類はははは一一一一部部部部ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、実際実際実際実際にはにはにはには 20種種種種類類類類程程程程度度度度にににに分分分分別別別別しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル活動活動活動活動にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、工場工場工場工場にににに見見見見学学学学ににににごごごご来来来来場場場場されるされるされるされる方方方方々々々々、、、、年年年年間間間間約約約約 6,000名名名名のののの方方方方々々々々ににににごごごご紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

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

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

  これがこれがこれがこれが処処処処理前後理前後理前後理前後のののの排排排排水水水水ですですですです。。。。処処処処理後理後理後理後のののの排排排排水水水水はははは、、、、河河河河川川川川へのへのへのへの放放放放流流流流にににに対対対対してもしてもしてもしても十十十十分分分分問問問問題題題題のないのないのないのないレレレレベベベベルとなっておりますルとなっておりますルとなっておりますルとなっております。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リリリリユユユユースへのースへのースへのースへの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、メメメメタンタンタンタンガガガガススススボボボボイラーについてイラーについてイラーについてイラーについてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。当当当当工場工場工場工場のののの排排排排水水水水処処処処理理理理にはにはにはには嫌嫌嫌嫌気気気気処処処処理理理理をををを導導導導入入入入しておりますしておりますしておりますしております。。。。嫌嫌嫌嫌気気気気処処処処理理理理ではではではでは、、、、排排排排水中水中水中水中のののの有有有有機機機機成分成分成分成分ををををメメメメタンタンタンタンガガガガスススス、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスススス、、、、水水水水にににに分分分分解解解解しますしますしますします。。。。そこでそこでそこでそこで発発発発生生生生したしたしたしたメメメメタンタンタンタンガガガガスをスをスをスを専専専専用用用用ののののボボボボイイイイラーでラーでラーでラーで燃焼燃焼燃焼燃焼させさせさせさせ、、、、そのそのそのその熱熱熱熱でででで蒸蒸蒸蒸気気気気をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、殺殺殺殺菌菌菌菌などになどになどになどに使使使使用用用用しておりますしておりますしておりますしております。。。。1日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの発発発発生生生生量量量量はははは約約約約 80 立立立立米米米米。。。。LPG にににに換換換換算算算算いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、年年年年間間間間 130万万万万円円円円のののの削減削減削減削減となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

  次次次次にににに、、、、もうもうもうもう一一一一件件件件、、、、リリリリユユユユースについてースについてースについてースについてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。レレレレトルトトルトトルトトルト殺殺殺殺菌菌菌菌はははは、、、、圧圧圧圧力力力力がまのがまのがまのがまの中中中中にににに製品製品製品製品をををを入入入入れてれてれてれて、、、、蒸蒸蒸蒸気気気気によりによりによりにより約約約約 130 度度度度でででで殺殺殺殺菌菌菌菌いたしますいたしますいたしますいたします。。。。使使使使用用用用後後後後のののの蒸蒸蒸蒸気気気気はははは、、、、ままままだだだだ熱量熱量熱量熱量をををを持持持持っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、排排排排蒸蒸蒸蒸気気気気をプをプをプをプレレレレートートートート式式式式熱交熱交熱交熱交換機換機換機換機でででで温温温温水水水水のののの余熱余熱余熱余熱にににに再再再再利用利用利用利用しておりますしておりますしておりますしております。。。。飲飲飲飲料料料料工場工場工場工場ではではではでは、、、、製品製品製品製品液液液液をををを送送送送るるるる配配配配管管管管内内内内部部部部をををを洗洗洗洗浄浄浄浄するためにするためにするためにするために温温温温水水水水やややや熱水熱水熱水熱水をををを利用利用利用利用いたしますいたしますいたしますいたします。。。。したしたしたしたがってがってがってがって、、、、多多多多くのくのくのくの熱量熱量熱量熱量をををを必必必必要要要要といたしますといたしますといたしますといたします。。。。1日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの熱熱熱熱回収回収回収回収量量量量はははは約約約約 7,000万万万万キキキキロジロジロジロジュュュュールールールール。。。。年年年年間間間間のののの削減削減削減削減金金金金額額額額はははは約約約約 3,000万万万万円円円円となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

  当当当当工場工場工場工場のののの代代代代表表表表的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、各各各各種種種種のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを認認認認めていめていめていめていたたたただだだだきききき、、、、平平平平成成成成 16 年年年年にににに、、、、富山県富山県富山県富山県よりエよりエよりエよりエココココ事業事業事業事業所所所所のののの認認認認定定定定をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた、、、、同時期同時期同時期同時期にににに、、、、
3R のののの推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会からからからから会会会会長長長長賞賞賞賞をいたをいたをいたをいただだだだいておりますいておりますいておりますいております。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、全全全全社的社的社的社的取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。リリリリシールシールシールシール性性性性のあるのあるのあるのあるペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは飲飲飲飲料業界料業界料業界料業界ではではではでは主流主流主流主流のののの容容容容器器器器となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、樹樹樹樹脂脂脂脂原原原原料料料料のののの省省省省資源化資源化資源化資源化がががが課題課題課題課題でありでありでありであり、、、、各各各各社社社社ともにともにともにともにボボボボトルトルトルトル形形形形状状状状をををを検討検討検討検討しししし、、、、ボボボボトルのトルのトルのトルの軽軽軽軽量量量量化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる状況状況状況状況ですですですです。。。。たたたただだだだしししし、、、、原原原原料料料料をををを少少少少なくしますとなくしますとなくしますとなくしますとボボボボトルがトルがトルがトルが薄薄薄薄くなりくなりくなりくなり、、、、ボボボボトルのトルのトルのトルの強度強度強度強度がががが弱弱弱弱くなりますくなりますくなりますくなります。。。。アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料社料社料社料社としまとしまとしまとしましてはしてはしてはしては、、、、薄薄薄薄くしてもおくしてもおくしてもおくしてもお客客客客様様様様がががが持持持持ちやちやちやちやすくすくすくすく、、、、注注注注ぎぎぎぎややややすいようにすいようにすいようにすいように形形形形状状状状をををを工夫工夫工夫工夫しししし、、、、くくくくぼぼぼぼみみみみボボボボトルトルトルトルのののの採採採採用用用用によりによりによりにより、、、、2 リリリリッターにッターにッターにッターに関関関関してはしてはしてはしては 21％％％％のののの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた 500 ミミミミリリリリリリリリッターにッターにッターにッターに関関関関してもしてもしてもしても形形形形状状状状変変変変更更更更をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、自動自動自動自動販売販売販売販売機機機機でのでのでのでの落落落落下下下下時時時時にもにもにもにも変変変変形形形形しないしないしないしない形形形形状状状状としとしとしとし、、、、25％％％％のののの削減削減削減削減をををを果果果果たしてたしてたしてたしておりますおりますおりますおります。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、全全全全社的社的社的社的取取取取りりりり組組組組みとしましてみとしましてみとしましてみとしまして、、、、ミシンミシンミシンミシン目目目目のののの位位位位置置置置表表表表示示示示についてについてについてについてごごごご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
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ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのリリリリサイクルではサイクルではサイクルではサイクルでは、、、、ララララベベベベルをはがしてルをはがしてルをはがしてルをはがして収集収集収集収集いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、従来従来従来従来よりミシンよりミシンよりミシンよりミシン目目目目がわかりづらいというがわかりづらいというがわかりづらいというがわかりづらいというごごごご指指指指摘摘摘摘ががががごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、ミシンミシンミシンミシン目目目目のののの位位位位置置置置がががが一目一目一目一目でわかるよでわかるよでわかるよでわかるようにうにうにうに、「、「、「、「ここからはがせますここからはがせますここからはがせますここからはがせます」」」」とのとのとのとの表表表表記記記記をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。最最最最初初初初にににに、、、、富富富富士士士士山山山山ののののババババナジナジナジナジウウウウムムムム天天天天然然然然水水水水のラのラのラのラベベベベルでルでルでルで行行行行いましたがいましたがいましたがいましたが、「、「、「、「わかりわかりわかりわかりややややすいすいすいすい」」」」とのとのとのとの反反反反響響響響からからからから、、、、順順順順次次次次、、、、他他他他のののの商商商商品品品品にもにもにもにも展開展開展開展開いたいたいたいたしておりますしておりますしておりますしております。。。。 アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料株式株式株式株式会社会社会社会社はははは、、、、今後今後今後今後もももも環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを継継継継続続続続してまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますのでしてまいりますので、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ののののごごごご支支支支援援援援をよをよをよをよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。以以以以上上上上でででで発発発発表表表表をををを終了終了終了終了いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご清清清清聴聴聴聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 100％％％％再再再再資源化資源化資源化資源化ということをということをということをということを目目目目標標標標にされてにされてにされてにされて、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、それからそれからそれからそれからリデュリデュリデュリデュースースースース、、、、3R のののの面面面面でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな成成成成果果果果がががが上上上上がっているといがっているといがっているといがっているといううううごごごご報告報告報告報告でありましたでありましたでありましたでありました。。。。最最最最後後後後のとこのとこのとこのところろろろではではではでは、、、、全全全全社的社的社的社的ににににペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの軽軽軽軽量量量量化化化化をををを通通通通じじじじててててリデリデリデリデュュュュースにもースにもースにもースにも取取取取りりりり組組組組んでいるということでありましたがんでいるということでありましたがんでいるということでありましたがんでいるということでありましたが、、、、このこのこのこの点点点点についてはまたについてはまたについてはまたについてはまた後後後後でででで詳詳詳詳しくしくしくしくおおおお話話話話をををを聞聞聞聞きたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

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

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長 

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

  それではそれではそれではそれでは、、、、イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社のジのジのジのジャャャャススススココココ高岡南店高岡南店高岡南店高岡南店、、、、3R のののの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ我我我我々々々々もももも入入入入社社社社してからしてからしてからしてから環境環境環境環境にににに関関関関してはいしてはいしてはいしてはいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またはまたはまたはまたは ISO14001 というようなというようなというようなというような認認認認証証証証とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んでおりましたけれどもんでおりましたけれどもんでおりましたけれどもんでおりましたけれども、、、、イイイイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社ではではではでは、、、、2007年年年年 4 月月月月 16日日日日にににに環境環境環境環境省省省省とととと循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関するするするする協協協協定定定定をををを締締締締結結結結いたしましいたしましいたしましいたしましたたたた。。。。これはこれはこれはこれは各各各各従従従従業業業業員員員員 7 万万万万人人人人いるいるいるいる中中中中でででで統一統一統一統一したしたしたした考考考考ええええ方方方方でででで、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組もうということもうということもうということもうということでででで、、、、一一一一応応応応社内的社内的社内的社内的にもにもにもにも徹底徹底徹底徹底しているしているしているしている項項項項目目目目ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 このこのこのこの環境環境環境環境省省省省とのとのとのとの協協協協定定定定にににに関関関関しましてしましてしましてしまして簡単簡単簡単簡単にににに説明説明説明説明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますときますときますときますと、、、、上上上上からからからから 3 つつつつごごごござざざざいいいいましてましてましてまして、「、「、「、「イイイイオオオオンはンはンはンは小小小小売売売売業業業業のののの社会的社会的社会的社会的使使使使命命命命にににに基基基基づきづきづきづき、、、、消消消消費費費費者者者者、、、、自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの連連連連携携携携によるによるによるによる容容容容器器器器包装包装包装包装のののの 3R 推進推進推進推進をををを環境環境環境環境政策政策政策政策のののの先先先先駆駆駆駆けとしてけとしてけとしてけとして、、、、2010 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに店店店店頭頭頭頭回収回収回収回収のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる拡大拡大拡大拡大ととととママママイイイイババババッグッグッグッグ持参率持参率持参率持参率全店全店全店全店平均平均平均平均 50％％％％以以以以上上上上・・・・レレレレジジジジ袋袋袋袋 8 億億億億 4,000 万万万万枚枚枚枚にににに半半半半減達減達減達減達成成成成をををを目目目目標標標標としとしとしとし、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします」」」」ということとということとということとということと、「、「、「、「イイイイオオオオンはンはンはンはママママイイイイババババッグッグッグッグ持参率持参率持参率持参率 50％％％％（（（（全店全店全店全店平均平均平均平均））））をををを達達達達成成成成するためするためするためするためにににに、、、、消消消消費費費費者者者者（（（（市民市民市民市民）、）、）、）、自治体自治体自治体自治体、、、、国国国国とのとのとのとの自主協自主協自主協自主協定制定制定制定制度度度度をををを活用活用活用活用しししし、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋無無無無料料料料配配配配布布布布をををを中中中中止止止止するパするパするパするパイロットイロットイロットイロット店店店店舗舗舗舗をををを全全全全国国国国にににに展開展開展開展開してしてしてして、、、、2010 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、該該該該当当当当店店店店舗舗舗舗ののののママママイイイイババババッグッグッグッグ持参率持参率持参率持参率 80％％％％以以以以上上上上をををを目指目指目指目指しますしますしますします」」」」ということでということでということでということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  そのそのそのその次次次次にににに、「、「、「、「イイイイオオオオンはンはンはンは、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋収益金収益金収益金収益金ををををリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル推進等推進等推進等推進等のののの環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動やややや地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献活動活動活動活動にににに使使使使用用用用しししし、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを定定定定期期期期的的的的にににに社会社会社会社会へへへへ報告報告報告報告いたしますいたしますいたしますいたします」」」」というようなおというようなおというようなおというようなお約約約約束束束束のもとにのもとにのもとにのもとに事業事業事業事業活動活動活動活動をいたしておるをいたしておるをいたしておるをいたしておる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのそのほほほほかのかのかのかの、、、、下下下下のののの「「「「環境環境環境環境省省省省はははは」」」」というというというというほほほほうはうはうはうは、、、、ままままたたたた後後後後でおでおでおでお読読読読みくみくみくみくだだだださいませさいませさいませさいませ。。。。 

  ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうにはうにはうにはうにはごごごござざざざいませんけれどもいませんけれどもいませんけれどもいませんけれども、、、、イイイイオオオオンのンのンのンの環境方環境方環境方環境方針針針針もももも定定定定めてありましてめてありましてめてありましてめてありまして、、、、社内社内社内社内的的的的にはにはにはには、、、、おおおお客客客客様様様様とともにとともにとともにとともに行行行行動動動動するというのがするというのがするというのがするというのが 1 つでつでつでつでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした商商商商品品品品をををを提提提提供供供供しまししまししまししましょょょょうというのがもううというのがもううというのがもううというのがもう一一一一つつつつ。。。。最最最最後後後後にににに、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない店店店店舗舗舗舗運運運運営営営営をををを
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実実実実践践践践しなさいというのがしなさいというのがしなさいというのがしなさいというのが、、、、イイイイオオオオンンンン環境方環境方環境方環境方針針針針のののの柱柱柱柱になっているになっているになっているになっている次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれはちちちちょょょょっとっとっとっとごごごござざざざいませんのでいませんのでいませんのでいませんので。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような前前前前提提提提にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、我我我我々々々々がががが日日日日々々々々取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいるるるる環境環境環境環境保全保全保全保全にににに関関関関しましてしましてしましてしまして発発発発表表表表させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

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

  私私私私のおのおのおのお店店店店ではどうではどうではどうではどうだだだだったかといいますとったかといいますとったかといいますとったかといいますと、、、、ざざざざくっとくっとくっとくっと計計計計算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、年年年年間間間間 17万万万万人人人人がががが食食食食品品品品ののののレレレレジをジをジをジを通通通通過過過過されておりますされておりますされておりますされております。。。。17万万万万人人人人のののの買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋持参率持参率持参率持参率はははは、、、、いまいまいまいまだだだだにににに平均平均平均平均 10％％％％前後前後前後前後ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを計計計計算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、17 万万万万枚枚枚枚をををを節節節節約約約約したということはしたということはしたということはしたということは、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ計計計計算算算算ででででしますとしますとしますとしますと、、、、ジジジジャャャャススススココココ高岡南店高岡南店高岡南店高岡南店ではではではでは、、、、ドドドドラムラムラムラム缶缶缶缶 16 本分本分本分本分をををを節節節節約約約約したというしたというしたというしたという計計計計算算算算でででで従従従従業業業業員員員員にはにはにはには報報報報告告告告しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  それとそれとそれとそれと、、、、今今今今このこのこのこのママママイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動でででで実施実施実施実施していることはしていることはしていることはしていることは、、、、食食食食品品品品ののののレレレレジにおジにおジにおジにお越越越越しのおしのおしのおしのお客客客客様様様様にににに、、、、レレレレジをジをジをジを打打打打っているっているっているっているチチチチェッェッェッェッカカカカーさんがこんなーさんがこんなーさんがこんなーさんがこんなふふふふうにうにうにうに言言言言っておりますっておりますっておりますっております。「。「。「。「こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいませいませいませいませ。。。。おおおお買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋はおはおはおはお持持持持ちちちちでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか？？？？」」」」とととと問問問問いかけておりますいかけておりますいかけておりますいかけております。。。。するとするとするとすると、、、、おおおお客客客客様様様様はははは、、、、「「「「はいはいはいはい、、、、持持持持っていますっていますっていますっています」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「ああああっっっっ、、、、持持持持ってきたってきたってきたってきた」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「あっあっあっあっ、、、、忘忘忘忘れたれたれたれた」」」」とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ反反反反応応応応はあるんですけれどもはあるんですけれどもはあるんですけれどもはあるんですけれども、、、、おおおお持持持持ちちちちいたいたいたいただだだだいたおいたおいたおいたお客客客客様様様様にはにはにはには、「、「、「、「ごごごご協力協力協力協力ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいまいまいまいますすすす」」」」とととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように声声声声をかけておりますをかけておりますをかけておりますをかけております。「。「。「。「いえいえいえいえ、、、、持持持持っていませんっていませんっていませんっていません」」」」というおというおというおというお客客客客さんにさんにさんにさんに関関関関ししししましてはましてはましてはましては、「、「、「、「失失失失礼礼礼礼しましたしましたしましたしました」」」」というというというという、、、、そこでとめておりますそこでとめておりますそこでとめておりますそこでとめております。。。。このようなこのようなこのようなこのような地地地地道道道道なななな運運運運動動動動をしてをしてをしてをして毎毎毎毎日日日日削減削減削減削減運運運運動動動動をいたしておるをいたしておるをいたしておるをいたしておる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。     あとあとあとあと、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋でででで、、、、スタンプスタンプスタンプスタンプカカカカーーーードドドドでででで、、、、20個個個個でででで 100円引円引円引円引きとかきとかきとかきとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなサーなサーなサーなサービビビビスもスもスもスもいたしておりますがいたしておりますがいたしておりますがいたしておりますが、、、、こつこつこつこつこつこつこつこつややややっていることでっていることでっていることでっていることで今後今後今後今後さらなるさらなるさらなるさらなる推進推進推進推進をををを図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと。。。。それとそれとそれとそれと、、、、従従従従業業業業員員員員にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、100％％％％レレレレジジジジ袋袋袋袋はははは使使使使うなということでうなということでうなということでうなということで、、、、ママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持たせたせたせたせておるておるておるておる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これはイこれはイこれはイこれはイオオオオンンンン株式株式株式株式会社会社会社会社のののの、、、、買買買買いいいい物物物物袋袋袋袋持参持参持参持参ととととレレレレジジジジ袋袋袋袋削減削減削減削減推推推推移移移移ということでということでということでということで、、、、2005 年年年年、、、、2006年年年年とととと、、、、378店店店店舗舗舗舗、、、、378店店店店舗舗舗舗とととと、、、、同同同同じじじじ店店店店舗舗舗舗数数数数ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたいましたいましたいました
1 億億億億 7,469 万万万万枚枚枚枚というというというという数数数数字字字字がそこにがそこにがそこにがそこに赤赤赤赤くくくく出出出出ているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国平均平均平均平均でででで、、、、
15.48％％％％、、、、そしてそしてそしてそして 2006 年年年年がががが 15.3％％％％のののの持参率持参率持参率持参率でででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか日日日日々々々々頑張頑張頑張頑張っていてもこのっていてもこのっていてもこのっていてもこの持参率持参率持参率持参率がががが向向向向上上上上しないといいますかしないといいますかしないといいますかしないといいますか、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋削減枚削減枚削減枚削減枚数数数数がなかなかうまくいかがなかなかうまくいかがなかなかうまくいかがなかなかうまくいかないというのがないというのがないというのがないというのが、、、、これはこれはこれはこれは正正正正直直直直なななな感感感感想想想想ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。環境環境環境環境省省省省とのとのとのとの協協協協定定定定にもありましたようににもありましたようににもありましたようににもありましたように、、、、イイイイオオオオンではンではンではンでは 2010 年年年年までにまでにまでにまでにレレレレジジジジ袋袋袋袋をををを半半半半減減減減させることをさせることをさせることをさせることを目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げげげげておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、もうおもうおもうおもうお約約約約束束束束ですからですからですからですから、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもさらなるさらなるさらなるさらなる強化強化強化強化がががが必必必必要要要要ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 
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  そこでそこでそこでそこで、、、、かかかかねねねねてからてからてからてから社内社内社内社内のののの論論論論議議議議、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの消消消消費費費費者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさんやややや行政行政行政行政のののの意見意見意見意見交交交交換換換換もももも重重重重ねねねねてててて、、、、京京京京都都都都市内市内市内市内にありますジにありますジにありますジにありますジャャャャススススココココ東東東東山山山山二二二二条条条条店店店店はははは、、、、2007 年年年年 1 月月月月 11日日日日からからからから、、、、提提提提供供供供方方方方法法法法のののの見見見見直直直直しししし、、、、いいいいわゆるわゆるわゆるわゆる無無無無料料料料配配配配布布布布のののの中中中中止止止止をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。1枚枚枚枚 5円円円円でででで販売販売販売販売いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。おおおお客客客客様様様様ののののごごごご協力協力協力協力ももももいたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、現在現在現在現在このようなこのようなこのようなこのような店店店店はははは、、、、持参持参持参持参率率率率はははは一一一一挙挙挙挙にににに 80％％％％までまでまでまで達達達達成成成成しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、大大大大幅幅幅幅なななな削減削減削減削減ということになっておりますということになっておりますということになっておりますということになっております。。。。先先先先ほほほほどどどど安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうでうでうでうで、、、、1日日日日でででで 60枚枚枚枚使使使使うううう人人人人はおはおはおはおらんとからんとからんとからんとか、、、、いいいいろろろろいいいいろごろごろごろご発発発発表表表表がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、そのとおりでそのとおりでそのとおりでそのとおりでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、こうこうこうこうややややってってってって全全全全体体体体をまとめますとをまとめますとをまとめますとをまとめますと結結結結構構構構なななな枚枚枚枚数数数数になりますものでになりますものでになりますものでになりますもので、、、、我我我我々々々々もももも元元元元気気気気よくよくよくよく環境環境環境環境保全保全保全保全にににに頑張頑張頑張頑張っておっておっておっておるるるる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  イイイイオオオオンではンではンではンでは、、、、地域地域地域地域のののの消消消消費費費費者者者者のののの皆皆皆皆様様様様およびおよびおよびおよび行政行政行政行政のののの連連連連帯帯帯帯でででで、、、、今後今後今後今後ともともともとも可能可能可能可能なななな地域地域地域地域からからからから取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今今今今年年年年のののの 6 月月月月にはにはにはには、、、、仙仙仙仙台台台台市市市市のののの幸幸幸幸町町町町からからからから神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県横横横横浜浜浜浜市市市市のシーサイのシーサイのシーサイのシーサイドドドド店店店店とかとかとかとか、、、、各各各各店店店店舗舗舗舗でででで、、、、京京京京都都都都もももも 6 月月月月 11日日日日よりよりよりより実施実施実施実施しているというしているというしているというしているという次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

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

  そのそのそのその次次次次はははは、、、、走走走走りましてりましてりましてりまして、、、、商商商商品品品品のことでのことでのことでのことで、、、、リリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。リリリリサイクサイクサイクサイクルにルにルにルに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ここにありますのはここにありますのはここにありますのはここにありますのは、、、、2006 年度年度年度年度、、、、年年年年間間間間 1店店店店舗舗舗舗当当当当たりアルミたりアルミたりアルミたりアルミ缶缶缶缶のののの回収回収回収回収がががが 24 万万万万 6,704 本本本本というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、1 店店店店舗舗舗舗当当当当たりのたりのたりのたりの計計計計算算算算でででで出出出出しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、このグラこのグラこのグラこのグラフはフはフはフは、、、、回収回収回収回収量量量量のトンとのトンとのトンとのトンと全全全全国国国国のののの店店店店舗舗舗舗、、、、ここここちちちちらがらがらがらが店店店店舗舗舗舗数数数数というようになっておりますというようになっておりますというようになっておりますというようになっております。。。。このよこのよこのよこのようなうなうなうな回収回収回収回収をををを今今今今ややややっておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように生生生生かしているかということでかしているかということでかしているかということでかしているかということで、、、、今今今今からからからからちちちちょょょょっとっとっとっと 1 分分分分ほほほほどでどでどでどで商商商商品品品品説明説明説明説明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  ここここちちちちらのらのらのらのほほほほうはうはうはうは、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。回収回収回収回収アルミをアルミをアルミをアルミを 100％％％％使使使使用用用用してしてしてしていますということでいますということでいますということでいますということで、、、、これこれこれこれ、、、、店店店店頭頭頭頭でででで 128円円円円でででで売売売売っているっているっているっている商商商商品品品品ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは 100％％％％アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶でででで再再再再生生生生したものでしたものでしたものでしたものでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは、、、、我我我我々々々々のプライのプライのプライのプライベベベベートブランートブランートブランートブランドドドド、、、、共共共共環宣言環宣言環宣言環宣言というというというという、、、、トップトップトップトップバリュバリュバリュバリューのーのーのーのプライプライプライプライベベベベートブランートブランートブランートブランドドドドででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯用用用用石石石石けんでけんでけんでけんでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これのこれのこれのこれの純純純純石石石石けんけんけんけん分分分分中中中中のののの 70％％％％をををを回収廃回収廃回収廃回収廃食食食食用用用用油油油油をををを使使使使用用用用しておりますというしておりますというしておりますというしておりますという、、、、廃廃廃廃油油油油をををを再再再再生生生生したしたしたした商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは今今今今度度度度、、、、ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない商商商商品品品品でででで、、、、ここにここにここにここに書書書書いてありますようにいてありますようにいてありますようにいてありますように、、、、芯芯芯芯なしなしなしなしトイトイトイトイレレレレットットットットペペペペーパーーパーーパーーパー、、、、まきまきまきまき芯芯芯芯がなくがなくがなくがなく最最最最後後後後までまでまでまで使使使使用用用用できますということできますということできますということできますということでででで、、、、普普普普通通通通のトイのトイのトイのトイレレレレッッッットトトトペペペペーパーはーパーはーパーはーパーは、、、、最最最最後後後後にはこういうにはこういうにはこういうにはこういうごごごごみがみがみがみが出出出出ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、これはこれはこれはこれは芯芯芯芯がががが入入入入っておりませんでっておりませんでっておりませんでっておりませんで、、、、最最最最後後後後のののの最最最最後後後後までまでまでまで使使使使ってってってって、、、、ごごごごみをみをみをみを出出出出さないさないさないさない。。。。当当当当然然然然、、、、古古古古紙紙紙紙ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル商商商商品品品品というというというというふふふふうになっうになっうになっうになっておりますておりますておりますております。。。。回収回収回収回収牛乳牛乳牛乳牛乳パックをパックをパックをパックを 30％％％％使使使使用用用用しているというしているというしているというしているというふふふふうになっておりますうになっておりますうになっておりますうになっております。。。。 
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  ちちちちょょょょっとっとっとっと走走走走りましてりましてりましてりまして、、、、クックックックッキキキキングシートングシートングシートングシート。。。。台台台台所所所所でででで奥奥奥奥さんさんさんさん方方方方がががが使使使使われますクッわれますクッわれますクッわれますクッキキキキングシーングシーングシーングシートですけれどもトですけれどもトですけれどもトですけれども、、、、これもこれもこれもこれも、、、、最最最最終終終終的的的的にはこういうにはこういうにはこういうにはこういうごごごごみがみがみがみが出出出出るんですけれどもるんですけれどもるんですけれどもるんですけれども、、、、これはこれはこれはこれは芯芯芯芯地地地地ををををなくしてつくったというなくしてつくったというなくしてつくったというなくしてつくったという商商商商品品品品ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、食食食食品品品品保保保保存存存存ラップラップラップラップ、、、、これにこれにこれにこれに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、こここここにこにこにこにぱぱぱぱっとっとっとっと切切切切るるるるためにためにためにために金金金金のののの刃刃刃刃がついているんですけれどもがついているんですけれどもがついているんですけれどもがついているんですけれども、、、、このこのこのこの商商商商品品品品はははは紙紙紙紙のののの刃刃刃刃をををを使使使使ってってってって、、、、分分分分別別別別しなくてもこのまましなくてもこのまましなくてもこのまましなくてもこのまま紙紙紙紙しかしかしかしか使使使使っていないというっていないというっていないというっていないという商商商商品品品品ということということということということ、、、、それとそれとそれとそれと、、、、当当当当然然然然ダイダイダイダイオオオオキキキキシンにシンにシンにシンに関関関関してのしてのしてのしての優優優優しいしいしいしい商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、取取取取りりりり急急急急ぎぎぎぎましてましてましてまして、、、、天天天天ぷぷぷぷらのらのらのらの敷敷敷敷きききき紙紙紙紙、、、、これはこれはこれはこれはババババガガガガスススス使使使使用用用用といいましてといいましてといいましてといいまして、、、、原原原原料料料料のののの
20％％％％ににににババババガガガガスススス、、、、非非非非木木木木材材材材パルプをパルプをパルプをパルプを配配配配合合合合していますというしていますというしていますというしていますという、、、、こういうこういうこういうこういう環境環境環境環境商商商商品品品品ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、割割割割りりりり箸箸箸箸もももも竹竹竹竹でつくったでつくったでつくったでつくった割割割割りりりり箸箸箸箸とかとかとかとか、、、、おおおお子子子子さまのさまのさまのさまの使使使使ううううノノノノートもートもートもートも、、、、ここにもここにもここにもここにも古古古古紙紙紙紙をををを使使使使ったったったった、、、、目目目目にににに優優優優しいということでしいということでしいということでしいということで、、、、78円円円円でででで、、、、これはこれはこれはこれは連連連連絡帳絡帳絡帳絡帳ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このようにしこのようにしこのようにしこのようにしてててて、、、、我我我我々々々々、、、、製製製製造造造造販売販売販売販売しているしているしているしている、、、、プライプライプライプライベベベベートブランートブランートブランートブランドドドドにおきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮ししししたたたた商商商商品品品品をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命考考考考えてつくってえてつくってえてつくってえてつくって販売販売販売販売いたしておるといういたしておるといういたしておるといういたしておるという次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと時時時時間間間間もあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれでもあれでしたのでこれで終終終終わりますけれどもわりますけれどもわりますけれどもわりますけれども、、、、このようなこのようなこのようなこのような商商商商品品品品をををを、、、、ややややはりはりはりはりごごごご承承承承知知知知おきいたおきいたおきいたおきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、またまたまたまた他他他他商商商商品品品品とのとのとのとの参参参参考考考考にもしていたにもしていたにもしていたにもしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうもありがとうもありがとうもありがとうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。製製製製造造造造関係関係関係関係、、、、それからそれからそれからそれから販売販売販売販売関係関係関係関係のおのおのおのお二人二人二人二人のののの方方方方からからからから、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組組組組みをしているというおみをしているというおみをしているというおみをしているというお話話話話をををを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、そそそそれをれをれをれを今今今今度消度消度消度消費費費費するするするする立立立立場場場場のののの代代代代表表表表としましてとしましてとしましてとしまして、、、、三神三神三神三神さんからいさんからいさんからいさんからいろろろろんなおんなおんなおんなお話話話話をををを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、製製製製造造造造販売販売販売販売でいでいでいでいろろろろんなんなんなんな工夫工夫工夫工夫されたことをされたことをされたことをされたことをややややはりはりはりはり消消消消費費費費者者者者がががが理理理理解解解解してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを利用利用利用利用していくということはしていくということはしていくということはしていくということは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。三神三神三神三神さんのさんのさんのさんのほほほほうからうからうからうから、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな調調調調査査査査もももも含含含含めてめてめてめて、、、、ごごごご報告報告報告報告をいたをいたをいたをいただだだだけけけけたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 三神三神三神三神代代代代表表表表 

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

  ググググリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーというのはーというのはーというのはーというのは、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじだだだだとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、環境環境環境環境とととと健健健健康康康康をををを考考考考えてえてえてえて行行行行動動動動するするするする人人人人、、、、というというというという意意意意味味味味でででで、、、、主主主主役役役役はははは私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが変変変変われわれわれわればばばば社会社会社会社会もももも変変変変わるとわるとわるとわると。。。。私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりのとりのとりのとりの責責責責任任任任はははは大大大大きいんきいんきいんきいんだだだだよということをよということをよということをよということを自自自自覚覚覚覚していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと、、、、活動活動活動活動していましていましていましていますすすす。。。。 

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

  私私私私たたたたちちちちはははは、、、、1997 年年年年とととと 2000 年年年年のののの 2回回回回、、、、買買買買いいいい物物物物ガガガガイイイイドドドドというものをというものをというものをというものを作作作作成成成成しましたしましたしましたしました。。。。どこへどこへどこへどこへ行行行行けけけけばばばば環境環境環境環境にいいものがにいいものがにいいものがにいいものが売売売売っているかということをっているかということをっているかということをっているかということを、、、、このようにこのようにこのようにこのように、、、、もうもうもうもう具具具具体的体的体的体的にににに、、、、これはこれはこれはこれは○○店店店店となっているんですけどとなっているんですけどとなっているんですけどとなっているんですけど、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうのガガガガイイイイドドドドにはにはにはには、、、、ジジジジャャャャススススココココさんとかさんとかさんとかさんとか、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに固有固有固有固有
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名名名名詞詞詞詞をををを書書書書いていていていて、、、、ここへここへここへここへ行行行行けけけけばばばばこういうこういうこういうこういう環境環境環境環境にいいものがにいいものがにいいものがにいいものが売売売売っているのでっているのでっているのでっているので、、、、皆皆皆皆さんそさんそさんそさんそこをこをこをこを応応応応援援援援してしてしてして買買買買いましいましいましいましょょょょううううねねねねということをということをということをということを示示示示したしたしたしたガガガガイイイイドドドドをつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。 

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

  行政行政行政行政へのへのへのへの要要要要望望望望としてはとしてはとしてはとしては、、、、リリリリサイクルはサイクルはサイクルはサイクルは最最最最終終終終手手手手段段段段でありでありでありであり、、、、減減減減らすことをもっとらすことをもっとらすことをもっとらすことをもっと啓発啓発啓発啓発してくしてくしてくしてくだだだださいということとかさいということとかさいということとかさいということとか、、、、ごごごごみのみのみのみの有料化有料化有料化有料化をををを実施実施実施実施してくしてくしてくしてくだだだださいということもさいということもさいということもさいということも提提提提案案案案しましたしましたしましたしました。。。。 

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

  ガガガガイイイイドドドドをつくってグをつくってグをつくってグをつくってグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーをーをーをーを増増増増ややややそうということでそうということでそうということでそうということでややややっていたんですけっていたんですけっていたんですけっていたんですけれどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう本本本本をつくったをつくったをつくったをつくっただだだだけではグけではグけではグけではグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーはーはーはーは増増増増えないえないえないえない。。。。ではどうしではどうしではどうしではどうしたらいいのかということでたらいいのかということでたらいいのかということでたらいいのかということで、、、、私私私私たたたたちちちちははははややややっっっっぱぱぱぱりりりり体体体体験験験験をををを通通通通してグしてグしてグしてグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーをーをーをーを増増増増ややややそうということでそうということでそうということでそうということで、「、「、「、「まるまるまるまるごごごごとくらしとくらしとくらしとくらし塾塾塾塾」」」」というエというエというエというエココココライフライフライフライフ講講講講座座座座をををを 2001 年年年年からからからから 1 年年年年にににに 6回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい開開開開いていましていていましていていましていていまして、、、、実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。ココココンンンンセセセセプトとしましてはプトとしましてはプトとしましてはプトとしましては、、、、体体体体験験験験をををを通通通通してしてしてして学学学学びびびび、、、、気気気気づきづきづきづき、、、、それがそれがそれがそれが家家家家庭庭庭庭のののの中中中中でででで実実実実践践践践できるようにするようなできるようにするようなできるようにするようなできるようにするような企企企企画画画画をしていこうということとかをしていこうということとかをしていこうということとかをしていこうということとか、、、、あとあとあとあと、「、「、「、「初初初初めにめにめにめに環境環境環境環境ありきありきありきありき」」」」とととと言言言言うとうとうとうと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか人人人人はははは関関関関心心心心のあるのあるのあるのある人人人人しかしかしかしか集集集集まってこないのでまってこないのでまってこないのでまってこないので、、、、全全全全くくくく環境環境環境環境にににに関関関関心心心心のないのないのないのない人人人人もももも参加参加参加参加していたしていたしていたしていただだだだけるようにけるようにけるようにけるように、「、「、「、「楽楽楽楽しいしいしいしい、、、、心心心心地地地地いいいいいいいい、、、、得得得得したなしたなしたなしたな」」」」とととというのをいうのをいうのをいうのをキキキキーワーーワーーワーーワードドドドにしてにしてにしてにして講講講講座座座座をををを企企企企画画画画しておりますしておりますしておりますしております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、スタッフがスタッフがスタッフがスタッフが企企企企画画画画運運運運営営営営、、、、またまたまたまた講講講講師師師師もももも務務務務めたりすることでスめたりすることでスめたりすることでスめたりすることでスキキキキルアップをルアップをルアップをルアップを図図図図るということでるということでるということでるということで、、、、このエこのエこのエこのエココココライライライライフフフフ講講講講座座座座はずっとはずっとはずっとはずっと続続続続けていますけていますけていますけています。。。。 

  今今今今までまでまでまでややややったのではったのではったのではったのでは、、、、まあまあまあまあ、、、、ごごごごみみみみ減減減減らしのらしのらしのらしの講講講講座座座座だだだだけではないんですけどけではないんですけどけではないんですけどけではないんですけど、、、、それをそれをそれをそれを目的目的目的目的ととととしたのはしたのはしたのはしたのは、、、、廃廃廃廃油油油油石石石石けんつくりとかけんつくりとかけんつくりとかけんつくりとか、、、、古古古古布布布布でででで布布布布ぞぞぞぞうりをつくったりうりをつくったりうりをつくったりうりをつくったり、、、、裂裂裂裂きききき織織織織りでりでりでりでココココースターースターースターースターをつくったりをつくったりをつくったりをつくったり、、、、またエまたエまたエまたエココココクックックックッキキキキングというのをングというのをングというのをングというのをややややっていますっていますっていますっています。。。。 

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

  そのそのそのその 5 つのテーつのテーつのテーつのテーママママからからからから、、、、1 つにつにつにつに絞絞絞絞ってってってって何何何何かアクションをかアクションをかアクションをかアクションを起起起起こそうこそうこそうこそうじゃじゃじゃじゃないかということでないかということでないかということでないかということで、、、、
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レレレレジジジジ袋袋袋袋はいはいはいはいろろろろいいいいろマろマろマろマイイイイババババッグッグッグッグ運運運運動動動動とかもすとかもすとかもすとかもすごごごごくくくく、、、、全全全全国的国的国的国的にににに展開展開展開展開してしてしてしてややややっておられるとこっておられるとこっておられるとこっておられるところろろろがががが多多多多かったのかったのかったのかったのでででで、、、、私私私私たたたたちちちちははははややややっっっっぱぱぱぱりトりトりトりトレレレレーがすーがすーがすーがすごごごごくくくく気気気気になってになってになってになって、、、、トトトトレレレレーにーにーにーに絞絞絞絞ってってってって取取取取りりりり組組組組ももももうということでうということでうということでうということでややややってみましたってみましたってみましたってみました。。。。ヨヨヨヨーロッパではーロッパではーロッパではーロッパでは裸裸裸裸売売売売りがすりがすりがすりがすごごごごくくくく多多多多いのにいのにいのにいのに、、、、ななななぜぜぜぜ日日日日本本本本はははは、、、、資源資源資源資源がががが乏乏乏乏しいしいしいしい国国国国なのにトなのにトなのにトなのにトレレレレーがーがーがーが、、、、すすすすぐぐぐぐにおにおにおにお店店店店からおうからおうからおうからおうちちちちへへへへ持持持持ってかえるってかえるってかえるってかえる間間間間だだだだけのけのけのけの役役役役目目目目のトのトのトのトレレレレーがこんなにーがこんなにーがこんなにーがこんなに必必必必要要要要なのかなということでなのかなということでなのかなということでなのかなということで、、、、49店店店店舗舗舗舗、、、、70人人人人ののののボボボボランテランテランテランティィィィアでアでアでアで調調調調べべべべてこういてこういてこういてこういうううう冊冊冊冊子子子子をつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと中身中身中身中身をををを見見見見てみますてみますてみますてみます。。。。このトこのトこのトこのトレレレレーはーはーはーは、、、、リリリリサイクルしましサイクルしましサイクルしましサイクルしましょょょょうといううといううといううという運運運運動動動動ではなくではなくではなくではなくてててて、、、、もとからもとからもとからもとから減減減減らそうらそうらそうらそう、、、、トトトトレレレレーをーをーをーを削減削減削減削減しようというしようというしようというしようという活動活動活動活動のののの 1 つですつですつですつです。。。。トトトトレレレレーーーー使使使使用用用用のののの現現現現状状状状をををを調調調調べべべべてててて、、、、どこのどこのどこのどこのおおおお店店店店にはこういうトにはこういうトにはこういうトにはこういうトレレレレーがーがーがーが入入入入っていたということをっていたということをっていたということをっていたということを具具具具体的体的体的体的にににに調調調調べべべべましたましたましたました。。。。 

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

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

  ごごごごみはみはみはみは減減減減らさならさならさならさなけれけれけれければばばばならないということはならないということはならないということはならないということは皆皆皆皆わかっているんですけどわかっているんですけどわかっているんですけどわかっているんですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりリリリリササササイクルすれイクルすれイクルすれイクルすればばばばそれでいいとそれでいいとそれでいいとそれでいいと思思思思っているっているっているっている人人人人がまがまがまがまだだだだままままだだだだすすすすごごごごくくくく多多多多いといといといと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルできるからできるからできるからできるから安安安安心心心心してしてしてして買買買買っっっっちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、だだだだからからからから、、、、買買買買うとうとうとうと、、、、おおおお店店店店はそれははそれははそれははそれは売売売売れるのでたくさんれるのでたくさんれるのでたくさんれるのでたくさん置置置置くしくしくしくし、、、、またおまたおまたおまたお店店店店がががが置置置置くということはくということはくということはくということはメメメメーーーーカカカカーさんもーさんもーさんもーさんも、、、、それがそれがそれがそれが売売売売れるんれるんれるんれるんだだだだったらいっったらいっったらいっったらいっぱぱぱぱいついついついつくるということでくるということでくるということでくるということで、、、、結局私結局私結局私結局私たたたたちちちちががががリリリリサイクルできるとサイクルできるとサイクルできるとサイクルできると安安安安心心心心してしてしてして買買買買ってしまうことがってしまうことがってしまうことがってしまうことが大大大大量量量量生生生生産産産産とととと結結結結びついてしまうのでびついてしまうのでびついてしまうのでびついてしまうので、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルだだだだけではけではけではけではごごごごみはみはみはみは減減減減らないとらないとらないとらないと私私私私たたたたちちちちはずっはずっはずっはずっとととと言言言言いいいい続続続続けていますけていますけていますけています。。。。ききききょょょょうはうはうはうは 3R のののの集集集集まりですがまりですがまりですがまりですが、、、、私私私私たたたたちちちちはははは前前前前からからからから 4R、、、、4 つのつのつのつの R をうたをうたをうたをうたっていますっていますっていますっています。。。。リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの前前前前にににに、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは要要要要らないらないらないらない、、、、買買買買わないわないわないわない。。。。要要要要らないらないらないらないものはつくらないものはつくらないものはつくらないものはつくらない。。。。要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは売売売売らないらないらないらない。。。。要要要要らないものはらないものはらないものはらないものは買買買買わないということをわないということをわないということをわないということを大事大事大事大事にしてにしてにしてにして、、、、もっともっともっともっと長長長長くくくく使使使使うううう、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして使使使使うということをうということをうということをうということをリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの前前前前にしなくてはいけにしなくてはいけにしなくてはいけにしなくてはいけないということをないということをないということをないということを訴訴訴訴えていますしえていますしえていますしえていますし、、、、それそれそれそれ、、、、プラスプラスプラスプラス、、、、またつくったまたつくったまたつくったまたつくったメメメメーーーーカカカカーさんがーさんがーさんがーさんが最最最最後後後後までまでまでまで責責責責任任任任をををを負負負負っていたっていたっていたっていただだだだくようなくようなくようなくような法法法法律律律律がまがまがまがまだだだだままままだだだだ日日日日本本本本ではあいまいなのでではあいまいなのでではあいまいなのでではあいまいなので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺りをきりをきりをきりをきちちちちっっっっとつくっていたとつくっていたとつくっていたとつくっていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  こういうこういうこういうこういう冊冊冊冊子子子子をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、ごごごごみみみみ減減減減量量量量ダイエットってダイエットってダイエットってダイエットってややややったんですけどったんですけどったんですけどったんですけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり生生生生活活活活のののの中中中中ででででごごごごみダイエットをみダイエットをみダイエットをみダイエットを実実実実践践践践していくことがしていくことがしていくことがしていくことが一一一一番番番番大大大大切切切切でででで、、、、生生生生活活活活にににに結結結結びつけていこうというびつけていこうというびつけていこうというびつけていこうという中中中中でででで、、、、イイイイベベベベントントントントごごごごみをみをみをみを減減減減らすためにらすためにらすためにらすために――イイイイベベベベントってントってントってントって、、、、すすすすごごごごくくくく、、、、どこでもたくさんのどこでもたくさんのどこでもたくさんのどこでもたくさんのごごごごみがみがみがみが出出出出るんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、アースアースアースアースデデデデーのーのーのーの中中中中でででで、、、、リリリリターンターンターンターンディディディディッシッシッシッシュュュュをををを提提提提案案案案してしてしてして、、、、100円円円円でででで食食食食器器器器とおはしととおはしととおはしととおはしとセセセセットでットでットでットで買買買買ってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、そこによそってもらってそこによそってもらってそこによそってもらってそこによそってもらって、、、、食食食食べべべべてもらっててもらっててもらっててもらって、、、、そそそそれをれをれをれを返返返返してもらったらしてもらったらしてもらったらしてもらったら 100円返円返円返円返すというようなすというようなすというようなすというような方方方方式式式式でアースでアースでアースでアースデデデデイでイでイでイでややややりましたらりましたらりましたらりましたら、、、、300人人人人のののの
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人人人人たたたたちちちちがががが食食食食べべべべたたたたごごごごみのみのみのみの量量量量がたったがたったがたったがたった 2キキキキロでロでロでロで、、、、ちちちちょょょょっとここにはっとここにはっとここにはっとここには写写写写っていないんですけどっていないんですけどっていないんですけどっていないんですけど、、、、2キキキキロでロでロでロで終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。そういうイそういうイそういうイそういうイベベベベントもントもントもントも、、、、今今今今アースアースアースアースデデデデイをずっとイをずっとイをずっとイをずっと毎毎毎毎年年年年ややややっていますがっていますがっていますがっていますが、、、、今今今今ももももちちちちょょょょっとっとっとっと形形形形はははは変変変変わっているんですけどわっているんですけどわっているんですけどわっているんですけど、、、、ずっとアースずっとアースずっとアースずっとアースデデデデイのイのイのイの中中中中ではイではイではイではイベベベベントントントントごごごごみをみをみをみを減減減減らすためにそういうことをらすためにそういうことをらすためにそういうことをらすためにそういうことをややややっていますっていますっていますっています。。。。 

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

  私私私私たたたたちちちちはははは、、、、こうこうこうこうややややってってってって伝伝伝伝えることもすえることもすえることもすえることもすごごごごくくくく大大大大切切切切なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは実実実実践践践践するするするすることなのでことなのでことなのでことなので、、、、皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも呼呼呼呼びかけているんですけどびかけているんですけどびかけているんですけどびかけているんですけど、、、、メメメメッッッッセセセセンジンジンジンジャャャャーからジッーからジッーからジッーからジッセセセセンジンジンジンジャャャャーーーー、、、、実実実実践践践践ししししましましましましょょょょうとうとうとうと。。。。もっとたくさんのグもっとたくさんのグもっとたくさんのグもっとたくさんのグリリリリーンーンーンーンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママージッージッージッージッセセセセンジンジンジンジャャャャーをーをーをーを増増増増ややややそうそうそうそうとととと思思思思ってってってって私私私私たたたたちちちちはははは今今今今活動活動活動活動をををを展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。最最最最後後後後のジッのジッのジッのジッセセセセンジンジンジンジャャャャーというのはなかなかいいーというのはなかなかいいーというのはなかなかいいーというのはなかなかいい言言言言いいいい方方方方だだだだなとなとなとなと思思思思ってってってって聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりました。。。。買買買買いいいい物物物物がががが社会社会社会社会をををを変変変変えるえるえるえる、、、、私私私私たたたたちちちち一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが主主主主役役役役というというというという考考考考えのもとにえのもとにえのもとにえのもとに、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな実実実実践践践践をををを行行行行われわれわれわれ、、、、そしてそしてそしてそして私私私私たたたたちちちちにできることにできることにできることにできること、、、、それからそれからそれからそれから行政行政行政行政へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい、、、、事業事業事業事業者者者者へのおへのおへのおへのお願願願願いといういといういといういというふふふふうにうにうにうに、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの大大大大切切切切なことをなことをなことをなことを述述述述べべべべていたていたていたていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。実実実実はははは、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく短短短短くくくく説明説明説明説明をしてをしてをしてをしてほほほほしいというしいというしいというしいというふふふふうにおうにおうにおうにお願願願願いしたものですかいしたものですかいしたものですかいしたものですからららら、、、、とことことこところろろろどこどこどこどころろろろはしはしはしはしょょょょりながらりながらりながらりながら説明説明説明説明していたしていたしていたしていただだだだいたわけですけれどもいたわけですけれどもいたわけですけれどもいたわけですけれども、、、、後後後後でまたでまたでまたでまた時時時時間間間間ががががありましたらいありましたらいありましたらいありましたらいろろろろいいいいろろろろおおおお聞聞聞聞きしたいというきしたいというきしたいというきしたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ではではではでは、、、、最最最最後後後後になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、行政行政行政行政のののの役役役役割割割割もももも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。浦浦浦浦田田田田さんさんさんさんののののほほほほうからうからうからうからごごごご報告報告報告報告をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 浦浦浦浦田田田田班長班長班長班長 

  富山県環境富山県環境富山県環境富山県環境政策政策政策政策課課課課のののの浦浦浦浦田田田田ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今年年年年のののの 4 月月月月からからからから廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長廃棄物対策班長をををを務務務務めておりまめておりまめておりまめておりますすすす。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  私私私私ののののほほほほうからうからうからうから、、、、県県県県のののの施施施施策策策策のののの PR をををを兼兼兼兼ねねねねましてましてましてまして、、、、富山県富山県富山県富山県のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみについてついてついてついてごごごご説明説明説明説明をいたしをいたしをいたしをいたしますますますます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のののの意意意意義義義義ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。将来将来将来将来的的的的にににに資源資源資源資源、、、、エネルギーがなくなるエネルギーがなくなるエネルギーがなくなるエネルギーがなくなる、、、、ああああ
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るいはるいはるいはるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場がががが足足足足りなくなるということがりなくなるということがりなくなるということがりなくなるということが懸懸懸懸念念念念されてきておりますされてきておりますされてきておりますされてきております。。。。将来将来将来将来のののの子子子子供供供供たたたたちちちちにもにもにもにも環境環境環境環境からのからのからのからの恵恵恵恵みをみをみをみを受受受受けることができるようにするためにはけることができるようにするためにはけることができるようにするためにはけることができるようにするためには、、、、今日今日今日今日のののの大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消消消消費費費費、、、、大大大大量量量量廃棄廃棄廃棄廃棄型型型型のののの経済社会経済社会経済社会経済社会システムをシステムをシステムをシステムを見見見見直直直直しししし、、、、環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷のののの少少少少ないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを構築構築構築構築することがすることがすることがすることが大大大大切切切切というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、本本本本日日日日のテーのテーのテーのテーママママでありでありでありでありますますますます 3R をををを推進推進推進推進することがすることがすることがすることが必必必必要要要要であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  このこのこのこの循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために国国国国においてにおいてにおいてにおいて整整整整備備備備されてきたされてきたされてきたされてきた法法法法的的的的なななな枠枠枠枠組組組組みについてみについてみについてみについてごごごご説説説説明明明明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。一一一一番番番番上上上上にありますにありますにありますにあります、、、、循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法、、、、これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 12 年年年年 6 月月月月にににに制定制定制定制定されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、これがこれがこれがこれが中心中心中心中心的的的的なななな機機機機能能能能をををを果果果果たしておりますたしておりますたしておりますたしております。。。。中中中中程程程程ににににごごごござざざざいますよういますよういますよういますようにににに、、、、このこのこのこの法法法法律律律律をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの適正処適正処適正処適正処理理理理につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理法理法理法理法、、、、それからそれからそれからそれからリリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進資源有効利用促進法法法法がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれれれれ制定制定制定制定されておりますされておりますされておりますされております。。。。またまたまたまた、、、、個個個個別別別別ののののリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを推進推進推進推進するするするする法法法法律律律律といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家電家電家電家電、、、、建建建建設設設設、、、、食食食食品品品品、、、、自動自動自動自動車車車車といったといったといったといった個個個個別別別別ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法がががが整整整整備備備備さささされてきておりますれてきておりますれてきておりますれてきております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、右下右下右下右下隅隅隅隅ににににごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入法法法法というというというという法法法法律律律律ががががごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい物物物物品品品品のののの調調調調達達達達をををを国国国国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地方地方地方地方公公公公共共共共団体団体団体団体にににに促促促促すすすす法法法法律律律律ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  これらのこれらのこれらのこれらの法法法法的的的的なななな枠枠枠枠組組組組みをみをみをみを受受受受けましたけましたけましたけました富山県富山県富山県富山県のののの取取取取りりりり組組組組みについてでみについてでみについてでみについてでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。富山県富山県富山県富山県でででではははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環的循環的循環的循環的なななな利用利用利用利用をををを総合的総合的総合的総合的、、、、計画計画計画計画的的的的にににに推進推進推進推進するということでするということでするということでするということで、、、、一一一一番下番下番下番下ににににごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、平平平平成成成成 15 年年年年 3 月月月月にににに富山県富山県富山県富山県廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理計画理計画理計画理計画、、、、通通通通称称称称「「「「ととととややややまままま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プラプラプラプランンンン」」」」とととと申申申申しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、このプランをこのプランをこのプランをこのプランを策策策策定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、上上上上ののののほほほほうでうでうでうでごごごござざざざいますいますいますいますがががが、、、、今今今今年年年年のののの 4 月月月月にスタートしたにスタートしたにスタートしたにスタートした新新新新しいしいしいしい県県県県のののの総合総合総合総合計画計画計画計画、「、「、「、「元元元元気気気気ととととややややまままま創創創創造造造造計画計画計画計画」」」」におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、健健健健康康康康でででで安全安全安全安全、、、、安安安安心心心心なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり、、、、安安安安心心心心ととととややややまをまをまをまを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための重要施重要施重要施重要施策策策策のののの 1 つとしてつとしてつとしてつとして循循循循環型社会環型社会環型社会環型社会・・・・脱脱脱脱温暖化社会温暖化社会温暖化社会温暖化社会のののの構築構築構築構築をををを掲掲掲掲げげげげておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、各各各各種種種種のののの施施施施策策策策をををを推進推進推進推進しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ここでここでここでここで、、、、ととととややややまままま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プランのプランのプランのプランの説明説明説明説明にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの分分分分類類類類についてについてについてについてちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの 2 つにつにつにつに大大大大きくきくきくきく区区区区分分分分されますされますされますされます。。。。産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動にににに伴伴伴伴ってってってって生生生生じじじじたたたた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ということでということでということでということで、、、、燃燃燃燃ええええ殻殻殻殻、、、、汚泥汚泥汚泥汚泥などなどなどなど 20種種種種類類類類のものがありますのものがありますのものがありますのものがあります。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物以以以以外外外外のものをのものをのものをのものを一一一一般般般般廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、さらにさらにさらにさらに生生生生活活活活系系系系のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと事業事業事業事業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。生生生生活活活活系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては市町市町市町市町村村村村、、、、ああああるいはるいはるいはるいは事業事業事業事業系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては市町市町市町市町村村村村とととと専専専専門門門門のののの業業業業者者者者、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては排排排排出出出出事業事業事業事業者者者者、、、、それとそれとそれとそれと専専専専門門門門のののの業業業業者者者者がががが処処処処理理理理をしているということでをしているということでをしているということでをしているということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。県内県内県内県内ではではではでは、、、、量量量量的的的的にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを 100 といたしますとといたしますとといたしますとといたしますと、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは 10 分分分分のののの 1 のののの 10ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち生生生生活活活活系系系系がががが 7、、、、事業事業事業事業系系系系がががが 3 というというというという比比比比率率率率になってになってになってになってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ととととややややまままま廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物プランのプランのプランのプランの内容内容内容内容についてについてについてについてごごごご説明説明説明説明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。基本基本基本基本原則原則原則原則はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本循環型社会形成推進基本法法法法のののの説明説明説明説明ででででごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、第第第第 1番番番番目目目目にににに排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、
2番番番番目目目目にににに再使再使再使再使用用用用、、、、3番番番番目目目目にににに再再再再生生生生利用利用利用利用、、、、それからそれからそれからそれから、、、、こういったこういったこういったこういった 3R ができないものにつきましができないものにつきましができないものにつきましができないものにつきましてはてはてはては 4 番番番番目目目目のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして熱熱熱熱回収回収回収回収、、、、そしてそしてそしてそして熱熱熱熱回収回収回収回収もできないものはもできないものはもできないものはもできないものは適正処適正処適正処適正処理理理理というというというというふふふふうになうになうになうになってってってってごごごござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、プランではプランではプランではプランでは、、、、3R をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、平平平平成成成成 12 年度年度年度年度をををを基基基基準準準準といたしまといたしまといたしまといたしましてしてしてして、、、、平平平平成成成成 22 年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、排排排排出出出出量量量量をををを
7％％％％削減削減削減削減するするするする。。。。再再再再生生生生利用利用利用利用につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては 16％％％％からからからから 27％％％％にににに増増増増加加加加させるさせるさせるさせる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、埋埋埋埋立立立立処処処処分分分分量量量量につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては 39％％％％のののの削減削減削減削減というのをというのをというのをというのを目目目目標標標標にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。一方一方一方一方、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては、、、、発発発発生生生生量量量量のののの増増増増加加加加をををを 11％％％％にににに抑抑抑抑制制制制するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、再再再再生生生生利用利用利用利用量量量量につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては 31％％％％からからからから



 115 

33％％％％にににに増増増増加加加加させるさせるさせるさせる。。。。埋埋埋埋立立立立処処処処分分分分量量量量につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては 52％％％％のののの削減削減削減削減をををを図図図図ることをることをることをることを目目目目標標標標としておりまとしておりまとしておりまとしておりますすすす。。。。 

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

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

  こういったこういったこういったこういった 17 年度年度年度年度のののの現現現現状状状状をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのかというこというこというこということでとでとでとでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。平平平平成成成成 17 年度年度年度年度のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの現現現現状状状状からからからから浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がったがったがったがった課題課題課題課題、、、、問問問問題題題題点点点点にににに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、学学学学識識識識経経経経験者験者験者験者のののの方方方方々々々々にににに今後今後今後今後のののの対策対策対策対策のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについてごごごご検討検討検討検討をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、今今今今年年年年のののの 3 月月月月にににに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物循環的利用推進指循環的利用推進指循環的利用推進指循環的利用推進指針針針針というというというという指指指指針針針針をををを策策策策定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。指指指指針針針針のののの柱柱柱柱といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、まずまずまずまず一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、生生生生活活活活系系系系一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、資源資源資源資源ごごごごみのみのみのみの分分分分別回収別回収別回収別回収、、、、それからそれからそれからそれから事業事業事業事業系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制、、、、それからそれからそれからそれから施設施設施設施設整整整整備備備備、、、、それそれそれそれからからからからリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品ののののリリリリユユユユースースースース体体体体制制制制といったといったといったといった 4 点点点点をををを掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、埋埋埋埋立立立立処処処処分分分分量量量量のののの削減削減削減削減にににに向向向向けたけたけたけた発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制・・・・循環的利用循環的利用循環的利用循環的利用のののの促進促進促進促進、、、、それからそれからそれからそれから施施施施設設設設のののの整整整整備備備備、、、、それからそれからそれからそれからリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル技術技術技術技術製品製品製品製品のののの開発開発開発開発ととととリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品のののの流流流流通通通通体体体体制制制制等等等等のののの確確確確立立立立といといといといったったったった 3点点点点をををを挙挙挙挙げげげげておるとこておるとこておるとこておるところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  こういったこういったこういったこういった、、、、今今今今ごごごご説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました柱柱柱柱にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、県県県県ののののほほほほうでうでうでうで 3R をををを推進推進推進推進しているしているしているしている施施施施策策策策についてについてについてについてごごごご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。まずまずまずまず、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの使使使使用用用用のののの削減削減削減削減ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。県内県内県内県内でのでのでのでの年年年年間間間間ののののレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの使使使使用用用用枚枚枚枚数数数数はははは 3 億枚億枚億枚億枚とととと言言言言われておりましてわれておりましてわれておりましてわれておりまして、、、、このこのこのこの削減削減削減削減をををを図図図図ることがることがることがることが石石石石油油油油資源資源資源資源のののの有有有有効利用効利用効利用効利用、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはごごごごみのみのみのみの減減減減量量量量化化化化、、、、地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止のののの観観観観点点点点からからからから重要重要重要重要なこととなこととなこととなことと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。県県県県ではではではでは、、、、このこのこのこの 6 月月月月にスーにスーにスーにスーパーパーパーパーママママーーーーケケケケットさんットさんットさんットさん、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは消消消消費費費費者者者者団体団体団体団体のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから組組組組織織織織されされされされるるるるレレレレジジジジ袋袋袋袋削減削減削減削減推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、地域地域地域地域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみでレレレレジジジジ袋袋袋袋削減削減削減削減にににに向向向向けたけたけたけた効効効効果果果果的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みができないかみができないかみができないかみができないか、、、、検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについてごごごご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。県県県県ではではではでは、、、、平平平平成成成成 14 年度年度年度年度からからからから、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた事業事業事業事業所所所所のののの自主的自主的自主的自主的なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進やややや、、、、リリリリサイサイサイサイクルクルクルクル製品製品製品製品のののの普及普及普及普及をををを図図図図るためるためるためるためリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル認認認認定定定定事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。富山県内富山県内富山県内富山県内でででで発発発発生生生生したしたしたした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを商商商商品品品品としてとしてとしてとして製製製製造造造造・・・・加加加加工工工工されるものされるものされるものされるもの、、、、それをそれをそれをそれをリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品ということでということでということでということで認認認認定定定定ししししてててておりますおりますおりますおります。。。。またまたまたまた、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル製品製品製品製品のののの需需需需要拡大要拡大要拡大要拡大ですとかですとかですとかですとか、、、、リリリリサイクルにサイクルにサイクルにサイクルに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ店店店店舗舗舗舗をエをエをエをエココココショップショップショップショップ、、、、それからそれからそれからそれから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制、、、、循環的利用等循環的利用等循環的利用等循環的利用等にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ事業事業事業事業所所所所をエをエをエをエココココ事業事業事業事業所所所所ということでということでということでということで認認認認定定定定しておるわけでしておるわけでしておるわけでしておるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

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

  左左左左ののののほほほほうがうがうがうが、、、、廃木廃木廃木廃木材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたした舗舗舗舗装装装装材材材材、、、、右右右右ののののほほほほうがうがうがうが、、、、間間間間伐伐伐伐材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたしたセメセメセメセメンンンントトトト木質木質木質木質舗舗舗舗装装装装材材材材ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、県県県県がががが今今今今年年年年特特特特にににに力力力力をををを入入入入れているれているれているれている、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰からからからから生生生生成成成成されるされるされるされる溶融溶融溶融溶融スラグのスラグのスラグのスラグの有有有有効利用効利用効利用効利用のののの促進促進促進促進についてについてについてについてごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。溶融溶融溶融溶融スラグはスラグはスラグはスラグは、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰をををを 1,200 度以度以度以度以上上上上でででで溶融溶融溶融溶融してしてしてして得得得得られるられるられるられるガガガガラスラスラスラス状状状状のののの固形固形固形固形物物物物ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの溶融溶融溶融溶融スラグをスラグをスラグをスラグを路路路路盤盤盤盤材材材材やコやコやコやコンクンクンクンクリリリリートートートート用用用用骨材骨材骨材骨材などになどになどになどに利用利用利用利用することができれすることができれすることができれすることができればばばば、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの延延延延命命命命化化化化にににに効効効効果果果果的的的的であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに考考考考えておるわけでえておるわけでえておるわけでえておるわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現在現在現在現在、、、、県内県内県内県内におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却灰灰灰灰からからからから約約約約 1万万万万 3,000 トントントントンのののの溶融溶融溶融溶融スラグをスラグをスラグをスラグを生生生生産産産産することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですがですがですがですが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちのののの約約約約 1割割割割、、、、1,500 トトトトンンンン程程程程度度度度のののの利用利用利用利用にとにとにとにとどまっておりますどまっておりますどまっておりますどまっております。。。。このためこのためこのためこのため県県県県ではではではでは、、、、溶融溶融溶融溶融スラグのスラグのスラグのスラグの道路道路道路道路アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト舗舗舗舗装装装装材材材材へのへのへのへの活用活用活用活用をををを推推推推進進進進するためするためするためするため、、、、アスフアスフアスフアスファァァァルトルトルトルト舗舗舗舗装装装装材材材材のののの品品品品質認質認質認質認定定定定をををを行行行行うううう国国国国のののの委員委員委員委員会会会会にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、スラグスラグスラグスラグ混混混混合合合合材材材材アスフアスフアスフアスファァァァルトをルトをルトをルトを認認認認定定定定対対対対象象象象とするようとするようとするようとするよう提提提提案案案案するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県のののの公公公公共共共共工工工工事事事事でのでのでのでの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい生生生生活活活活様式様式様式様式のののの定定定定着着着着をををを目指目指目指目指すエすエすエすエココココライフのライフのライフのライフの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみについていていていてごごごご説明説明説明説明をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。冒冒冒冒頭頭頭頭のののの知知知知事事事事あいさつでもあいさつでもあいさつでもあいさつでもごごごござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、国国国国がががが呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけているいるいるいるチチチチームームームームママママイナスイナスイナスイナス 6％％％％のののの 6 つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、ととととややややままままオリオリオリオリジナルのジナルのジナルのジナルの取取取取りりりり組組組組みということでみということでみということでみということで、、、、ママママイイイイカカカカーにーにーにーに乗乗乗乗らずにらずにらずにらずに出出出出かけようかけようかけようかけよう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源回収回収回収回収等等等等のののの地域地域地域地域のののの環境環境環境環境保全保全保全保全活動活動活動活動にににに参加参加参加参加しようしようしようしよう、、、、といったといったといったといった 4 つのつのつのつの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを合合合合わせたわせたわせたわせた 10 のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに呼呼呼呼びかけておりますびかけておりますびかけておりますびかけております。。。。 

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

  循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを構築構築構築構築するするするする主主主主役役役役はははは皆皆皆皆さんですさんですさんですさんです。。。。一一一一人人人人ひひひひとりがとりがとりがとりが自自自自らのらのらのらの問問問問題題題題としてこのとしてこのとしてこのとしてこの問問問問題題題題をとをとをとをとらえてらえてらえてらえて、、、、できることからできることからできることからできることから行行行行動動動動しししし、、、、日日日日常常常常生生生生活活活活やややや事業活動事業活動事業活動事業活動のののの中中中中でででで定定定定着着着着させていくことがさせていくことがさせていくことがさせていくことが重要重要重要重要だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。県民県民県民県民、、、、事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのごごごご理理理理解解解解ととととごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしますすすす。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 続続続続いていていていて私私私私のののの方方方方からはからはからはからは、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの３３３３ＲＲＲＲのののの推進事推進事推進事推進事例例例例についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内外外外外のののの市町市町市町市町村村村村のののの取取取取組組組組みみみみをををを２２２２点点点点ごごごご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最初初初初はははは、、、、東京東京東京東京都都都都日日日日野市野市野市野市のののの取取取取組組組組みですみですみですみです。。。。     日日日日野市野市野市野市ででででごごごごみみみみ改改改改革革革革というのをというのをというのをというのを平平平平成成成成 12 年度年度年度年度からからからから取取取取りりりり組組組組んでおられましてんでおられましてんでおられましてんでおられまして、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙ががががってってってっておりますようにおりますようにおりますようにおりますように、、、、11 年度年度年度年度、、、、それからそれからそれからそれから 13 年度年度年度年度とととと比比比比較較較較しますとしますとしますとしますと、、、、かなりのかなりのかなりのかなりのごごごごみのみのみのみの量量量量がががが減減減減ってきってきってきってきているというているというているというているという成成成成果果果果をををを上上上上げげげげておられますておられますておられますておられます。。。。 

  ななななぜぜぜぜ取取取取りりりり組組組組むむむむかというのはかというのはかというのはかというのは、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙がっておりますようにがっておりますようにがっておりますようにがっておりますように、、、、多多多多摩摩摩摩地地地地区区区区でででで日日日日野市野市野市野市がががが非常非常非常非常ににににごごごごみのみのみのみの量量量量がががが多多多多くてくてくてくて、、、、資源化資源化資源化資源化のパーのパーのパーのパーセセセセンテージがンテージがンテージがンテージが少少少少ないということとないということとないということとないということと、、、、処処処処分分分分場場場場へへへへ持持持持っていっていっていっていくときにくときにくときにくときに、、、、そのそのそのその量量量量がががが増増増増えるとえるとえるとえると、、、、あるあるあるある量量量量をををを超過超過超過超過するとするとするとすると、、、、億単億単億単億単位位位位のののの追徴追徴追徴追徴金金金金がががが要要要要るるるる。。。。これではもこれではもこれではもこれではもうううう大大大大変変変変だだだだというというというという、、、、そういったそういったそういったそういった問問問問題題題題があったわけですがあったわけですがあったわけですがあったわけです。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、どういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますとどういうことをされたかといいますと、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、1番番番番のようにのようにのようにのように、、、、収集収集収集収集方方方方式式式式がががが、、、、



 117 

あるあるあるある拠拠拠拠点点点点にににに集集集集めるめるめるめる、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方法法法法、、、、一一一一般般般般ににににややややっているとっているとっているとっていると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それをそれをそれをそれを思思思思いいいい切切切切ってってってって、、、、見見見見直直直直しししし後後後後のとこのとこのとこのところろろろにありますようににありますようににありますようににありますように、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭のののの玄玄玄玄関先関先関先関先へへへへ収集収集収集収集にいくというにいくというにいくというにいくという個個個個別収集別収集別収集別収集方方方方式式式式にににに変変変変えたということですえたということですえたということですえたということです。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは費費費費用用用用のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。それまではたしかそれまではたしかそれまではたしかそれまではたしか無無無無料料料料だだだだったんですけれどもったんですけれどもったんですけれどもったんですけれども、、、、有料化有料化有料化有料化にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだ。。。。しかもしかもしかもしかも全全全全国的国的国的国的にににに見見見見てもてもてもてもちちちちょょょょっとっとっとっと割割割割高高高高のののの料料料料金金金金をををを設設設設定定定定したということでしたということでしたということでしたということですすすす。。。。 

  そういうそういうそういうそういう改改改改革革革革によってによってによってによって、、、、ここにここにここにここに挙挙挙挙げげげげてありますようにてありますようにてありますようにてありますように、、、、11 年度年度年度年度からからからからごごごごみはみはみはみは徐徐徐徐々々々々にににに減減減減ってってってってきておりますきておりますきておりますきております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大大大大概概概概こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややりますとりますとりますとりますと、、、、何何何何かかかかややややったときはったときはったときはったときは下下下下がるんでがるんでがるんでがるんですすすすけどけどけどけど、、、、後後後後はまたはまたはまたはまた上上上上がるということがあるんですががるということがあるんですががるということがあるんですががるということがあるんですが、、、、日日日日野市野市野市野市のののの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、そういうそういうそういうそういう下下下下がったがったがったがった状況状況状況状況をずっとをずっとをずっとをずっと持続持続持続持続しているということでありますしているということでありますしているということでありますしているということであります。。。。 

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

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

  たたたただだだだ、、、、これこれこれこれ、、、、経経経経費費費費的的的的にはにはにはには 11 年度年度年度年度からからからから 13 年次年次年次年次、、、、増増増増えておりますえておりますえておりますえております。。。。これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり個個個個別収集別収集別収集別収集、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭をををを回回回回りますからりますからりますからりますから、、、、増増増増えているんですけれどもえているんですけれどもえているんですけれどもえているんですけれども、、、、今後今後今後今後ごごごごみのみのみのみの量量量量がががが減減減減れれれればばばば、、、、徐徐徐徐々々々々にこれにこれにこれにこれもももも少少少少なくなるでしなくなるでしなくなるでしなくなるでしょょょょうしうしうしうし、、、、何何何何といってもといってもといってもといっても埋埋埋埋立地立地立地立地にににに出出出出すすすす億単億単億単億単位位位位のおのおのおのお金金金金がががが必必必必要要要要なくなくなくなくなるというなるというなるというなるという効効効効果果果果があるがあるがあるがあるだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、家家家家庭庭庭庭のののの前前前前へへへへ収集収集収集収集するということでするということでするということでするということで、、、、非常非常非常非常にににに効効効効果果果果としていいとしていいとしていいとしていい効効効効果果果果があらわれたのはがあらわれたのはがあらわれたのはがあらわれたのは、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご経経経経験験験験あるとあるとあるとあると思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、ごごごごみをみをみをみを収集場所収集場所収集場所収集場所へへへへ持持持持っていきますとっていきますとっていきますとっていきますと、、、、非常非常非常非常にずさんなにずさんなにずさんなにずさんな置置置置きききき方方方方をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、カカカカラスがラスがラスがラスが来来来来たりたりたりたり、、、、私私私私なんかもよくなんかもよくなんかもよくなんかもよく見見見見ているとているとているとていると、、、、水水水水ののののじゃじゃじゃじゃぼぼぼぼじゃじゃじゃじゃぼぼぼぼのをのをのをのを持持持持ってくるってくるってくるってくる人人人人とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろんなのがあるんなのがあるんなのがあるんなのがあるんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、自分自分自分自分のののの家家家家のののの前前前前ですからですからですからですから、、、、皆皆皆皆さんそういうことはさんそういうことはさんそういうことはさんそういうことは恥恥恥恥ずかしいからずかしいからずかしいからずかしいから絶絶絶絶対対対対しなしなしなしないわけですいわけですいわけですいわけですねねねね。。。。それとそれとそれとそれとごごごごみのみのみのみの量量量量がががが減減減減るというるというるというるという、、、、非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい効効効効果果果果がプラスアルフがプラスアルフがプラスアルフがプラスアルファァァァとしてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそしてリリリリサイクルへサイクルへサイクルへサイクルへ回回回回すすすすというというというという、、、、いいいいいいいい効効効効果果果果がたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありまがたくさんあらわれているということでありますすすす。。。。 

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

  そのそのそのその次次次次、、、、高岡高岡高岡高岡市市市市のののの事業事業事業事業系系系系ごごごごみですけれどもみですけれどもみですけれどもみですけれども、、、、これもこれもこれもこれも見見見見ていたていたていたていただだだだきますときますときますときますと、、、、17 年度年度年度年度からからからから 18年度年度年度年度、、、、18 年度年度年度年度はははは半半半半年分年分年分年分のののの効効効効果果果果としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい効効効効果果果果がががが上上上上がっているというがっているというがっているというがっているという結結結結果果果果がががが出出出出ておておておておりますりますりますります。。。。 

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

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

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

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

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

  ではではではでは、、、、以以以以上上上上でででで、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方たたたたちちちちにもおにもおにもおにもお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだいたわけですがいたわけですがいたわけですがいたわけですが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで、、、、今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだいたいたいたいた 3R のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの事事事事例例例例についてについてについてについて、、、、安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから何何何何かアかアかアかアドバドバドバドバイイイイスなりスなりスなりスなりコメコメコメコメントがあったらントがあったらントがあったらントがあったら、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 安井副安井副安井副安井副学学学学長長長長 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろととととごごごご努努努努力力力力されているのをおされているのをおされているのをおされているのをお聞聞聞聞きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、、、、なかななかななかななかなかかかか心心心心強強強強いいいい次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

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

  それをおそれをおそれをおそれをおややややりになったりになったりになったりになった結結結結果果果果がすがすがすがすごごごごいことになっていていことになっていていことになっていていことになっていて、、、、例例例例ええええばばばば 34ペペペページでージでージでージで 12枚枚枚枚目目目目、、、、2050年年年年のののの統合環境統合環境統合環境統合環境影響影響影響影響レレレレベベベベルがルがルがルが、、、、先進国先進国先進国先進国だだだだとととと 1 人人人人当当当当たりたりたりたり、、、、総総総総量量量量ともともともとも 8 分分分分のののの 1 というというというという、、、、これがこれがこれがこれが出出出出ちちちちゃゃゃゃうわけですようわけですようわけですようわけですよ。。。。これができるかできないかはこれができるかできないかはこれができるかできないかはこれができるかできないかは別別別別なんですなんですなんですなんです。。。。できないかもしれないできないかもしれないできないかもしれないできないかもしれない。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり理理理理論論論論的的的的にはここににはここににはここににはここに行行行行かなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。さてさてさてさて、、、、これってこれってこれってこれって、、、、どういうどういうどういうどういう社会社会社会社会ななななんんんんだろだろだろだろううううというのをというのをというのをというのを考考考考えることからスタートしているゆえにえることからスタートしているゆえにえることからスタートしているゆえにえることからスタートしているゆえに、、、、リコリコリコリコーさんはーさんはーさんはーさんはややややっっっっぱぱぱぱりりりり 1 位位位位になれになれになれになれちちちちゃゃゃゃうんですうんですうんですうんです。。。。ここがどうかというのがここがどうかというのがここがどうかというのがここがどうかというのが、、、、ややややはりはりはりはり一一一一番番番番重大重大重大重大なとこなとこなとこなところろろろでででで、、、、だだだだからからからから、、、、結結結結局局局局 8 分分分分のののの 1 というというというという量量量量をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、ですですですですねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、資源資源資源資源エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー量量量量がががが 8 分分分分のののの 1 かとかとかとかと言言言言われるとわれるとわれるとわれると、、、、必必必必ずしもそうではないんずしもそうではないんずしもそうではないんずしもそうではないんだだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、でもでもでもでも、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、例例例例ええええばばばば CO2 のののの発発発発生生生生量量量量ななななんかではんかではんかではんかでは 8 分分分分のののの 1ぐぐぐぐらいかなというらいかなというらいかなというらいかなという感感感感じじじじがするんですよがするんですよがするんですよがするんですよねねねね。。。。資源資源資源資源のののの利用利用利用利用量量量量でもでもでもでも多多多多分分分分 4 分分分分のののの 1以以以以下下下下かなというかなというかなというかなという感感感感じじじじがするんですよがするんですよがするんですよがするんですよ。。。。 

  ですからですからですからですから、、、、今今今今こういうこういうこういうこういう状況状況状況状況でででで、、、、2050 年年年年、、、、来来来来年年年年のののの洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットでサミットでサミットでサミットで日日日日本本本本がががが何何何何かかかかぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつつつつ言言言言うはずなんですようはずなんですようはずなんですようはずなんですよ。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今日今日今日今日本本本本政府政府政府政府としてとしてとしてとして何何何何がががが言言言言えるかというのはまえるかというのはまえるかというのはまえるかというのはまだだだだ決決決決まっていなまっていなまっていなまっていないいいい。。。。大体大体大体大体、、、、どうどうどうどうややややってってってって決決決決めるんめるんめるんめるんだろだろだろだろうなうなうなうな、、、、なんていうなんていうなんていうなんていう感感感感じじじじなんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そそそそ
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ういうことをおういうことをおういうことをおういうことをお考考考考えいたえいたえいたえいただだだだくとくとくとくと、、、、多多多多分分分分、、、、まずはまずはまずはまずは頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白になっになっになっになっちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、何何何何もももも答答答答えがえがえがえが出出出出ないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、とにかくそういうことをとにかくそういうことをとにかくそういうことをとにかくそういうことを前前前前提提提提としてとしてとしてとして議議議議論論論論をををを進進進進めないとめないとめないとめないと、、、、『『『『日日日日経経経経エエエエココココロジーロジーロジーロジー』』』』でトップにはなれないということですでトップにはなれないということですでトップにはなれないということですでトップにはなれないということですねねねね。。。。いいいいやややや、、、、消消消消費費費費者者者者もそうなんですもそうなんですもそうなんですもそうなんですねねねね。。。。結局結局結局結局、、、、今今今今のののの 4分分分分のののの 1 しかしかしかしか物物物物がががが買買買買えないえないえないえない。。。。どうするんどうするんどうするんどうするんだだだだというというというという話話話話ですですですです。。。。食食食食料料料料はははは、、、、まあまあまあまあ、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと食食食食べべべべるるるるんんんんですけどですけどですけどですけどねねねね。。。。ですですですですがががが、、、、そそそそういうことになってしまうわけでありますういうことになってしまうわけでありますういうことになってしまうわけでありますういうことになってしまうわけであります。。。。 

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

  それからそれからそれからそれから、、、、今今今今、、、、富山県富山県富山県富山県のののの方方方方がおらがおらがおらがおられるものですかられるものですかられるものですかられるものですから特特特特にににに申申申申しししし上上上上げげげげたいんですがたいんですがたいんですがたいんですが、、、、来来来来年年年年のののの洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットにサミットにサミットにサミットに対対対対してしてしてして日日日日本本本本政府政府政府政府としてとしてとしてとして一体一体一体一体何何何何をををを言言言言うかというのがうかというのがうかというのがうかというのが、、、、もうもうもうもう今今今今混混混混沌沌沌沌状況状況状況状況でででで、、、、わからないんですわからないんですわからないんですわからないんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、今今今今はははは、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、国国国国はははは、、、、各各各各省省省省庁庁庁庁のすのすのすのすごごごごいせめいせめいせめいせめぎぎぎぎ合合合合いがあっいがあっいがあっいがあってててて、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに決決決決まらないんですまらないんですまらないんですまらないんです。。。。とことことこところろろろがががが、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体というのはというのはというのはというのは、、、、県県県県知知知知事事事事がそのがそのがそのがその気気気気にににになるとなるとなるとなるとややややれるれるれるれる。。。。東京東京東京東京都都都都のののの石原石原石原石原さんはさんはさんはさんは、、、、個個個個人人人人的的的的にはどうかというにはどうかというにはどうかというにはどうかという話話話話ははははありますがありますがありますがありますが、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり彼彼彼彼ががががややややるとるとるとると言言言言うとうとうとうとややややららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないというとこないというとこないというとこないというところろろろがあってがあってがあってがあって、、、、今今今今はもうはもうはもうはもう、、、、実実実実をををを言言言言いますといますといますといますと自自自自治体治体治体治体のののの時時時時代代代代なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。アル・アル・アル・アル・ゴゴゴゴアのアのアのアの映映映映画画画画ををををごごごごらんになるとらんになるとらんになるとらんになると、、、、一一一一番番番番最最最最後後後後ののののほほほほうにうにうにうに出出出出てくるてくるてくるてくるわけでありますがわけでありますがわけでありますがわけでありますが、、、、米米米米国国国国のののの政府政府政府政府、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、今今今今のブッシのブッシのブッシのブッシュュュュ政政政政権権権権というものはというものはというものはというものは非常非常非常非常におくれにおくれにおくれにおくれているているているている。。。。ややややっとっとっとっと少少少少しししし変変変変わったようでありますがわったようでありますがわったようでありますがわったようでありますが。。。。ゴゴゴゴアがアがアがアが言言言言うにはうにはうにはうには、、、、カリカリカリカリフォルニアをフォルニアをフォルニアをフォルニアを見見見見ろろろろとととと。。。。オレオレオレオレゴゴゴゴンをンをンをンを見見見見ろろろろ。。。。東部東部東部東部のののの 9 州州州州をををを見見見見ろろろろ、、、、ペペペペンシルンシルンシルンシルババババニアをニアをニアをニアを見見見見ろろろろとととと、、、、こうこうこうこう言言言言うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。そのそのそのそのほほほほかにかにかにかに、、、、全全全全米米米米にはにはにはには 500 のののの都都都都市市市市がとにかくがとにかくがとにかくがとにかく京京京京都都都都議議議議定定定定書書書書をををを守守守守るとるとるとると言言言言っているっているっているっている、、、、というわけというわけというわけというわけですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、もうもうもうもう、、、、環境環境環境環境こそこそこそこそ国国国国にににに頼頼頼頼っているっているっているっている、、、、国国国国ののののポポポポリリリリシーをシーをシーをシーを追追追追いかけているいかけているいかけているいかけている時時時時代代代代じじじじゃゃゃゃないんですないんですないんですないんですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、国国国国ののののポポポポリリリリシーをいかにシーをいかにシーをいかにシーをいかに抜抜抜抜いていていていて国国国国をををを引引引引っっっっ張張張張るかというるかというるかというるかという気気気気迫迫迫迫がががが地地地地方自治体方自治体方自治体方自治体にないにないにないにないとととと、、、、もたないもたないもたないもたない時時時時代代代代なんですなんですなんですなんですねねねね。。。。それをそれをそれをそれをぜひぜひぜひぜひともともともとも富山県富山県富山県富山県にににに頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。大体大体大体大体ここにおここにおここにおここにお書書書書きいたきいたきいたきいただだだだいていることはいていることはいていることはいていることは国国国国がががが言言言言っていることプラスアルっていることプラスアルっていることプラスアルっていることプラスアルフフフファぐァぐァぐァぐらいなんでらいなんでらいなんでらいなんで、、、、そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、国国国国をこえてをこえてをこえてをこえて、「、「、「、「何何何何をををを言言言言っているんっているんっているんっているんだだだだ」」」」とととと、、、、そこからそこからそこからそこから議議議議論論論論をををを始始始始めるめるめるめる。「。「。「。「何何何何をおくれたことををおくれたことををおくれたことををおくれたことを言言言言っているんっているんっているんっているんだだだだ、、、、国国国国はははは」」」」というとこというとこというとこというところろろろからからからから始始始始めるというめるというめるというめるという、、、、そこからいかないとそこからいかないとそこからいかないとそこからいかないと、、、、ややややはりはりはりはりだだだだめかなというめかなというめかなというめかなという気気気気がいたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしました。。。。 

  というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、結結結結構構構構過激過激過激過激なことをなことをなことをなことを言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、東京東京東京東京からからからからややややってきたってきたってきたってきた 2 人人人人、、、、則武則武則武則武ささささんはんはんはんは非常非常非常非常にににに穏穏穏穏ややややかにおっしかにおっしかにおっしかにおっしゃゃゃゃいましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、言言言言っていることはめっていることはめっていることはめっていることはめちちちちゃゃゃゃくくくくちちちちゃゃゃゃ過激過激過激過激なんですなんですなんですなんですよよよよ。。。。それがそれがそれがそれがリコリコリコリコーというーというーというーという会社会社会社会社でででで実現実現実現実現ができができができができてててているいるいるいる、、、、これまたこれまたこれまたこれまた不不不不思思思思議議議議なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはこれはこれはこれは桜桜桜桜井井井井さんというさんというさんというさんという社社社社長長長長（（（（現会現会現会現会長長長長））））がしっかりしているからなんですがしっかりしているからなんですがしっかりしているからなんですがしっかりしているからなんです。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、知知知知事事事事がしっかがしっかがしっかがしっかりしてないといけないりしてないといけないりしてないといけないりしてないといけない。。。。社社社社長長長長がしっかりしてないといけないんですがしっかりしてないといけないんですがしっかりしてないといけないんですがしっかりしてないといけないんです。。。。というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、すこすこすこすこしきついしきついしきついしきついコメコメコメコメントでントでントでントで失失失失礼礼礼礼いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの安井安井安井安井先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話でもでもでもでも、、、、ずっとずっとずっとずっと始始始始めのめのめのめのほほほほうはうはうはうは大大大大変理変理変理変理解解解解できたんですけれどもできたんですけれどもできたんですけれどもできたんですけれども、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー使使使使用用用用量量量量のののの長期長期長期長期推推推推移移移移以降以降以降以降のとこのとこのとこのところろろろでででで頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白にににになりましてなりましてなりましてなりまして、、、、今今今今のののの 8 分分分分のののの 1 云云云云々々々々というというというというとことことこところろろろもももも、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに考考考考えるとどこからえるとどこからえるとどこからえるとどこから始始始始めてめてめてめて考考考考ええええれれれればばばばいいのかなということをいいのかなということをいいのかなということをいいのかなということを思思思思うとうとうとうと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなかちちちちゃゃゃゃんとしたんとしたんとしたんとした考考考考ええええ方方方方がががが浮浮浮浮かかかかばばばばなくてなくてなくてなくて、、、、まさまさまさまさ
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しくしくしくしく頭頭頭頭がががが真真真真っっっっ白白白白になっておりましたになっておりましたになっておりましたになっておりました。。。。またまたまたまたじじじじっくりとっくりとっくりとっくりと考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思ってはおりますってはおりますってはおりますってはおります。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  ではではではでは、、、、ここでここでここでここで、、、、あまりあまりあまりあまり時時時時間間間間がないんですけれどもがないんですけれどもがないんですけれどもがないんですけれども、、、、これからこれからこれからこれから後後後後、、、、フフフフリリリリートーートーートーートーキキキキングなんングなんングなんングなんですがですがですがですが、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな問問問問題題題題があるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれどもがあるんですけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ににににポポポポイントをイントをイントをイントを絞絞絞絞ってパネってパネってパネってパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんとちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。時時時時間間間間があっがあっがあっがあったらたらたらたら皆皆皆皆さんからさんからさんからさんからごごごご質問質問質問質問をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もうしもうしもうしもうしばばばばらくらくらくらく辛辛辛辛抱抱抱抱していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  いいいいろろろろんなんなんなんな順順順順序序序序をををを考考考考えていたんですがえていたんですがえていたんですがえていたんですが、、、、かなりかなりかなりかなり時時時時間間間間がががが迫迫迫迫っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと途途途途中中中中はしはしはしはしょょょょらせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、まずまずまずまず、、、、容容容容器器器器包装包装包装包装というというというという点点点点でででで、、、、アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料のののの井口井口井口井口さんにさんにさんにさんにちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお伺伺伺伺いしたいんですがいしたいんですがいしたいんですがいしたいんですが、、、、先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話のとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの話話話話がががが出出出出ておりましておりましておりましておりましたたたた。。。。ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの減減減減量量量量化化化化、、、、全全全全国的国的国的国的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるというおんでいるというおんでいるというおんでいるというお話話話話がありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれどもがありましたけれども、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの 1 本本本本 1 本本本本をををを肉肉肉肉厚厚厚厚をををを薄薄薄薄くするとかということでくするとかということでくするとかということでくするとかということでリデュリデュリデュリデュースするのはースするのはースするのはースするのは、、、、それはそれはそれはそれはそれでいいことそれでいいことそれでいいことそれでいいことだだだだしししし、、、、わかるんですわかるんですわかるんですわかるんですがががが、、、、結局結局結局結局はははは年年年年間間間間のののの生生生生産産産産量量量量からからからから見見見見るとるとるとると決決決決してしてしてしてリデュリデュリデュリデュースースースースになっていないですになっていないですになっていないですになっていないですねねねね。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、薄薄薄薄さをそんなにさをそんなにさをそんなにさをそんなに薄薄薄薄くしなくてくしなくてくしなくてくしなくて、、、、むむむむししししろろろろ厚厚厚厚くしてくしてくしてくして、、、、何何何何回回回回もももも使使使使えるようにしたえるようにしたえるようにしたえるようにしたほほほほうがうがうがうが、、、、これこれこれこれ、、、、実実実実ははははドドドドイイイイツツツツ、、、、デデデデンンンンママママークなどへークなどへークなどへークなどへ調調調調査査査査にににに行行行行ったときにったときにったときにったときに買買買買ってきたものですがってきたものですがってきたものですがってきたものですが、、、、非常非常非常非常にかたいんですにかたいんですにかたいんですにかたいんですねねねね。。。。それでそれでそれでそれで何何何何回回回回ももももリリリリユユユユースするースするースするースするというというというという、、、、そのそのそのそのほほほほうがうがうがうが環境環境環境環境にはいいんにはいいんにはいいんにはいいんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、アサアサアサアサヒヒヒヒ飲飲飲飲料料料料さんとしてはさんとしてはさんとしてはさんとしては、、、、リリリリターナブルターナブルターナブルターナブル瓶瓶瓶瓶といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、リリリリユユユユースースースース瓶瓶瓶瓶といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを使使使使用用用用しようといしようといしようといしようというようなおうようなおうようなおうようなお考考考考えなりえなりえなりえなり何何何何かはおかはおかはおかはお持持持持ちちちちじゃじゃじゃじゃないんでしないんでしないんでしないんでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 井口工井口工井口工井口工場長場長場長場長 

  今今今今ののののごごごご質問質問質問質問なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、まずまずまずまず、、、、瓶瓶瓶瓶にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、多多多多分分分分皆皆皆皆様様様様方方方方ごごごご存存存存じじじじのののの、、、、三三三三矢矢矢矢サイダサイダサイダサイダーとかーとかーとかーとか、、、、ババババヤヤヤヤリリリリースースースースオレオレオレオレンジのンジのンジのンジのリリリリターナブルターナブルターナブルターナブル瓶瓶瓶瓶ということでということでということでということで、、、、何何何何度度度度かかかか、、、、割割割割れるまでれるまでれるまでれるまで使使使使用用用用でででできるということはきるということはきるということはきるということはややややっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ペペペペットにットにットにットに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ、、、、ペペペペットットットット自体自体自体自体をををを回収回収回収回収してしてしてして、、、、なおかつそれをなおかつそれをなおかつそれをなおかつそれを洗洗洗洗浄浄浄浄してもうしてもうしてもうしてもう一度一度一度一度使使使使用用用用するというするというするというするという方方方方向向向向性性性性はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには考考考考えてえてえてえておりませんおりませんおりませんおりません。。。。そのそのそのその理理理理由由由由はははは、、、、今今今今、、、、多多多多分分分分皆皆皆皆様様様様、、、、各各各各店店店店舗舗舗舗さんでさんでさんでさんでペペペペットットットットボボボボトルをおトルをおトルをおトルをお買買買買いになられるいになられるいになられるいになられるときにときにときにときに、、、、傷傷傷傷がついているがついているがついているがついているペペペペットをもしットをもしットをもしットをもし買買買買われたわれたわれたわれた場場場場合合合合にににに、、、、多多多多分分分分苦苦苦苦情情情情としてとしてとしてとして返返返返ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思ううううんですよんですよんですよんですよ。。。。私私私私もももも、、、、ドドドドイイイイツツツツにににに行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルのリリリリサイクルということでサイクルということでサイクルということでサイクルということで見見見見学学学学ささささせていたせていたせていたせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。一一一一番番番番難難難難しいのはしいのはしいのはしいのは、、、、瓶瓶瓶瓶もももも一一一一緒緒緒緒なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの中中中中にににに異異異異物物物物をををを入入入入れるれるれるれる、、、、そのそのそのその状態状態状態状態でででで返返返返ってきますってきますってきますってきますねねねね。。。。となるととなるととなるととなると、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの中身中身中身中身をををを出出出出さなさなさなさないといといといとだだだだめめめめ。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ガガガガーーーーリリリリックなんかをックなんかをックなんかをックなんかを食食食食べべべべたおたおたおたお口口口口のままでラッパのままでラッパのままでラッパのままでラッパ飲飲飲飲みしますみしますみしますみしますとととと、、、、そのそのそのそのガガガガーーーーリリリリックをックをックをックを取取取取るためのるためのるためのるための手手手手段段段段というのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですというのはなかなかないらしいですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは現地現地現地現地でででで聞聞聞聞きましたけどきましたけどきましたけどきましたけど。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、ボボボボトルのトルのトルのトルの中中中中ににににセセセセンサーをンサーをンサーをンサーを突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんで、、、、洗洗洗洗浄浄浄浄したしたしたした後後後後ににおににおににおににおいがいがいがいが残残残残っているかどうかというのをっているかどうかというのをっているかどうかというのをっているかどうかというのを検査検査検査検査してしてしてして、、、、なおかつそれをなおかつそれをなおかつそれをなおかつそれをははははじじじじきききき出出出出すすすす。。。。ですからですからですからですから、、、、一一一一概概概概にににに再再再再利用利用利用利用ということでということでということでということで、、、、当当当当然然然然使使使使えれえれえれえればばばば一一一一番番番番有効有効有効有効だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどからどからどからどから何何何何度度度度もおもおもおもお話話話話のののの中中中中でででで出出出出ているようにているようにているようにているように、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ原原原原料料料料をををを使使使使ってってってってペペペペットをつくるということよりもットをつくるということよりもットをつくるということよりもットをつくるということよりも、、、、洗洗洗洗浄浄浄浄してしてしてして再再再再利用利用利用利用できれできれできれできればばばば、、、、それがそれがそれがそれが一一一一番番番番いいんですけどいいんですけどいいんですけどいいんですけど、、、、今今今今のとこのとこのとこのところろろろはははは、、、、そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、傷傷傷傷のののの問問問問題題題題、、、、それとそれとそれとそれと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、それをそれをそれをそれを店店店店舗舗舗舗にににに出出出出していたしていたしていたしていただだだだいたときにいたときにいたときにいたときに、、、、おおおお客客客客さんがさんがさんがさんが買買買買っていたっていたっていたっていただだだだけけけけるかどうかでするかどうかでするかどうかでするかどうかですねねねね。。。。そういったとこそういったとこそういったとこそういったところろろろがががが未未未未知知知知数数数数なななな部部部部分分分分がががが多多多多いというとこいというとこいというとこいというところろろろですですですです。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 
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  確確確確かにそうですかにそうですかにそうですかにそうですねねねね。。。。表表表表面面面面はかなりはかなりはかなりはかなり傷傷傷傷がついたりしていることはがついたりしていることはがついたりしていることはがついたりしていることは確確確確かでありますかでありますかでありますかであります。。。。ここここれはれはれはれは、、、、業界業界業界業界としてもあまりまとしてもあまりまとしてもあまりまとしてもあまりまだだだだそういうそういうそういうそういう考考考考えはないえはないえはないえはない？？？？ 

 井口工場長井口工場長井口工場長井口工場長     つくっているとこつくっているとこつくっているとこつくっているところろろろはないですはないですはないですはないですねねねね。。。。はいはいはいはい。。。。     もうもうもうもう一一一一つつつつ難難難難しいのがしいのがしいのがしいのが、、、、ペペペペットットットットボボボボトルはトルはトルはトルは、、、、上上上上ががががリリリリシールシールシールシール性性性性がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、スクスクスクスクリュリュリュリューーーーキキキキャャャャップになっていますよップになっていますよップになっていますよップになっていますよねねねね。。。。そこにそこにそこにそこに傷傷傷傷がつくとがつくとがつくとがつくと、、、、もうもうもうもう密密密密封封封封性性性性がなくなるんですよがなくなるんですよがなくなるんですよがなくなるんですよ。。。。でででで、、、、密密密密封封封封性性性性がなくなるということはがなくなるということはがなくなるということはがなくなるということは、、、、賞賞賞賞味味味味期期期期限限限限がががが全全全全くくくく変変変変わってしまうということなんでわってしまうということなんでわってしまうということなんでわってしまうということなんで、、、、そこをどそこをどそこをどそこをどううううややややってってってって、、、、口部口部口部口部をどうをどうをどうをどうややややってってってって保保保保証証証証するかというとこするかというとこするかというとこするかというところろろろもかなりもかなりもかなりもかなり難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授     はいはいはいはい、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方、、、、何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見があったらがあったらがあったらがあったら、、、、手手手手をををを上上上上げげげげてててて発言発言発言発言をしていたをしていたをしていたをしていただだだだけれけれけれければばばば結結結結構構構構ですのでですのでですのでですので、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか？？？？     よよよよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうかうかうかうか。。。。ではではではでは、、、、今今今今製製製製造造造造段階段階段階段階でのおでのおでのおでのお話話話話をををを聞聞聞聞きましたけれどもきましたけれどもきましたけれどもきましたけれども、、、、販売販売販売販売のののの段階段階段階段階でででで、、、、ややややはりはりはりはりリデュリデュリデュリデュースといいますとなるースといいますとなるースといいますとなるースといいますとなるべべべべくくくく簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに努努努努めるとかめるとかめるとかめるとか、、、、それからそれからそれからそれから、、、、詰詰詰詰めめめめ替替替替えのもえのもえのもえのものののの、、、、商商商商品品品品をををを販売販売販売販売するとかということがするとかということがするとかということがするとかということがリデュリデュリデュリデュースにつながるとースにつながるとースにつながるとースにつながると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。     茶谷茶谷茶谷茶谷さんのとこさんのとこさんのとこさんのところろろろではではではでは、、、、現在現在現在現在簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況というのはどういうというのはどういうというのはどういうというのはどういうふふふふうになっうになっうになっうになっているでしているでしているでしているでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長     実際実際実際実際ややややっていることをっていることをっていることをっていることをちちちちょょょょっとっとっとっと言言言言いますといますといますといますと、、、、まずまずまずまず、、、、一一一一番番番番需需需需要要要要がががが多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、おおおお中元中元中元中元・お・お・お・お歳歳歳歳暮暮暮暮時期時期時期時期ででででごごごござざざざいますいますいますいますねねねね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、ややややはりはりはりはり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装をおをおをおをお勧勧勧勧めしてめしてめしてめして、、、、のしのしのしのしだだだだけとかけとかけとかけとか、、、、そういうそういうそういうそういうポポポポップもつけてップもつけてップもつけてップもつけて、、、、おおおお客客客客様様様様にににに PR したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のののの推進推進推進推進をををを図図図図っっっっているんですけれどもているんですけれどもているんですけれどもているんですけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、まあまあまあまあ、、、、どういうんですかどういうんですかどういうんですかどういうんですか、、、、おおおお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方とかとかとかとか、、、、ききききちちちちっっっっとしたおとしたおとしたおとしたお届届届届けものでけものでけものでけものでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、ままままだだだだままままだだだだ理理理理解解解解されていないのがされていないのがされていないのがされていないのが 1 つはつはつはつは現現現現状状状状ででででごごごござざざざいいいいますますますます。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、包装包装包装包装にににに関関関関してですけれどもしてですけれどもしてですけれどもしてですけれども、、、、トトトトレレレレーのーのーのーの削減削減削減削減とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどあるんですけれどもももも、、、、まずまずまずまず、、、、ばばばばらららら売売売売りのりのりのりの推進推進推進推進をしているんですをしているんですをしているんですをしているんです。。。。ばばばばらららら売売売売りをしますとりをしますとりをしますとりをしますと、、、、必必必必要要要要ななななだだだだけけけけ、、、、トトトトレレレレーーーーもなしにもなしにもなしにもなしに、、、、そのままそのままそのままそのまま袋袋袋袋でおでおでおでお持持持持ちちちち帰帰帰帰りいたりいたりいたりいただだだだくというくというくというくという、、、、ばばばばらららら売売売売りのりのりのりの推進推進推進推進をしているのがをしているのがをしているのがをしているのが 1 つつつつのののの簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、あれであれであれであれでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

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

  それとそれとそれとそれと、、、、最最最最近近近近特特特特にににに店店店店頭頭頭頭でもでもでもでもぽぽぽぽつつつつぽぽぽぽつつつつ見見見見受受受受けられるのがけられるのがけられるのがけられるのが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスといいますかスといいますかスといいますかスといいますか、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの推進推進推進推進でででで、、、、卵卵卵卵とかとかとかとか、、、、納納納納豆豆豆豆、、、、ピピピピーーーーママママンなどのンなどのンなどのンなどの袋袋袋袋はははは、、、、結局結局結局結局はははは土土土土にににに返返返返るというようなるというようなるというようなるというような、、、、そそそそういうういうういうういうババババイイイイオマオマオマオマスにスにスにスに関関関関すすすするるるる包装包装包装包装資資資資材材材材をををを使使使使っているというようなのがっているというようなのがっているというようなのがっているというようなのが現実現実現実現実ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話のののの中中中中にもにもにもにも、、、、ペペペペットットットットボボボボトルというトルというトルというトルという話話話話があったんですけれどもがあったんですけれどもがあったんですけれどもがあったんですけれども、、、、我我我我々々々々のののの商商商商売売売売のののの、、、、最最最最終終終終的的的的にはおにはおにはおにはお客客客客様様様様におにおにおにお渡渡渡渡しするしするしするしする商商商商品品品品ででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく食食食食のののの安安安安心心心心、、、、安全安全安全安全というというというという、、、、ここここれがれがれがれが第第第第 1 ででででごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺をををを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか今今今今先先先先生生生生おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったようなペペペペットットットットボボボボトルのトルのトルのトルの再再再再利用利用利用利用にににに関関関関するのはするのはするのはするのは、、、、二二二二のののの足足足足をををを踏踏踏踏んでいるんでいるんでいるんでいる次次次次第第第第ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう状状状状況況況況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 
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 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

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

 三神三神三神三神代代代代表表表表 

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

  今今今今のののの消消消消費費費費者者者者はははは、、、、ごごごごみになるものはみになるものはみになるものはみになるものは買買買買いたくないっていたくないっていたくないっていたくないって、、、、きっときっときっときっとだだだだれもがれもがれもがれもが、、、、さっきのトさっきのトさっきのトさっきのトレレレレーーーーのことでものことでものことでものことでも、、、、ほほほほとんどのとんどのとんどのとんどの人人人人がトがトがトがトレレレレーはーはーはーはほほほほとんどのものにとんどのものにとんどのものにとんどのものに要要要要らないってらないってらないってらないって言言言言っているっているっているっている人人人人ががががほほほほととととんどんどんどんど真真真真っっっっ黒黒黒黒だだだだったとったとったとったと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、要要要要らないってらないってらないってらないって言言言言っているんですっているんですっているんですっているんですねねねね。。。。だだだだからからからから皆皆皆皆、、、、ごごごごみみみみになるものはになるものはになるものはになるものは買買買買いたくないといたくないといたくないといたくないと思思思思っているんですけどっているんですけどっているんですけどっているんですけど、、、、商商商商品品品品をををを買買買買うことによってそういううことによってそういううことによってそういううことによってそういう包包包包装装装装ののののごごごごみがみがみがみが漏漏漏漏れなくついてくるのでれなくついてくるのでれなくついてくるのでれなくついてくるので、、、、何何何何かかかか買買買買いたくないといたくないといたくないといたくないと思思思思ってもつってもつってもつってもついてくるというとこいてくるというとこいてくるというとこいてくるというところろろろがすがすがすがすごごごごいジいジいジいジレレレレンンンンママママでででで、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装してしてしてしてほほほほしいということをしいということをしいということをしいということを言言言言ってもってもってもっても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、スーパースーパースーパースーパーさんもいさんもいさんもいさんもいろろろろんなんなんなんな理理理理由由由由があってがあってがあってがあって、、、、それもわかりますしそれもわかりますしそれもわかりますしそれもわかりますし、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のののの調調調調整整整整がすがすがすがすごごごごくくくく難難難難しいですしいですしいですしいですけどけどけどけど、、、、消消消消費費費費者者者者としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のものというのはのものというのはのものというのはのものというのは、、、、若若若若いいいい人人人人はははは特特特特にこのにこのにこのにこのごろごろごろごろ、、、、家家家家にににに帰帰帰帰ってってってって、、、、紙紙紙紙ををををほほほほどいてどいてどいてどいて、、、、箱箱箱箱ををををほほほほどいてどいてどいてどいて、、、、全部全部全部全部それそれそれそれ折折折折りたたんでりたたんでりたたんでりたたんで、、、、女女女女性性性性はははは分分分分別別別別――女女女女性性性性ででででなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけどなくてもしなくてはいけないんですけど、、、、もうもうもうもう今今今今はきはきはきはきちちちちっとっとっとっと、、、、富山市富山市富山市富山市なんかもなんかもなんかもなんかも分分分分別別別別しなくしなくしなくしなくてはいけないのにてはいけないのにてはいけないのにてはいけないのに、、、、邪邪邪邪魔魔魔魔くさいからくさいからくさいからくさいから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装のものをのものをのものをのものを買買買買いたいっていたいっていたいっていたいって皆皆皆皆消消消消費費費費者者者者はははは思思思思っているとっているとっているとっていると思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、まあまあまあまあ、、、、自分自分自分自分のののの買買買買うものはもうものはもうものはもうものはもちろちろちろちろんいいんですけんいいんですけんいいんですけんいいんですけどどどど、、、、人人人人にあにあにあにあげげげげるものはそうはできなかったりるものはそうはできなかったりるものはそうはできなかったりるものはそうはできなかったり、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺もとってももとってももとってももとっても難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、まあまあまあまあ、、、、消消消消費費費費者者者者としてはとしてはとしてはとしては、、、、簡簡簡簡易易易易包装包装包装包装であれであれであれであればばばばそれがいいというそれがいいというそれがいいというそれがいいという意識意識意識意識がもうがもうがもうがもうほほほほとんどとんどとんどとんどだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授     茶谷茶谷茶谷茶谷さんさんさんさん、、、、今今今今のののの、、、、消消消消費費費費者者者者サイサイサイサイドドドドからのおからのおからのおからのお話話話話にににに対対対対してしてしてして何何何何かかかか。。。。 

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長 
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    とにかくとにかくとにかくとにかくごごごごもっともなんですけれどももっともなんですけれどももっともなんですけれどももっともなんですけれども、、、、おおおお店店店店側側側側からしますとからしますとからしますとからしますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ホウレホウレホウレホウレンンンンソソソソウウウウ、、、、裸裸裸裸でででで置置置置いてありますいてありますいてありますいてありますねねねね、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと冷冷冷冷気気気気をををを当当当当てながらてながらてながらてながら販売販売販売販売しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ナナナナイロンでくるっとまいてイロンでくるっとまいてイロンでくるっとまいてイロンでくるっとまいて陳列陳列陳列陳列棚棚棚棚にににに置置置置いてあるんですいてあるんですいてあるんですいてあるんです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、こういうことがあったんでこういうことがあったんでこういうことがあったんでこういうことがあったんですすすす。。。。包装包装包装包装してなくてしてなくてしてなくてしてなくて、、、、生生生生のままそこにのままそこにのままそこにのままそこに置置置置いてありましたらいてありましたらいてありましたらいてありましたら、、、、それがそれがそれがそれがややややはりはりはりはり買買買買いいいい物物物物かかかかごごごごにににに入入入入れるときにとかれるときにとかれるときにとかれるときにとか、、、、どこかのどこかのどこかのどこかの時時時時点点点点でででで、、、、ホウレホウレホウレホウレンンンンソソソソウウウウのののの葉葉葉葉とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから一一一一番番番番ひひひひどいのがネギどいのがネギどいのがネギどいのがネギなんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、それがそれがそれがそれが通通通通路路路路にににに落落落落ちちちちていてていてていてていて、、、、次次次次のおのおのおのお客客客客様様様様がががが滑滑滑滑ってってってって転転転転ばばばばれてれてれてれて、、、、病病病病院院院院におにおにおにお連連連連れしたとかれしたとかれしたとかれしたとか、、、、そういうそういうそういうそういう安全安全安全安全面面面面もももも包装包装包装包装にはにはにはには 1 つあるんですつあるんですつあるんですつあるんです。。。。だだだだからからからから、、、、ごごごごみのみのみのみの、、、、おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるのるのるのるのはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれどもはよくわかるんですけれども、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のことものことものことものことも、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな多多多多方方方方面面面面のののの問問問問題題題題がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない部部部部分分分分とととと、、、、我我我我々々々々がががが考考考考えずにえずにえずにえずに過剰過剰過剰過剰包装包装包装包装しているしているしているしている部部部部分分分分とととと、、、、このこのこのこの 2 種種種種類類類類がありますがありますがありますがありますものでものでものでもので、、、、またこういうまたこういうまたこういうまたこういう機機機機会会会会がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、1 つつつつ 1 つつつつ分分分分析析析析してしてしてして、、、、過剰過剰過剰過剰包装包装包装包装部部部部分分分分はははは、、、、ほほほほんとうんとうんとうんとうにににに企業企業企業企業としてもとしてもとしてもとしても削減削減削減削減していかなきしていかなきしていかなきしていかなきゃゃゃゃならないとならないとならないとならないと、、、、このようにこのようにこのようにこのように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  そうですそうですそうですそうですねねねね。。。。三神三神三神三神さんのとこでとっておられるようなさんのとこでとっておられるようなさんのとこでとっておられるようなさんのとこでとっておられるような、、、、ああいうアンああいうアンああいうアンああいうアンケケケケートというのはートというのはートというのはートというのは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だだだだとととと思思思思いますいますいますいますねねねね。。。。そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを調調調調べべべべながらながらながらながら、、、、消消消消費費費費者者者者もももも、、、、それからそれからそれからそれから販売販売販売販売、、、、製製製製造造造造関係関係関係関係もももも、、、、ややややはりはりはりはり一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが必必必必要要要要なんではないかなというなんではないかなというなんではないかなというなんではないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方、、、、このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては何何何何かかかかごごごご意見意見意見意見……。。。。ああああ、、、、先先先先生生生生、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 

 安井安井安井安井副副副副学学学学長長長長 

  イイイイオオオオンさんがよくンさんがよくンさんがよくンさんがよく頑張頑張頑張頑張っておられるのはよくっておられるのはよくっておられるのはよくっておられるのはよく知知知知っているんですっているんですっているんですっているんですがががが、、、、京京京京都都都都のののの東東東東山山山山店店店店でうまでうまでうまでうまくくくく有料化有料化有料化有料化できてできてできてできて、、、、ママママイイイイババババッグのッグのッグのッグの持参率持参率持参率持参率がががが 80％％％％をををを超超超超したとしたとしたとしたと。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今はどうなんですかはどうなんですかはどうなんですかはどうなんですか、、、、解解解解釈釈釈釈としてはとしてはとしてはとしては、、、、京京京京都都都都だだだだからできたというからできたというからできたというからできたという解解解解釈釈釈釈なのかなのかなのかなのか、、、、京京京京都都都都はははは、、、、確確確確かにかにかにかに地方地方地方地方ととととしてはしてはしてはしてはかなりかなりかなりかなり意識意識意識意識がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域ではあるんですがではあるんですがではあるんですがではあるんですが、、、、そうなのかそうなのかそうなのかそうなのか、、、、それでもうそれでもうそれでもうそれでもう、、、、これならこれならこれならこれなら全全全全国国国国いけるいけるいけるいけるというというというというごごごご判判判判断断断断にににに向向向向かうのかかうのかかうのかかうのか、、、、そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりですですですです。。。。 

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

 茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長茶谷副店長     東東東東山山山山二二二二条条条条のおのおのおのお店店店店がががが一一一一番番番番先先先先駆駆駆駆者者者者的的的的なおなおなおなお店店店店になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、あとあとあとあと伊伊伊伊勢勢勢勢店店店店とかとかとかとか、、、、仙仙仙仙台台台台ののののほほほほうううう、、、、ほほほほとんどとんどとんどとんど、、、、実施実施実施実施すれすれすれすればばばばもうもうもうもう持参率持参率持参率持参率がががが 80％％％％前後前後前後前後になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ということはということはということはということは、、、、実施実施実施実施してしてしてしてしまえしまえしまえしまえばばばばいいんですけれどもいいんですけれどもいいんですけれどもいいんですけれども、、、、たたたただだだだ、、、、会社会社会社会社としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆様様様様方方方方にきにきにきにきちちちちっとっとっとっとごごごご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだくくくく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、全全全全社的社的社的社的にはにはにはには前前前前向向向向きなんですけれどもきなんですけれどもきなんですけれどもきなんですけれども、、、、全全全全国一国一国一国一斉斉斉斉にイにイにイにイオオオオンがするとかンがするとかンがするとかンがするとか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような動動動動きはきはきはきは、、、、すすすすぐぐぐぐにはにはにはには難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろがありますがありますがありますがあります。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 
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  随随随随分分分分もうもうもうもう時時時時間間間間がががが終終終終わりにわりにわりにわりに来来来来たんですがたんですがたんですがたんですが、、、、いいいいろろろろんなんなんなんな予定予定予定予定していたことがしていたことがしていたことがしていたことが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか時時時時間間間間内内内内でおでおでおでお話話話話ししていたししていたししていたししていただだだだけなくてけなくてけなくてけなくて、、、、大大大大変申変申変申変申しわけないんですがしわけないんですがしわけないんですがしわけないんですが、、、、今今今今、、、、消消消消費費費費者者者者ののののほほほほうのうのうのうの、、、、ググググリリリリーーーーンンンンココココンシンシンシンシュュュューーーーママママーのいーのいーのいーのいろろろろんなんなんなんな、、、、先先先先ほほほほどどどど出出出出ていましたアンていましたアンていましたアンていましたアンケケケケートなどートなどートなどートなど、、、、それからそれからそれからそれから業界業界業界業界のののの井口井口井口井口さんさんさんさん、、、、茶谷茶谷茶谷茶谷さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて、、、、行政行政行政行政としてこれからどういうとしてこれからどういうとしてこれからどういうとしてこれからどういうふふふふうにこのうにこのうにこのうにこの問問問問題題題題にににに対対対対ししししてててて進進進進めていこうとめていこうとめていこうとめていこうと思思思思っておられるのかっておられるのかっておられるのかっておられるのか、、、、簡単簡単簡単簡単におにおにおにお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

 浦浦浦浦田田田田班長班長班長班長 

  行政行政行政行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、1 つはつはつはつは、、、、普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発というのもというのもというのもというのも行政行政行政行政のののの大事大事大事大事なななな役役役役割割割割のののの 1 つつつつじゃじゃじゃじゃないかなというないかなというないかなというないかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。それでそれでそれでそれで、、、、10 月月月月 20日日日日土土土土曜曜曜曜日日日日、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 21日日日日日日日日曜曜曜曜日日日日にににに、、、、富山市富山市富山市富山市のテのテのテのテククククノホノホノホノホールでとールでとールでとールでとややややまままま環境環境環境環境フェアフェアフェアフェア 2007 というのをというのをというのをというのを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止にににに関関関関するするするする普普普普及啓発及啓発及啓発及啓発とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて 3R のののの推進推進推進推進につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても呼呼呼呼びかけをしていきたいなというびかけをしていきたいなというびかけをしていきたいなというびかけをしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  あとあとあとあと、、、、2 つつつつ目目目目といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、先先先先ほほほほどどどどちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました富山県富山県富山県富山県ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル認認認認定制定制定制定制度度度度ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。エエエエココココショップショップショップショップ、、、、あるいはエあるいはエあるいはエあるいはエココココ事業事業事業事業所所所所といったものをといったものをといったものをといったものを県県県県ののののホホホホームームームームペペペペーーーージでもジでもジでもジでも紹介紹介紹介紹介しておりますしておりますしておりますしております。。。。ですからですからですからですから、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには、、、、こういったこういったこういったこういった環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした店店店店舗舗舗舗でででで買買買買いいいい物物物物をしていたをしていたをしていたをしていただだだだくということでくということでくということでくということで、、、、ぜひぜひぜひぜひチチチチェックをしていたェックをしていたェックをしていたェックをしていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど安井安井安井安井先先先先生生生生ののののほほほほうからうからうからうから、、、、自治体自治体自治体自治体がががが主体的主体的主体的主体的にもっとにもっとにもっとにもっと音音音音頭頭頭頭をとってをとってをとってをとってややややるるるるべべべべききききだだだだといといといというこうこうこうことでとでとでとで激激激激励励励励をををを受受受受けたわけでけたわけでけたわけでけたわけでごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、私私私私どものどものどものどものほほほほうもうもうもうも、、、、創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫しながらしながらしながらしながら 3R のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて頑張頑張頑張頑張っていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。時時時時間間間間ががががほほほほとんどないんですがとんどないんですがとんどないんですがとんどないんですが、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの機機機機会会会会ですのでですのでですのでですので、、、、申申申申しわけないですがしわけないですがしわけないですがしわけないですが、、、、おおおお一一一一人人人人だだだだけけけけ、、、、どなたかどなたかどなたかどなたかごごごご質問質問質問質問がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら質問質問質問質問していたしていたしていたしていただだだだきたいんきたいんきたいんきたいんですがですがですがですが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。どなたへのどなたへのどなたへのどなたへの質問質問質問質問かおっしかおっしかおっしかおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけれけれけれければばばば。。。。 

 質問質問質問質問 

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

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、最最最最初初初初におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃったったったった、、、、確確確確かにかにかにかに私私私私、、、、後後後後ででででちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ししようとししようとししようとししようと思思思思ったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややりますとりますとりますとりますと、、、、集集集集まっておまっておまっておまっておられるられるられるられる方方方方はははは大大大大概概概概、、、、日日日日ごろごろごろごろからからからから関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、ここここここここだだだだけでけでけでけで、「、「、「、「ああああああああ、、、、そうそうそうそうだだだだ、、、、そうそうそうそうだだだだ、、、、いいいいいこといこといこといことだだだだ」」」」とととと言言言言ってってってって終終終終わったのではなかなかわったのではなかなかわったのではなかなかわったのではなかなか広広広広がりませんのでがりませんのでがりませんのでがりませんので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、今後今後今後今後周周周周りにりにりにりに、、、、ここでいここでいここでいここでいろろろろいいいいろろろろおおおお話聞話聞話聞話聞いたことなどもいたことなどもいたことなどもいたことなども含含含含めてめてめてめて広広広広げげげげていっていたていっていたていっていたていっていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 

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

  結局結局結局結局はははは、、、、ききききょょょょうううう集集集集まっていたまっていたまっていたまっていただだだだきましたきましたきましたきました製製製製造造造造関係関係関係関係、、、、販売販売販売販売関係関係関係関係、、、、消消消消費費費費者者者者、、、、行政行政行政行政、、、、そしてもそしてもそしてもそしてもちろちろちろちろんんんん皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、一体一体一体一体になってこのになってこのになってこのになってこの 3R というものをというものをというものをというものを進進進進めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか成成成成果果果果はははは上上上上ががががらないらないらないらないだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なんなんなんなんだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ややややはりはりはりはり容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいいことをしたらそれことをしたらそれことをしたらそれことをしたらそれだだだだけのけのけのけの得得得得をするといいますかをするといいますかをするといいますかをするといいますか、、、、メリメリメリメリットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムが私私私私はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。たたたただだだだモモモモラルにラルにラルにラルに訴訴訴訴えてえてえてえて、「、「、「、「環境環境環境環境にいいからにいいからにいいからにいいからこうしましこうしましこうしましこうしましょょょょうううう、、、、ああしましああしましああしましああしましょょょょうううう」」」」ではではではではだだだだめめめめだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。ドドドドイイイイツツツツはははは環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国とととと言言言言われておりまわれておりまわれておりまわれておりますがすがすがすが、、、、あそこもあそこもあそこもあそこもモモモモラルラルラルラルだだだだけけけけだだだだったらったらったらったら絶絶絶絶対対対対うまくいかないとうまくいかないとうまくいかないとうまくいかないと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり環境環境環境環境にいいこにいいこにいいこにいいことをしたらとをしたらとをしたらとをしたら得得得得をするというシステムをするというシステムをするというシステムをするというシステム、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり行政行政行政行政なりなりなりなり政府政府政府政府なりがきなりがきなりがきなりがきちちちちっとっとっとっとややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないことかなといういけないことかなといういけないことかなといういけないことかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、1 つつつつだだだだけけけけ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと準備準備準備準備しましたものをしましたものをしましたものをしましたものを見見見見ていたていたていたていただだだだいていていていて終終終終わりにさせていたわりにさせていたわりにさせていたわりにさせていただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく皆皆皆皆さんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいろろろろんなんなんなんな形形形形でででで見見見見ておられるとておられるとておられるとておられると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、数数数数年年年年前前前前にににに、、、、デデデデンンンンママママークへークへークへークへ調調調調査査査査にににに行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている会社会社会社会社でいたでいたでいたでいただだだだいてきたものですいてきたものですいてきたものですいてきたものです。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの地球地球地球地球というのはというのはというのはというのは子子子子供供供供たたたたちちちちからからからからのののの借借借借りりりり物物物物であるとであるとであるとであると。。。。だだだだからからからから、、、、それをそれをそれをそれを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで、、、、汚汚汚汚したならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにして返返返返しまししまししまししましょょょょうとうとうとうというようなことがいうようなことがいうようなことがいうようなことが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、インインインインディディディディアンのことわアンのことわアンのことわアンのことわざざざざでありますでありますでありますであります。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらっもいらっもいらっもいらっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球をををを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで子子子子孫孫孫孫にににに返返返返していきたいなというしていきたいなというしていきたいなというしていきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、環境環境環境環境はははは悪悪悪悪くならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 これをこれをこれをこれを今日今日今日今日のののの最最最最後後後後といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに長時長時長時長時間間間間あああありがとうりがとうりがとうりがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはにはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに基調基調基調基調講演講演講演講演からからからから長長長長々々々々ととととおつきおつきおつきおつき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方もももも、、、、それからそれからそれからそれから会会会会場場場場のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、どうもどうもどうもどうも長時長時長時長時間間間間ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。これでパネルこれでパネルこれでパネルこれでパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  竹竹竹竹内先内先内先内先生生生生、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、そしてそしてそしてそして安井安井安井安井先先先先生生生生にににに、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり熱心熱心熱心熱心におにおにおにお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの内内内内容容容容につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、後日後日後日後日、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムのォーラムのォーラムのォーラムのホホホホームームームームペペペページでージでージでージで報告書報告書報告書報告書がががが取取取取りまとめられりまとめられりまとめられりまとめられ、、、、掲掲掲掲載載載載されるされるされるされる予定予定予定予定となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。
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またそまたそまたそまたそちちちちらのらのらのらのほほほほうもうもうもうもごごごごらんいたらんいたらんいたらんいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ごごごご参参参参考考考考としていたとしていたとしていたとしていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いにいにいにいに存存存存じじじじますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・富山富山富山富山をををを閉閉閉閉会会会会いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。おおおお忘忘忘忘れもののないようにれもののないようにれもののないようにれもののないように、、、、おおおお気気気気をつけておをつけておをつけておをつけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。 

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

  それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日はどうもあはどうもあはどうもあはどうもありがとうりがとうりがとうりがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 

 

 竹竹竹竹内内内内名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授 

  どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。今今今今、、、、最最最最初初初初におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃったったったった、、、、確確確確かにかにかにかに私私私私、、、、後後後後ででででちちちちょょょょっとおっとおっとおっとお話話話話ししようとししようとししようとししようと思思思思ったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことをややややりますとりますとりますとりますと、、、、集集集集まっておられるまっておられるまっておられるまっておられる方方方方はははは大大大大概概概概、、、、日日日日ごろごろごろごろからからからから関関関関心心心心のあるのあるのあるのある方方方方なんですよなんですよなんですよなんですよねねねね。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、ここここここここだだだだけでけでけでけで、「、「、「、「ああああああああ、、、、そうそうそうそうだだだだ、、、、そうそうそうそうだだだだ、、、、いいいいいこといこといこといことだだだだ」」」」とととと言言言言ってってってって終終終終わったのではなかなかわったのではなかなかわったのではなかなかわったのではなかなか広広広広がりませんのでがりませんのでがりませんのでがりませんので、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、今後今後今後今後周周周周りにりにりにりに、、、、ここでいここでいここでいここでいろろろろいいいいろろろろおおおお話聞話聞話聞話聞いたことなどもいたことなどもいたことなどもいたことなども含含含含めてめてめてめて広広広広げげげげていっていたていっていたていっていたていっていただだだだけれけれけれければばばばというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思ううううわけでありますわけでありますわけでありますわけであります。。。。 

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

  結局結局結局結局はははは、、、、ききききょょょょうううう集集集集まっていたまっていたまっていたまっていただだだだきましたきましたきましたきました製製製製造造造造関係関係関係関係、、、、販売販売販売販売関係関係関係関係、、、、消消消消費費費費者者者者、、、、行政行政行政行政、、、、そしてもそしてもそしてもそしてもちろちろちろちろんんんん皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、一体一体一体一体になってこのになってこのになってこのになってこの 3R というものをというものをというものをというものを進進進進めていかないとめていかないとめていかないとめていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか成成成成果果果果はははは上上上上ががががらないらないらないらないだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なんなんなんなんだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ややややはりはりはりはり容容容容器器器器包装包装包装包装、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくてなくてなくてなくて、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいいことをしたらそれことをしたらそれことをしたらそれことをしたらそれだだだだけのけのけのけの得得得得をするといいますかをするといいますかをするといいますかをするといいますか、、、、メリメリメリメリットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムがットがあるというようなシステムが私私私私はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。たたたただだだだモモモモラルにラルにラルにラルに訴訴訴訴えてえてえてえて、「、「、「、「環境環境環境環境にいいからこうしましにいいからこうしましにいいからこうしましにいいからこうしましょょょょうううう、、、、ああしましああしましああしましああしましょょょょうううう」」」」ではではではではだだだだめめめめだろだろだろだろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。ドドドドイイイイツツツツはははは環境先進国環境先進国環境先進国環境先進国とととと言言言言われておりまわれておりまわれておりまわれておりますがすがすがすが、、、、あそこもあそこもあそこもあそこもモモモモラルラルラルラルだだだだけけけけだだだだったらったらったらったら絶絶絶絶対対対対うまくいかないとうまくいかないとうまくいかないとうまくいかないと思思思思いますいますいますいます。。。。ややややはりはりはりはり環境環境環境環境にいいこにいいこにいいこにいいことをしたらとをしたらとをしたらとをしたら得得得得をするというシステムをするというシステムをするというシステムをするというシステム、、、、これはこれはこれはこれはややややはりはりはりはり行政行政行政行政なりなりなりなり政府政府政府政府なりがきなりがきなりがきなりがきちちちちっとっとっとっとややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないことかなといういけないことかなといういけないことかなといういけないことかなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、1 つつつつだだだだけけけけ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと準備準備準備準備しましたものをしましたものをしましたものをしましたものを見見見見ていたていたていたていただだだだいていていていて終終終終わりにさせていたわりにさせていたわりにさせていたわりにさせていただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく皆皆皆皆さんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいさんどこかでいろろろろんなんなんなんな形形形形でででで見見見見ておられるとておられるとておられるとておられると思思思思いますいますいますいますがががが、、、、数数数数年年年年前前前前にににに、、、、デデデデンンンンママママークへークへークへークへ調調調調査査査査にににに行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、風風風風力発力発力発力発電電電電をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている会社会社会社会社でいたでいたでいたでいただだだだいてきたものですいてきたものですいてきたものですいてきたものです。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるのはいてあるのはいてあるのはいてあるのは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、このこのこのこの地球地球地球地球というのはというのはというのはというのは子子子子供供供供たたたたちちちちからからからからのののの借借借借りりりり物物物物であるとであるとであるとであると。。。。だだだだからからからから、、、、それをそれをそれをそれを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで、、、、汚汚汚汚したならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにしてしたならきれいにして返返返返しまししまししまししましょょょょうとうとうとうというようなことがいうようなことがいうようなことがいうようなことが書書書書いてあるいてあるいてあるいてある、、、、インインインインディディディディアンのことわアンのことわアンのことわアンのことわざざざざでありますでありますでありますであります。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もいらっもいらっもいらっもいらっししししゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球をををを汚汚汚汚さないでさないでさないでさないで子子子子孫孫孫孫にににに返返返返してしてしてしていきたいなといういきたいなといういきたいなといういきたいなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりますりますりますります。。。。そうすれそうすれそうすれそうすればばばば、、、、環境環境環境環境はははは悪悪悪悪くならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかとくならないんではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 これをきこれをきこれをきこれをきょょょょうのうのうのうの最最最最後後後後といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに長時長時長時長時間間間間ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。安井安井安井安井先先先先生生生生にはにはにはにはほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに基調基調基調基調講演講演講演講演からからからから長長長長々々々々ととととおつきおつきおつきおつき合合合合いいたいいたいいたいいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方もももも、、、、それからそれからそれからそれから会会会会場場場場
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のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも、、、、どうもどうもどうもどうも長時長時長時長時間間間間ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。これでパネルこれでパネルこれでパネルこれでパネルディディディディススススカカカカッションをッションをッションをッションを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  竹竹竹竹内先内先内先内先生生生生、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、そしてそしてそしてそして安井安井安井安井先先先先生生生生にににに、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度盛盛盛盛大大大大なななな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたしますますますます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには、、、、長時長時長時長時間間間間にわたりにわたりにわたりにわたり熱心熱心熱心熱心におにおにおにお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。本本本本日日日日のフォーラムののフォーラムののフォーラムののフォーラムの内容内容内容内容につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、後日後日後日後日、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフゼロエミッションフォーラムのォーラムのォーラムのォーラムのホホホホームームームームペペペページでージでージでージで報告書報告書報告書報告書がががが取取取取りまとめられりまとめられりまとめられりまとめられ、、、、掲掲掲掲載載載載されるされるされるされる予定予定予定予定となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。またそまたそまたそまたそちちちちらのらのらのらのほほほほうもうもうもうもごごごごらんいたらんいたらんいたらんいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ごごごご参参参参考考考考としていたとしていたとしていたとしていただだだだけれけれけれければばばば幸幸幸幸いにいにいにいに存存存存じじじじますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてましてましてまして、、、、ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・ゼロエミッションフォーラム・イン・富山富山富山富山をををを閉閉閉閉会会会会いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。おおおお忘忘忘忘れもののないようれもののないようれもののないようれもののないようにににに、、、、おおおお気気気気をつけておをつけておをつけておをつけてお帰帰帰帰りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。 

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

  それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本日日日日はどうもありがとうはどうもありがとうはどうもありがとうはどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 

――    了了了了    ―― 
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国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA 

－－－－    飯田市制施行飯田市制施行飯田市制施行飯田市制施行 70 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業・・・・地球市民地球市民地球市民地球市民のつどいのつどいのつどいのつどい    －－－－ 

「「「「からだはからだはからだはからだは地球地球地球地球（（（（ほしほしほしほし））））からできているからできているからできているからできている」」」」 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 3 月月月月 20日日日日（（（（木木木木））））13:00－－－－16:00 場所場所場所場所    ：：：：    飯田市飯田市飯田市飯田市公公公公民民民民館館館館ホホホホールールールール 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            牧牧牧牧野野野野光光光光朗朗朗朗    氏氏氏氏 飯田市飯田市飯田市飯田市長長長長 

              藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム代代代代表表表表 

 基調提基調提基調提基調提案案案案        「「「「みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ」」」」     －－－－    伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持続可能持続可能持続可能持続可能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ    ――――     坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一  氏氏氏氏            国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム                                     プロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー 

 笛笛笛笛演演演演奏奏奏奏                雲雲雲雲龍龍龍龍    氏氏氏氏 

 記記記記念講演念講演念講演念講演    「「「「からからからからだだだだはははは地球地球地球地球（（（（ほほほほしししし））））からできているからできているからできているからできている」」」」 

              佐佐佐佐治治治治晴夫晴夫晴夫晴夫  氏氏氏氏      鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学大学大学大学長長長長 

 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会     本本本本日日日日はははは、、、、おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中おおおお越越越越しくしくしくしくだだだださいましてさいましてさいましてさいまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これよりこれよりこれよりこれより、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション／／／／飯田市飯田市飯田市飯田市／／／／STELA WINDOW 主催主催主催主催、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッシゼロエミッションョンョンョン IN IIDA」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  さてさてさてさて、、、、もうもうもうもう皆皆皆皆様様様様のおのおのおのお目目目目にもおとまりかとにもおとまりかとにもおとまりかとにもおとまりかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ききききょょょょうのこのステージうのこのステージうのこのステージうのこのステージ、、、、下下下下伊那伊那伊那伊那農農農農業業業業高高高高校校校校のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが育育育育てられたおてられたおてられたおてられたお花花花花、、、、春春春春をををを彩彩彩彩るおるおるおるお花花花花のののの 1 つつつつ、、、、サイネサイネサイネサイネリリリリアがこのステージをアがこのステージをアがこのステージをアがこのステージを彩彩彩彩ってくれておりますってくれておりますってくれておりますってくれております。。。。このサイネこのサイネこのサイネこのサイネリリリリアのアのアのアの花花花花言言言言葉葉葉葉「「「「いつもいつもいつもいつも輝輝輝輝いていていていて」。」。」。」。これからのこれからのこれからのこれからの時時時時間間間間、、、、いつもいつもいつもいつも輝輝輝輝いていていていていていていていてほほほほしいしいしいしい地球地球地球地球についてについてについてについて、、、、皆皆皆皆様様様様とととと感感感感じじじじられたらとられたらとられたらとられたらと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私、、、、司司司司会会会会をををを務務務務めますめますめますめます、、、、市民市民市民市民グループグループグループグループ STELA WINDOW ののののメメメメンンンンババババーーーー、、、、飯田飯田飯田飯田 FM放放放放送送送送のののの美美美美斉斉斉斉津津津津千千千千夏夏夏夏とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 

開会開会開会開会あいさつあいさつあいさつあいさつ 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、主催主催主催主催者者者者でありますでありますでありますであります、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市、、、、牧牧牧牧野野野野光光光光朗朗朗朗市市市市長長長長よりよりよりよりごごごごあいさつあいさつあいさつあいさつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 牧牧牧牧野飯田市野飯田市野飯田市野飯田市長長長長 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市長長長長のののの牧牧牧牧野野野野光光光光朗朗朗朗ででででごごごござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 
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  ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA 開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、地地地地元元元元のののの主催主催主催主催者者者者をををを代代代代表表表表いたしいたしいたしいたしましてましてましてまして、、、、一言一言一言一言ごごごごあいさつをあいさつをあいさつをあいさつを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、年度年度年度年度末末末末のののの大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中にもかかわらにもかかわらにもかかわらにもかかわらずずずず、、、、国際連合国際連合国際連合国際連合大学大学大学大学とのとのとのとの共共共共催催催催によりますこのフォーラムにによりますこのフォーラムにによりますこのフォーラムにによりますこのフォーラムに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、大大大大変変変変ありがありがありがありがとうとうとうとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このゼロエミッションといえこのゼロエミッションといえこのゼロエミッションといえこのゼロエミッションといえばばばば、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、ごごごごみをゼロにしようというみをゼロにしようというみをゼロにしようというみをゼロにしようという考考考考ええええ方方方方ででででごごごござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、1994 年年年年にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学によりましてによりましてによりましてによりまして提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた構想構想構想構想というようにというようにというようにというように聞聞聞聞いいいいておりますておりますておりますております。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題がががが地域地域地域地域、、、、国国国国、、、、そしてそしてそしてそして世界世界世界世界におきましてにおきましてにおきましてにおきまして最最最最もももも重要重要重要重要でででで緊緊緊緊急急急急的的的的なななな課題課題課題課題であであであであるということはるということはるということはるということは既既既既ににににごごごご案案案案内内内内のとおりのとおりのとおりのとおりだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方やややや市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のののの参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだいてこうしたフォーラムがいてこうしたフォーラムがいてこうしたフォーラムがいてこうしたフォーラムが開催開催開催開催されますことはされますことはされますことはされますことは、、、、まさにまさにまさにまさに意意意意義義義義深深深深いことではいことではいことではいことではないかというようにないかというようにないかというようにないかというように思思思思うとこうとこうとこうところろろろででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  最最最最近近近近、、、、よくよくよくよくママママススススココココミでもミでもミでもミでも取取取取りりりり上上上上げげげげられておりますがられておりますがられておりますがられておりますが、、、、このこのこのこの数数数数年年年年のうのうのうのうちちちちにににに地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは深深深深刻刻刻刻なななな国際的国際的国際的国際的なななな社会社会社会社会問問問問題題題題となっているとことなっているとことなっているとことなっているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。7 月月月月にににに日日日日本本本本でででで開催開催開催開催されますされますされますされます洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖ササササミットにおきましてもミットにおきましてもミットにおきましてもミットにおきましても、、、、このこのこのこの地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化がががが主要主要主要主要なテーなテーなテーなテーママママとしてとしてとしてとして取取取取りりりり上上上上げげげげられるわけでありられるわけでありられるわけでありられるわけでありますがますがますがますが、、、、人人人人間間間間がががが地球地球地球地球上上上上でででで安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らしていくためのらしていくためのらしていくためのらしていくための安全保安全保安全保安全保障障障障にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題とととと言言言言ってもってもってもっても過過過過言言言言ではないようなではないようなではないようなではないような状況状況状況状況になってきているようにになってきているようにになってきているようにになってきているように思思思思うわけでありますうわけでありますうわけでありますうわけであります。。。。 

  さてさてさてさて、、、、私私私私どものこのどものこのどものこのどものこの飯田市飯田市飯田市飯田市におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、平平平平成成成成 8 年年年年、、、、今今今今からからからから 12 年年年年ほほほほどどどど前前前前になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、第第第第 4 次次次次基本構想基本基本構想基本基本構想基本基本構想基本計画計画計画計画におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、将来都将来都将来都将来都市市市市像像像像にににに環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、同時同時同時同時にににに、、、、飯田飯田飯田飯田市市市市のののの環境環境環境環境政策政策政策政策のののの指指指指針針針針となりますとなりますとなりますとなります「「「「21 飯田環境飯田環境飯田環境飯田環境プランプランプランプラン」」」」をををを策策策策定定定定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、平平平平成成成成
14 年度年度年度年度にににに第第第第 1 次次次次のののの改改改改訂訂訂訂をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。今今今今年度年度年度年度、、、、第第第第 2 次次次次のののの改改改改訂訂訂訂のののの最最最最終終終終段階段階段階段階となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。このこのこのこの「「「「21 飯田環境飯田環境飯田環境飯田環境プランプランプランプラン」」」」やややや、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市新新新新エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー・省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー地域地域地域地域計画計画計画計画におきましてにおきましてにおきましてにおきましてはははは、、、、90 年年年年対対対対比比比比におきましてにおきましてにおきましてにおきましてママママイナスイナスイナスイナス 10%のののの温温温温室室室室効効効効果果果果ガガガガスススス削減削減削減削減のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげておりますておりますておりますております。。。。ここここのののの目目目目標標標標にににに向向向向かいましてかいましてかいましてかいまして、、、、日日日日々々々々温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止対策対策対策対策にににに地域地域地域地域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみで取取取取りりりり組組組組んできているわけであんできているわけであんできているわけであんできているわけでありますがりますがりますがりますが、、、、目目目目標達標達標達標達成成成成にににに向向向向けまけまけまけましてはましてはましてはましてはまだだだだままままだだだだ課題課題課題課題がががが多多多多いというのがいというのがいというのがいというのが実実実実情情情情でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、ささささらにらにらにらに積極的積極的積極的積極的なななな施施施施策策策策をををを必必必必要要要要としているようにとしているようにとしているようにとしているように思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ちちちちょょょょうどうどうどうど 1 年年年年前前前前、、、、平平平平成成成成 19 年年年年 3 月月月月にはにはにはには、、、、そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をををを決決決決議議議議しししし、、、、地域地域地域地域のののの自自自自然然然然文化文化文化文化にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの営営営営みがみがみがみが両両両両立立立立するようなするようなするようなするような、、、、そんなそんなそんなそんな都都都都市市市市をををを目指目指目指目指すすすすべべべべくくくく、、、、ここここれをれをれをれを文化経済自立文化経済自立文化経済自立文化経済自立都都都都市市市市というというというという将来都将来都将来都将来都市市市市像像像像としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげましてましてましてまして、、、、さらにさらにさらにさらに一一一一層層層層のののの努努努努力力力力にににに励励励励んでいんでいんでいんでいるとこるとこるとこるところろろろでありますでありますでありますであります。。。。 

  本本本本日日日日のフォーラムがのフォーラムがのフォーラムがのフォーラムが皆皆皆皆様様様様方方方方にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして、、、、またまたまたまた私私私私どもどもどもども地域地域地域地域にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして有有有有意意意意義義義義なものになものになものになものになりなりなりなり、、、、まさにゼロエミッションというまさにゼロエミッションというまさにゼロエミッションというまさにゼロエミッションという大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標にににに向向向向けてさけてさけてさけてさらにらにらにらに取取取取りりりり組組組組んでいけるようなんでいけるようなんでいけるようなんでいけるような、、、、そんなそんなそんなそんな契契契契機機機機となれとなれとなれとなればばばばということをということをということをということを祈祈祈祈念念念念いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、主催主催主催主催者者者者のあいさつとさせていたのあいさつとさせていたのあいさつとさせていたのあいさつとさせていただだだだききききますますますます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

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

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸会会会会長長長長よりよりよりよりごごごごあいさつあいさつあいさつあいさつ申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました藤村藤村藤村藤村ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラゼロエミッションフォーラムムムム IN IIDA」」」」のののの開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、一言一言一言一言ごごごごあいさつさせていたあいさつさせていたあいさつさせていたあいさつさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては 70周周周周年記年記年記年記念念念念をおをおをおをお迎迎迎迎えになってえになってえになってえになって、、、、ほほほほんとうにおめでたいんとうにおめでたいんとうにおめでたいんとうにおめでたいことことことことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市様様様様はははは、、、、環境環境環境環境、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域興興興興しのしのしのしの面面面面でででで大大大大変変変変有有有有名名名名ででででごごごござざざざいいいい
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ましてましてましてまして、、、、私私私私もテもテもテもテレレレレビビビビをををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、新新新新聞聞聞聞をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい地域地域地域地域だだだだなというなというなというなというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりましたが、、、、今回今回今回今回初初初初めてめてめてめて訪訪訪訪問問問問することができましてすることができましてすることができましてすることができまして、、、、私私私私もももも田田田田舎舎舎舎育育育育ちちちちではあるんですけどではあるんですけどではあるんですけどではあるんですけど、、、、こんなすこんなすこんなすこんなすばばばばらしいらしいらしいらしい地域地域地域地域があるのがあるのがあるのがあるのだだだだということをということをということをということを実実実実感感感感いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。牧牧牧牧野市野市野市野市長長長長さんのさんのさんのさんの大大大大変変変変すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい指導力指導力指導力指導力、、、、そしてそしてそしてそして市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは行政行政行政行政にににに携携携携わわわわっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方、、、、NGO のののの方方方方、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がこういうがこういうがこういうがこういう成成成成果果果果をををを獲獲獲獲得得得得されてされてされてされているんいるんいるんいるんだだだだなとなとなとなと、、、、そそそそしてしてしてして、、、、これからもますますこれからもますますこれからもますますこれからもますます発展発展発展発展されていくんされていくんされていくんされていくんだだだだなということをなということをなということをなということを実実実実感感感感いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。今回今回今回今回ののののこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムはこのフォーラムは、、、、STELA WINDOW というというというという市民市民市民市民グループのグループのグループのグループの方方方方々々々々ととととごごごご一一一一緒緒緒緒させていたさせていたさせていたさせていただだだだくくくくことができましてことができましてことができましてことができまして、、、、大大大大変変変変ありがたくありがたくありがたくありがたく思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、雨雨雨雨のののの中中中中、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、市市市市長長長長さんにはさんにはさんにはさんには、、、、市議会市議会市議会市議会期期期期間中間中間中間中でででで大大大大変変変変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざごごごごあいさつまでいたあいさつまでいたあいさつまでいたあいさつまでいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演をしていたをしていたをしていたをしていただだだだきますきますきますきます、、、、鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学大学大学大学のののの佐佐佐佐治先治先治先治先生生生生、、、、そしてそしてそしてそして雲雲雲雲龍龍龍龍さんさんさんさん、、、、笛笛笛笛のののの演演演演奏奏奏奏ををををしていたしていたしていたしていただだだだけるわけでけるわけでけるわけでけるわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、大大大大変変変変ありがありがありがありがたいことたいことたいことたいことだだだだとととと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、またまたまたまた、、、、今回今回今回今回このゼロエミッションフォーラムをこのゼロエミッションフォーラムをこのゼロエミッションフォーラムをこのゼロエミッションフォーラムを開催開催開催開催されされされされるにるにるにるに当当当当たってたってたってたって大大大大変努変努変努変努力力力力をしてくをしてくをしてくをしてくだだだださいましたさいましたさいましたさいました市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは NGO のののの関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、そしてそしてそしてそして国連大学国連大学国連大学国連大学のののの関係関係関係関係者者者者のののの方方方方にににに感謝感謝感謝感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。 

  先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、国連国連国連国連がががが 1992 年年年年にににに、、、、リオリオリオリオのののの環境環境環境環境サミットでサミットでサミットでサミットで、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな発発発発展展展展というというというというココココンンンンセセセセプトをプトをプトをプトを打打打打ちちちち出出出出されましてされましてされましてされまして、、、、それをそれをそれをそれを現実現実現実現実のののの問問問問題題題題としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように進進進進めていくめていくめていくめていくかということでかということでかということでかということで、、、、そのそのそのその行行行行動動動動のためののためののためののための基本的基本的基本的基本的ななななココココンンンンセセセセプトとしてプトとしてプトとしてプトとして、、、、94 年年年年にににに国連大学国連大学国連大学国連大学がががが持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会をををを構構構構築築築築するためのアプローするためのアプローするためのアプローするためのアプローチチチチののののココココンンンンセセセセプトとしてゼロエミッションをプトとしてゼロエミッションをプトとしてゼロエミッションをプトとしてゼロエミッションを提提提提示示示示されたされたされたされたわけですわけですわけですわけです。。。。幸幸幸幸いにいにいにいに、、、、社会社会社会社会からのからのからのからの大大大大変変変変なななな支支支支援援援援をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、中央中央中央中央のののの行政行政行政行政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地方自治地方自治地方自治地方自治体体体体、、、、村村村村づくりづくりづくりづくり、、、、町町町町おこしおこしおこしおこし、、、、そしてそしてそしてそして企業企業企業企業のののの生生生生産活動産活動産活動産活動、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動、、、、それからそれからそれからそれから家家家家庭庭庭庭におけるにおけるにおけるにおける生生生生活活活活行行行行動動動動態態態態度度度度、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション的的的的なななな方方方方向向向向でででで進化進化進化進化・・・・普及普及普及普及されていったわけですがされていったわけですがされていったわけですがされていったわけですが、、、、なおなおなおなお一一一一層層層層そそそそれをれをれをれを促進促進促進促進するためにするためにするためにするために、、、、ゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムというゼロエミッションフォーラムという組組組組織織織織がががが国連大学国連大学国連大学国連大学のののの中中中中にできましにできましにできましにできましてててて、、、、以以以以来来来来、、、、活動活動活動活動をををを続続続続けているわけでけているわけでけているわけでけているわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、現現現現時時時時点点点点におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、1 つはつはつはつは、、、、東南東南東南東南アアアアジアジアジアジア、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはヨヨヨヨーロッパもーロッパもーロッパもーロッパも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、諸諸諸諸外外外外国国国国にゼロエミッションのアプローにゼロエミッションのアプローにゼロエミッションのアプローにゼロエミッションのアプローチチチチ、、、、考考考考ええええ方方方方、、、、そしてそのそしてそのそしてそのそしてその進進進進行行行行のののの状態状態状態状態をををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、海海海海外外外外においてゼロエミッションをにおいてゼロエミッションをにおいてゼロエミッションをにおいてゼロエミッションを普及普及普及普及させるというさせるというさせるというさせるという教教教教宣宣宣宣支支支支援援援援運運運運動動動動がががが 1 つつつつ大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。そしてそしてそしてそして、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ややややはりはりはりはり何何何何といいまといいまといいまといいましてもしてもしてもしても、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした地方地方地方地方、、、、地域地域地域地域をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげていくていくていくていく。。。。これはこれはこれはこれは全全全全くくくく新新新新しいしいしいしいココココンンンンセセセセプトのプトのプトのプトのもとでもとでもとでもとで、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明をつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げげげげるということになるわけですがるということになるわけですがるということになるわけですがるということになるわけですが、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを支支支支援援援援していしていしていしていくということがくということがくということがくということが大大大大きなきなきなきな仕仕仕仕事事事事になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、ごごごごみをゼロにするというみをゼロにするというみをゼロにするというみをゼロにするという非常非常非常非常にににに狭狭狭狭義義義義なアプローなアプローなアプローなアプローチチチチとととと思思思思わわわわれているれているれているれている面面面面もあるわけですがもあるわけですがもあるわけですがもあるわけですが、、、、そうではそうではそうではそうではごごごござざざざいませんでいませんでいませんでいませんで、、、、非常非常非常非常にににに広範囲広範囲広範囲広範囲のののの問問問問題題題題をををを取取取取りりりり扱扱扱扱っっっっておりますておりますておりますております。。。。ですからですからですからですから、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるためでをつくるためでをつくるためでをつくるためでごごごござざざざいいいいますのでますのでますのでますので、、、、資源資源資源資源問問問問題題題題、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題、、、、経済経済経済経済問問問問題題題題、、、、それのそれのそれのそれの新新新新しいしいしいしい格格格格好好好好でのでのでのでのババババランスといいますかランスといいますかランスといいますかランスといいますか、、、、有有有有機機機機的的的的なありなありなありなあり方方方方、、、、いわゆるそういうものをいわゆるそういうものをいわゆるそういうものをいわゆるそういうものを目指目指目指目指しているわけでしているわけでしているわけでしているわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうのうのうのうの講演講演講演講演、「、「、「、「からからからからだだだだはははは地球地球地球地球からできているからできているからできているからできている」、」、」、」、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく趣旨趣旨趣旨趣旨としてとしてとしてとして根根根根底底底底はははは全全全全くくくく同同同同じじじじででででごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、母母母母なるこのなるこのなるこのなるこの美美美美しいしいしいしい地球地球地球地球をををを次次次次のののの世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継いでいくいでいくいでいくいでいく、、、、引引引引きききき渡渡渡渡していくしていくしていくしていく、、、、こういうこういうこういうこういうココココンンンンセセセセプトのもとでプトのもとでプトのもとでプトのもとで生生生生産活動産活動産活動産活動もももも生生生生活活動活活動活活動活活動ももももややややっていっていっていっていかなきかなきかなきかなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、そのそのそのその基盤基盤基盤基盤になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明のもとでのもとでのもとでのもとで構築構築構築構築されるであされるであされるであされるであろろろろうううう地域地域地域地域のののの新新新新しいしいしいしい形形形形であであであであろろろろうううう。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、牧牧牧牧野市野市野市野市長長長長さんをさんをさんをさんを中心中心中心中心としてとしてとしてとして、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市はははは大大大大変変変変ななななポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルをををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますしいますしいますしいますし、、、、経経経経験験験験もももも積積積積みみみみ上上上上げげげげてきていらっしてきていらっしてきていらっしてきていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。きのうもきのうもきのうもきのうも、、、、市市市市長長長長さんからさんからさんからさんから歴史歴史歴史歴史的的的的なななな背背背背景景景景もおもおもおもお伺伺伺伺いしていしていしていして、、、、なるなるなるなるほほほほどとどとどとどと思思思思ったわけですがったわけですがったわけですがったわけですが、、、、非常非常非常非常にににに自自自自己己己己開発開発開発開発にににに努努努努められているめられているめられているめられている地域地域地域地域だだだだというというというというふふふふうにもうにもうにもうにも、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的なななな理理理理由由由由があるんがあるんがあるんがあるんだだだだなということをなということをなということをなということを実実実実感感感感いたしいたしいたしいたし
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ましたましたましたました。。。。そのそのそのその辺辺辺辺、、、、環境環境環境環境都都都都市市市市モモモモデデデデルルルル地域地域地域地域としてとしてとしてとして総合総合総合総合 5位位位位でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、10万万万万からからからから 30万万万万ではではではでは 2位位位位とととということでいうことでいうことでいうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはすこれはすこれはすこれはすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私はははは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市ががががぜひぜひぜひぜひ世界世界世界世界一一一一のののの、、、、世界世界世界世界でででで初初初初めてのめてのめてのめての新新新新しいしいしいしいココココンンンンセセセセプトプトプトプト、、、、新新新新しいしいしいしい文文文文明明明明のもとでのもとでのもとでのもとで成成成成りりりり立立立立ったったったった地域地域地域地域、、、、これはこれはこれはこれは飯飯飯飯田市田市田市田市とととと周辺周辺周辺周辺のののの農農農農村村村村、、、、山山山山村村村村、、、、森林森林森林森林をををを含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、自立自立自立自立したしたしたした、、、、生生生生きききき生生生生きとしたきとしたきとしたきとした、、、、雇雇雇雇用用用用がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん創出創出創出創出されたされたされたされた、、、、そういうそういうそういうそういう地域地域地域地域になるになるになるになるポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルル、、、、能力能力能力能力をおをおをおをお持持持持ちちちちのののの地域地域地域地域だだだだというというというというふふふふうにうにうにうに実実実実感感感感しておりますしておりますしておりますしております。。。。 

  私私私私どもとしましてもどもとしましてもどもとしましてもどもとしましても、、、、力力力力はははは強強強強くくくくごごごござざざざいませんいませんいませんいません、、、、微微微微力力力力ではではではではごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方のおのおのおのお役役役役にににに立立立立てるならてるならてるならてるなら大大大大変変変変光光光光栄栄栄栄なことなことなことなことだだだだとととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。今後今後今後今後、、、、私私私私どもをどもをどもをどもを、、、、ぜひぜひぜひぜひ有効有効有効有効におにおにおにお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけれけれけれければばばば、、、、このこのこのこの上上上上ないないないない幸幸幸幸いでいでいでいでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

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

  ここでここでここでここで、、、、このこのこのこの後後後後のののの基調提基調提基調提基調提案案案案のためののためののためののための準備準備準備準備をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきますきますきますきます。。。。いましいましいましいましばばばばらくおらくおらくおらくお待待待待ちちちちくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 （（（（舞舞舞舞台準備台準備台準備台準備）））） 
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基調提案基調提案基調提案基調提案 

 司司司司会会会会     おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、基調提基調提基調提基調提案案案案にににに移移移移りますりますりますります。。。。おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきますのはきますのはきますのはきますのは、、、、国国国国際連合大学際連合大学際連合大学際連合大学ゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアゼロエミッションフォーラムアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー、、、、工工工工学学学学博博博博士士士士、、、、坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一一一一様様様様ですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお迎迎迎迎えくえくえくえくだだだださいさいさいさい。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 坂坂坂坂本本本本アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにこんにこんにこんにちちちちはははは。。。。たたたただだだだいまいまいまいまごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国連国連国連国連大学大学大学大学のののの坂坂坂坂本本本本ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、30 分分分分ばばばばかりかりかりかり、「、「、「、「みどりのみどりのみどりのみどりの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき渡渡渡渡そうそうそうそう－－－－伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化をををを活活活活かしてかしてかしてかして持続可持続可持続可持続可能能能能なななな飯田飯田飯田飯田へへへへ－」－」－」－」ということでおということでおということでおということでお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

  今今今今、、、、市市市市長長長長さんからもさんからもさんからもさんからも、、、、私私私私どものどものどものどもの会会会会長長長長からもからもからもからもごごごご紹介紹介紹介紹介がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、現在現在現在現在のののの地球地球地球地球、、、、社会社会社会社会はははは、、、、このままこのままこのままこのまま存存存存続続続続ができるであができるであができるであができるであろろろろうかどうかということでうかどうかということでうかどうかということでうかどうかということで非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな危危危危機機機機にににに直面直面直面直面しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。いいいいろろろろんなんなんなんな問問問問題題題題があるわけでがあるわけでがあるわけでがあるわけでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、特特特特にににに地球環境地球環境地球環境地球環境悪悪悪悪化化化化のののの問問問問題題題題、、、、これはこれはこれはこれは、、、、ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料過剰過剰過剰過剰使使使使用用用用によるによるによるによる CO2濃濃濃濃度度度度のののの急急急急上上上上昇昇昇昇やややや地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つはつはつはつは、、、、地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、これはこれはこれはこれは大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消消消消費費費費によるによるによるによる地球資源地球資源地球資源地球資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇がががが、、、、そのそのそのその大大大大きいきいきいきい要要要要因因因因ででででああああろろろろうとうとうとうと考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられております。。。。 こういうこういうこういうこういう認識認識認識認識はかなりはかなりはかなりはかなり前前前前からからからから持持持持たれておりましたたれておりましたたれておりましたたれておりました。。。。ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、92 年年年年にはにはにはには、、、、今今今今からからからからちちちちょょょょうどうどうどうど 16 年年年年前前前前ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、地球地球地球地球サミットがサミットがサミットがサミットが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその背背背背景景景景はははは、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、スライスライスライスライドドドド３３３３のののの左左左左側側側側にににに書書書書きましたがきましたがきましたがきましたが、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境悪悪悪悪化化化化のののの問問問問題題題題とととと、、、、資源資源資源資源枯渇枯渇枯渇枯渇がががが限限限限界界界界にきているということにきているということにきているということにきているということ。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、社会経済的社会経済的社会経済的社会経済的なななな要要要要因因因因ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ごごごご承承承承知知知知のようのようのようのようにににに、、、、南北問南北問南北問南北問題題題題やややや世代世代世代世代間間間間のののの問問問問題題題題でででで、、、、対対対対立立立立がががが激激激激化化化化しているしているしているしている。。。。こうしたことこうしたことこうしたことこうしたことをををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、価値観価値観価値観価値観・・・・ライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルをライフスタイルを見見見見直直直直してしてしてして変革変革変革変革しようというしようというしようというしようという 1 つのつのつのつの動動動動きがきがきがきが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。それにそれにそれにそれに対対対対ししししてててて、、、、どのようにどのようにどのようにどのようにややややるかということはるかということはるかということはるかということは、、、、国国国国のののの間間間間におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、国内国内国内国内におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、一方一方一方一方的的的的にににに物物物物のののの考考考考ええええ方方方方をををを押押押押しつけるということではなくてしつけるということではなくてしつけるということではなくてしつけるということではなくて、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが相相相相談談談談しししし合合合合ってってってって、、、、理理理理解解解解しししし合合合合っっっってててて、、、、合合合合意意意意してしてしてして、、、、それでそれでそれでそれで 1 つのつのつのつの政策政策政策政策をつくっていこうをつくっていこうをつくっていこうをつくっていこう、、、、こういうプロこういうプロこういうプロこういうプロセセセセスをスをスをスを考考考考ええええ出出出出したわけしたわけしたわけしたわけででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ここにここにここにここに、、、、行政行政行政行政、、、、市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業のののの連連連連携携携携とととと協働協働協働協働があるがあるがあるがある、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会がこういがこういがこういがこういうステップでできていくであうステップでできていくであうステップでできていくであうステップでできていくであろろろろうううう、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  92 年年年年のののの地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの結論結論結論結論はははは、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 というというというという行行行行動動動動計画計画計画計画のののの形形形形でででで報告報告報告報告されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、
4 つのつのつのつの内容内容内容内容からできておりましてからできておりましてからできておりましてからできておりまして、、、、1 つはつはつはつは、、、、スライスライスライスライドドドド４４４４のののの左左左左上上上上にににに書書書書きましたようにきましたようにきましたようにきましたように、、、、社会的社会的社会的社会的、、、、経済的経済的経済的経済的なななな問問問問題題題題、、、、それとそれとそれとそれと、、、、右右右右側側側側のとこのとこのとこのところろろろにありますにありますにありますにあります、、、、開発資源開発資源開発資源開発資源のののの保護保護保護保護管管管管理理理理のののの問問問問題題題題、、、、それとそれとそれとそれと、、、、だだだだれがそういうれがそういうれがそういうれがそういう役役役役割割割割をををを担担担担うかということでうかということでうかということでうかということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。特特特特にににに赤赤赤赤いいいい字字字字でででで書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、報報報報告書告書告書告書のののの中中中中でででで記載記載記載記載されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、政府政府政府政府とかとかとかとか行政行政行政行政体体体体がががが実施実施実施実施するのはするのはするのはするのは当当当当然然然然ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ここでここでここでここで強調強調強調強調しておりますのはしておりますのはしておりますのはしておりますのは、、、、女女女女性性性性とかとかとかとか、、、、子子子子供供供供とかとかとかとか、、、、青青青青年年年年、、、、NGO、、、、今今今今までまでまでまで社会社会社会社会のののの弱弱弱弱者者者者とととと考考考考えられていたグループがえられていたグループがえられていたグループがえられていたグループが大大大大きなきなきなきな役役役役目目目目をををを担担担担わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけないけないけないけないいいい、、、、そういうことでそういうことでそういうことでそういうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。特特特特にににに、、、、地球地球地球地球のののの人口人口人口人口はははは今今今今六六六六十数十数十数十数億億億億人人人人ごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、先進国先進国先進国先進国はははは 3 分分分分のののの 1、、、、途途途途上上上上国国国国はははは 3 分分分分のののの 2 ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、先進国先進国先進国先進国にににに蓄蓄蓄蓄えられたいえられたいえられたいえられたいろろろろいいいいろろろろなななな資源資源資源資源をををを途途途途上上上上国国国国にににに移転移転移転移転をしてをしてをしてをして、、、、地球地球地球地球全全全全体体体体としてとしてとしてとしてババババランスをとっていこうとランスをとっていこうとランスをとっていこうとランスをとっていこうと、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっとひひひひるがえってるがえってるがえってるがえって、、、、我我我我々々々々のののの日日日日本本本本はどうであったかということをはどうであったかということをはどうであったかということをはどうであったかということを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いいいいますがますがますがますが、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで今今今今江江江江戸戸戸戸期期期期というのがというのがというのがというのが研究研究研究研究のののの対対対対象象象象になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ああああのののの江江江江戸戸戸戸期期期期はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな、、、、あるあるあるある種種種種のそういうのそういうのそういうのそういう社会社会社会社会ができていたんができていたんができていたんができていたんじゃじゃじゃじゃないかというないかというないかというないかという認識認識認識認識ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ももももちろちろちろちろんそのんそのんそのんその当当当当時時時時はははは人口人口人口人口がががが 3,000万万万万人人人人台台台台、、、、平均平均平均平均寿命寿命寿命寿命もももも 40歳歳歳歳とかとかとかとか、、、、50歳歳歳歳にいっにいっにいっにいっ
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ていたかどうかわからないていたかどうかわからないていたかどうかわからないていたかどうかわからない状況状況状況状況、、、、ももももちろちろちろちろんんんん電気電気電気電気製品製品製品製品もないもないもないもない、、、、電電電電車車車車やややや車車車車もももも飛飛飛飛行機行機行機行機もないもないもないもない、、、、高高高高層層層層ビビビビルもなかったルもなかったルもなかったルもなかった。。。。我我我我々々々々はははは江江江江戸戸戸戸期期期期にににに戻戻戻戻ることはできませんけれどもることはできませんけれどもることはできませんけれどもることはできませんけれども、、、、そのそのそのその時時時時代代代代のののの知知知知恵恵恵恵をををを現現現現代代代代にににに生生生生かすことはできようかすことはできようかすことはできようかすことはできよう、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えるえるえるえる人人人人がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん増増増増えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。そこにそこにそこにそこに培培培培われたわれたわれたわれた持続可能持続可能持続可能持続可能なライフスタイルというものをもうなライフスタイルというものをもうなライフスタイルというものをもうなライフスタイルというものをもう一一一一回回回回学学学学びびびび直直直直してしてしてして、、、、今生今生今生今生きるきるきるきる社会社会社会社会にににに活活活活用用用用していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、こういうことがこういうことがこういうことがこういうことが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。 

  例例例例をををを挙挙挙挙げげげげておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこの資料資料資料資料はははは、、、、スライスライスライスライドドドドのののの下下下下にににに書書書書いておりますよういておりますよういておりますよういておりますようにににに、、、、日日日日本本本本青青青青年会年会年会年会議議議議所所所所（（（（ＪＪＪＪＣＣＣＣ））））がががが 95 年年年年というというというという早早早早いいいい時期時期時期時期にまとめにまとめにまとめにまとめ上上上上げげげげたたたた報告書報告書報告書報告書をををを引引引引用用用用しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、非常非常非常非常ににににすすすすばばばばらしいらしいらしいらしいレレレレポポポポートでートでートでートでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、衣衣衣衣類類類類にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、昔昔昔昔はははは天天天天然素然素然素然素材材材材をををを使使使使っていたっていたっていたっていた。。。。それからそれからそれからそれから、、、、縫縫縫縫製製製製もももも非常非常非常非常にににに簡単簡単簡単簡単。。。。そしてそしてそしてそしてリリリリサイクルしサイクルしサイクルしサイクルしややややすいすいすいすい。。。。それをそれをそれをそれを徹底徹底徹底徹底的的的的にににに使使使使うううう。。。。最最最最後後後後ははははおおおおむむむむつつつつだだだだったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。私私私私はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと皆皆皆皆様様様様よりもよりもよりもよりも時時時時代代代代がががが古古古古いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも私私私私がががが育育育育ったったったった子子子子供供供供のののの時時時時代代代代はそういうはそういうはそういうはそういう社会社会社会社会ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それをそれをそれをそれを支支支支えるえるえるえるだだだだけのけのけのけの古古古古着着着着市市市市場場場場、、、、今今今今、、、、別別別別のののの意意意意味味味味でできておりますけれどもでできておりますけれどもでできておりますけれどもでできておりますけれども、、、、このこのこのこの時時時時代代代代にはにはにはには、、、、ちちちちゃゃゃゃんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをんとしたそうしたものをリリリリユユユユーーーースススス、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルするするするする市市市市場場場場がががが整整整整っていたということでありますっていたということでありますっていたということでありますっていたということであります。。。。  現在現在現在現在はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。いいいいろろろろんなんなんなんな素素素素材材材材がががが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。オオオオーダーーダーーダーーダー化化化化してきてしてきてしてきてしてきて、、、、1回着回着回着回着てしまうとてしまうとてしまうとてしまうと、、、、もうそれがもうそれがもうそれがもうそれが使使使使えないスえないスえないスえないスタイルになってしまっているタイルになってしまっているタイルになってしまっているタイルになってしまっている。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる使使使使いいいい捨捨捨捨てのてのてのての衣衣衣衣類類類類、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会になっているといになっているといになっているといになっているということでうことでうことでうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  食食食食にににに関関関関してはいかがでししてはいかがでししてはいかがでししてはいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。これこれこれこれ、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご承承承承知知知知のようにのようにのようにのように、、、、昔昔昔昔はははは自自自自然然然然食食食食品品品品中心中心中心中心だだだだったったったったわけですわけですわけですわけですねねねね、、、、食食食食品品品品内容内容内容内容にににに関関関関してはしてはしてはしては。。。。太陽太陽太陽太陽のもとでのもとでのもとでのもとで育育育育ったったったった植植植植物物物物中心中心中心中心。。。。だだだだからからからから、、、、今今今今のののの言言言言葉葉葉葉でででで言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、健健健健康康康康なななな食食食食品品品品でででで、、、、現代現代現代現代はははは旬旬旬旬のないのないのないのない食食食食物物物物、、、、それはそれはそれはそれは、、、、旬旬旬旬でないときのでないときのでないときのでないときの食食食食べべべべ物物物物をををを食食食食べべべべらららられるということもれるということもれるということもれるということも喜喜喜喜びでしびでしびでしびでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの食食食食のありがたみというのはのありがたみというのはのありがたみというのはのありがたみというのは旬旬旬旬のときにいたのときにいたのときにいたのときにいただだだだくのがくのがくのがくのがほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの食食食食べべべべ物物物物だだだだとととと、、、、私私私私はははは思思思思っているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。それかそれかそれかそれからららら、、、、世界世界世界世界のののの食食食食品品品品がががが入入入入ってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりましたってくるようになりました。。。。最最最最近近近近いいいいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題がががが起起起起きてきてきてきて、、、、顕顕顕顕在化在化在化在化ししししてまいっておりますけれどもてまいっておりますけれどもてまいっておりますけれどもてまいっておりますけれども、、、、これもそのこれもそのこれもそのこれもその一環一環一環一環であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。食食食食べべべべ方方方方はははは、、、、自分自分自分自分でででで調調調調理理理理するするするする、、、、こういうことでこういうことでこういうことでこういうことでごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。現代現代現代現代はははは、、、、加加加加工工工工食食食食品品品品のののの比比比比重重重重がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。内容内容内容内容もももも、、、、粗粗粗粗食食食食、、、、ぜぜぜぜいたくをしないいたくをしないいたくをしないいたくをしない、、、、それからそれからそれからそれから食食食食べべべべ残残残残さないさないさないさない。。。。私私私私もももも、、、、子子子子供供供供のののの時時時時分分分分、、、、母母母母親親親親からからからから厳厳厳厳しくししくししくししくしつけられたことをつけられたことをつけられたことをつけられたことを思思思思いいいい出出出出しておりますしておりますしておりますしております。。。。現在現在現在現在日日日日本本本本はははは、、、、米米米米をををを除除除除いていていていて 70%はははは海海海海外外外外からのからのからのからの食食食食品品品品。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、投投投投入入入入されたされたされたされた食食食食品品品品のののの 3 分分分分のののの 1 はははは残残残残飯飯飯飯廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして出出出出ているているているている。。。。私私私私はははは、、、、こういうこういうこういうこういう機機機機会会会会があるとがあるとがあるとがあると皆皆皆皆様様様様にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろ申申申申しししし上上上上げげげげるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会はははは続続続続かないかないかないかないねねねねとととと。。。。私私私私はそれはそれはそれはそれがががが実実実実感感感感ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに関関関関してはどうでししてはどうでししてはどうでししてはどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。昔昔昔昔はははは、、、、太陽太陽太陽太陽とともにとともにとともにとともに起起起起きてきてきてきて、、、、太陽太陽太陽太陽がががが落落落落ちちちちるとともにるとともにるとともにるとともに生生生生活活活活をををを終終終終えてえてえてえて寝寝寝寝るるるる、、、、こういうこういうこういうこういう生生生生活活活活ででででごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。照明照明照明照明もももも、、、、ろろろろうそくはうそくはうそくはうそくは、、、、そのそのそのその 95%はははは 1 年年年年ないしないしないしないし 2 年年年年前前前前のののの植植植植物性物性物性物性のののの油油油油でででで、、、、化化化化石石石石燃燃燃燃料料料料はははは使使使使っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。暖暖暖暖房房房房もももも、、、、炭炭炭炭ややややたきたきたきたきぎぎぎぎ、、、、自自自自然然然然にににに出出出出るものをるものをるものをるものを使使使使っていたっていたっていたっていた。。。。森林森林森林森林をををを壊壊壊壊さないさないさないさない範囲範囲範囲範囲でででで使使使使っていたわけでっていたわけでっていたわけでっていたわけでごごごござざざざいいいいますますますます。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、ライフスタイルでライフスタイルでライフスタイルでライフスタイルでごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、寒寒寒寒さ・さ・さ・さ・暑暑暑暑さにさにさにさに強強強強かったかったかったかった。。。。現現現現在在在在はははは、、、、豊豊豊豊かになったおかかになったおかかになったおかかになったおかげげげげでででで人人人人間間間間がががが弱弱弱弱くなったくなったくなったくなった。。。。そしてそしてそしてそして、、、、快適快適快適快適だだだだとととと考考考考えるえるえるえる温度温度温度温度幅幅幅幅がががが非常非常非常非常にににに狭狭狭狭くなったくなったくなったくなった。。。。20 度度度度近近近近辺辺辺辺のののの数数数数度度度度におさまってしまっているにおさまってしまっているにおさまってしまっているにおさまってしまっている。。。。だだだだからからからから冷冷冷冷暖暖暖暖房負房負房負房負荷荷荷荷がががが非常非常非常非常にににに増増増増大大大大するするするする、、、、そういうことでありますそういうことでありますそういうことでありますそういうことであります。。。。 動力動力動力動力はどうであったかはどうであったかはどうであったかはどうであったか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人人人人力力力力もありましたけどもありましたけどもありましたけどもありましたけど、、、、中心中心中心中心はははは牛牛牛牛、、、、馬馬馬馬でででで、、、、歩歩歩歩くくくく社会社会社会社会。。。。現在現在現在現在はははは、、、、車車車車、、、、電電電電車車車車、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会にににに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。それからそれからそれからそれから、、、、食食食食物物物物貯貯貯貯蔵蔵蔵蔵。。。。昔昔昔昔はははは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには塩塩塩塩蔵蔵蔵蔵とととと乾燥乾燥乾燥乾燥しかなかったわけですしかなかったわけですしかなかったわけですしかなかったわけです。。。。今今今今はははは冷冷冷冷蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫、、、、冷冷冷冷凍凍凍凍保保保保存存存存。。。。これもこれもこれもこれも非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいことらしいことらしいことらしいことだだだだとととと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、逆逆逆逆にににに言言言言ってってってって、、、、家家家家庭庭庭庭のののの電電電電力消力消力消力消費費費費をををを非常非常非常非常にににに高高高高くしているということでくしているということでくしているということでくしているということですすすす。。。。それからそれからそれからそれから、、、、生生生生活活活活でのでのでのでの娯娯娯娯楽楽楽楽。。。。これはこれはこれはこれは自自自自然然然然のののの生生生生活活活活のののの中中中中でのでのでのでの楽楽楽楽しみしみしみしみ。。。。盆踊盆踊盆踊盆踊りなんていうのがりなんていうのがりなんていうのがりなんていうのが、、、、
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地域地域地域地域全全全全体体体体がががが集集集集まってまってまってまって、、、、年年年年のののの最大最大最大最大のののの行行行行事事事事だだだだったったったった。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市ではではではでは、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、非常非常非常非常にににに美美美美風風風風といいといいといいといいますかますかますかますか、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい伝統伝統伝統伝統がががが残残残残っているっているっているっている、、、、またまたまたまた非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んになっているということをんになっているということをんになっているということをんになっているということを聞聞聞聞いていていていて、、、、私私私私はうれしいことはうれしいことはうれしいことはうれしいことだだだだとととと思思思思っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、我我我我々々々々のののの生生生生活活活活がががが非常非常非常非常にににに変変変変わってしまったわってしまったわってしまったわってしまった。。。。 社会社会社会社会全全全全体体体体をををを江江江江戸戸戸戸期期期期とととと現代現代現代現代とをとをとをとを比比比比べべべべてみますとてみますとてみますとてみますと、、、、江江江江戸戸戸戸期期期期はははは、、、、国国国国はははは閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。藩藩藩藩もももも、、、、地域地域地域地域のののの基本基本基本基本単単単単位位位位であったわけですけれどもであったわけですけれどもであったわけですけれどもであったわけですけれども、、、、藩藩藩藩のののの間間間間のののの交交交交流流流流というのもというのもというのもというのも、、、、かなりかなりかなりかなり制限制限制限制限さささされていたれていたれていたれていた。。。。一一一一口口口口でででで言言言言うとうとうとうと、、、、定常定常定常定常型型型型のののの政策政策政策政策をををを江江江江戸戸戸戸幕幕幕幕府府府府がとっていたというがとっていたというがとっていたというがとっていたというふふふふうにうにうにうに考考考考えていいえていいえていいえていいんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、大大大大井川井川井川井川にににに橋橋橋橋がかかっていなかったというのはがかかっていなかったというのはがかかっていなかったというのはがかかっていなかったというのは有有有有名名名名なななな事実事実事実事実ででででごごごござざざざいますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、最最最最近近近近、、、、JC のののの本本本本なんかをなんかをなんかをなんかを見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと、、、、多多多多くのくのくのくの川川川川にににに橋橋橋橋がががが制限制限制限制限されていたされていたされていたされていた。。。。それはそれはそれはそれは、、、、軍軍軍軍事的事的事的事的なななな要要要要因因因因だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、公公公公共共共共投投投投資資資資をををを抑抑抑抑えるえるえるえる手法手法手法手法にににに使使使使われていたわれていたわれていたわれていた、、、、こういうこういうこういうこういう見見見見方方方方がされていますがされていますがされていますがされています。。。。既既既既存存存存のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを使使使使っていたっていたっていたっていたということでということでということでということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。現在現在現在現在ははははいかがかいかがかいかがかいかがか。。。。これはこれはこれはこれは発展重発展重発展重発展重視視視視のののの政策政策政策政策ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。自自自自由由由由市市市市場場場場でのでのでのでの競競競競争争争争、、、、世界世界世界世界のののの自自自自由由由由貿貿貿貿易易易易、、、、効率重効率重効率重効率重視視視視。。。。それとそれとそれとそれと、、、、生生生生産産産産拠拠拠拠点点点点のののの世界的世界的世界的世界的なななな再再再再編成編成編成編成がががが行行行行われてわれてわれてわれているいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで言言言言うとうとうとうと、、、、個個個個人人人人のニーズをのニーズをのニーズをのニーズをベベベベースにースにースにースに成成成成りりりり立立立立っているということっているということっているということっているということだだだだろろろろうとうとうとうと思思思思いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在のこのようなライフスタイルがのこのようなライフスタイルがのこのようなライフスタイルがのこのようなライフスタイルが永永永永久久久久にににに続続続続くということはくということはくということはくということは非常非常非常非常にににに難難難難ししししくなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。現在現在現在現在、、、、江江江江戸戸戸戸期期期期のライフスタイルをもうのライフスタイルをもうのライフスタイルをもうのライフスタイルをもう一一一一回見回見回見回見直直直直しししし、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共共共共生生生生をもをもをもをもっとっとっとっと考考考考えようというえようというえようというえようという活動活動活動活動がががが広広広広がってきていますがってきていますがってきていますがってきています。。。。それとそれとそれとそれと、「、「、「、「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」のののの心心心心というのはというのはというのはというのは
JC のののの資料資料資料資料のののの中中中中でででで非常非常非常非常にににに強調強調強調強調されているわけですがされているわけですがされているわけですがされているわけですが、、、、最最最最近近近近またワンまたワンまたワンまたワンガガガガリリリリ・・・・ママママータイさんがータイさんがータイさんがータイさんが日日日日本本本本のののの「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というスというスというスというスピピピピリリリリッッッッツツツツをををを非常非常非常非常にににに評価評価評価評価されてされてされてされて世界世界世界世界にににに喧喧喧喧伝伝伝伝されたされたされたされた結結結結果果果果、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方がががが世界的世界的世界的世界的なななな１１１１つのつのつのつの潮潮潮潮流流流流にもなってきましたにもなってきましたにもなってきましたにもなってきました。。。。現在現在現在現在のののの社会社会社会社会のありのありのありのあり方方方方からもからもからもからも、、、、ライフスライフスライフスライフスタイルをタイルをタイルをタイルを変革変革変革変革しししし、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで個個個個人人人人のニーズをのニーズをのニーズをのニーズを制限制限制限制限したしたしたした、、、、自自自自然然然然とととと調和調和調和調和するするするする生生生生活活活活ということへということへということへということへ動動動動きがきがきがきが始始始始まったのではないかとまったのではないかとまったのではないかとまったのではないかと、、、、私私私私はそのようにはそのようにはそのようにはそのように考考考考えているわけでありますえているわけでありますえているわけでありますえているわけであります。。。。 ここでここでここでここで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと物物物物のののの見見見見方方方方をををを考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。日日日日本本本本人人人人はははは、、、、あるあるあるある意意意意味味味味でででで、、、、日日日日本本本本ががががすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい国国国国であるということのであるということのであるということのであるということの認識認識認識認識がまがまがまがまだだだだ少少少少ないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと、、、、私私私私はははは思思思思うわけでありうわけでありうわけでありうわけでありますますますます。。。。だだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ききききちちちちっとっとっとっと見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、日日日日本発本発本発本発のののの思思思思想想想想、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるためをつくるためをつくるためをつくるためのののの日日日日本発本発本発本発のののの思思思思想想想想というのがというのがというのがというのが多多多多くくくく発発発発信信信信されているとされているとされているとされていると感感感感じじじじるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 スライスライスライスライドドドド１０１０１０１０のののの一一一一番番番番上上上上にににに書書書書きましたのはきましたのはきましたのはきましたのは、、、、社会社会社会社会・・・・経済経済経済経済・・・・環境環境環境環境面面面面からからからから見見見見たたたた指導指導指導指導原理原理原理原理、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能性性性性というというというというココココンンンンセセセセプトプトプトプト。。。。それとそれとそれとそれと、、、、2番番番番目目目目はははは、、、、そういうそういうそういうそういう社会社会社会社会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな環環環環境学境学境学境学習習習習、、、、教育教育教育教育、、、、行行行行動動動動をををを記記記記述述述述していますしていますしていますしています。。。。地球地球地球地球のののの秘秘秘秘密密密密であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、キキキキッズッズッズッズ ISO であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、いいいいろろろろんなことがんなことがんなことがんなことが出出出出てきておりますてきておりますてきておりますてきております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、3番番番番目目目目にににに、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性をををを目指目指目指目指すすすす環境環境環境環境・・・・資源資源資源資源面面面面のののの政策政策政策政策。。。。具具具具体的体的体的体的なななな政策政策政策政策としてとしてとしてとして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション、、、、エエエエココココタタタタウウウウンンンン、、、、3R といといといというものがうものがうものがうものが世界世界世界世界にににに多多多多くくくく発発発発信信信信されているというされているというされているというされているという状況状況状況状況であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。 一一一一番番番番最最最最初初初初のののの、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性ののののココココンンンンセセセセプトでプトでプトでプトでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは日日日日本本本本政府政府政府政府がががが環境環境環境環境とととと発展発展発展発展というというというという問問問問題題題題にににに関関関関してしてしてして国連国連国連国連でででで討討討討議議議議をするようにをするようにをするようにをするように提提提提案案案案されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。それをそれをそれをそれを国連国連国連国連がががが受受受受けけけけ入入入入れましてれましてれましてれまして、、、、1984 年年年年からからからから 87 年年年年までまでまでまで、、、、国連国連国連国連がそのがそのがそのがその研究研究研究研究機機機機関関関関をををを設設設設置置置置してしてしてして実施実施実施実施したしたしたした計画計画計画計画でありまでありまでありまでありますすすす。。。。いわいわいわいわばばばば日日日日本本本本がががが提唱提唱提唱提唱してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを国連国連国連国連がががが了了了了解解解解をしてこれををしてこれををしてこれををしてこれを始始始始めためためためた。。。。このこのこのこの機機機機関関関関はははは、、、、環境環境環境環境とととと開発開発開発開発のためののためののためののための委員委員委員委員会会会会とととと言言言言われておりますがわれておりますがわれておりますがわれておりますが、、、、そのそのそのその委員委員委員委員長長長長、、、、委員委員委員委員長長長長にににに就就就就任任任任されたときはまされたときはまされたときはまされたときはまだだだだそうそうそうそうじゃじゃじゃじゃなかったのですがなかったのですがなかったのですがなかったのですが、、、、後後後後ににににノノノノルルルルウウウウェーのェーのェーのェーの首首首首相相相相になられたになられたになられたになられた、、、、女女女女性性性性のブルントラントのブルントラントのブルントラントのブルントラント委委委委員員員員長長長長のののの名前名前名前名前をとってブルントラントをとってブルントラントをとってブルントラントをとってブルントラント委員委員委員委員会会会会とととと言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。このこのこのこの中中中中でででで初初初初めてめてめてめて持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性、、、、サステナサステナサステナサステナビビビビリリリリテテテティィィィーというーというーというーというココココンンンンセセセセプトがここでプトがここでプトがここでプトがここで発発発発表表表表されたわけでありますされたわけでありますされたわけでありますされたわけであります。。。。このこのこのこの委員委員委員委員会会会会はははは、、、、政府政府政府政府のののの委員委員委員委員会会会会じゃじゃじゃじゃありませんありませんありませんありません。。。。国連国連国連国連がががが世界世界世界世界のののの識者識者識者識者とととと思思思思われるわれるわれるわれる方方方方をををを個個個個人人人人的的的的にににに招招招招集集集集したしたしたした
20人人人人ばばばばかりのかりのかりのかりの委員委員委員委員会会会会でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、そこでそこでそこでそこで討討討討議議議議をしたをしたをしたをした。。。。このこのこのこの成成成成果物果物果物果物はははは 87 年年年年にににに「「「「我我我我らららら共通共通共通共通のののの未未未未来来来来」」」」としてとしてとしてとして発発発発表表表表されているわけですがされているわけですがされているわけですがされているわけですが、、、、日日日日本本本本からはからはからはからは、、、、元元元元外務外務外務外務大大大大臣臣臣臣であったであったであったであった大大大大来来来来多多多多先先先先生生生生がががが出出出出られたられたられたられた。。。。大大大大来来来来多多多多先先先先生生生生はははは、、、、このこのこのこの委員委員委員委員会会会会でサステナでサステナでサステナでサステナビビビビリリリリテテテティィィィーというーというーというーという概概概概念念念念をををを出出出出すのにすのにすのにすのに非常非常非常非常にににに
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大大大大きいきいきいきい貢献貢献貢献貢献をなされたというをなされたというをなされたというをなされたというふふふふうにうにうにうに私私私私はおはおはおはお聞聞聞聞きしておりますきしておりますきしておりますきしております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、こういうこういうこういうこういう社会社会社会社会をつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためにはをつくっていくためには、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育というのはというのはというのはというのは必須必須必須必須のののの要要要要件件件件ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんごごごご承承承承知知知知でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。実実実実はははは、「、「、「、「地球地球地球地球のののの秘秘秘秘密密密密」」」」というというというという作作作作品品品品があるわけですががあるわけですががあるわけですががあるわけですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、1991 年年年年にににに、、、、島島島島根根根根県県県県のあるのあるのあるのある小小小小学学学学校校校校のののの 6 年年年年生生生生だだだだったったったった坪坪坪坪田田田田愛愛愛愛華華華華さんというおさんというおさんというおさんというお嬢嬢嬢嬢さんがさんがさんがさんが、、、、学学学学校校校校からからからから宿宿宿宿題題題題をををを出出出出されたわけですされたわけですされたわけですされたわけです。。。。それをそれをそれをそれを、、、、2カカカカ月月月月かけてかけてかけてかけて作作作作品品品品をつくってをつくってをつくってをつくって提提提提出出出出したしたしたした。。。。そのそのそのその翌翌翌翌日日日日、、、、突突突突然然然然ののののごごごご病病病病気気気気でででで亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた。。。。ごごごご両両両両親親親親がががが、、、、50 部部部部だだだだとととと言言言言っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ガガガガリリリリ版版版版にしてにしてにしてにしてそれをそれをそれをそれを学学学学校校校校にににに届届届届けたけたけたけた。。。。そのそのそのその内容内容内容内容がががが非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいんですらしいんですらしいんですらしいんです。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「地球地球地球地球のののの秘秘秘秘密密密密」」」」というというというという格格格格好好好好でででで、、、、こういうこういうこういうこういう書書書書籍籍籍籍がががが発発発発行行行行されておりますされておりますされておりますされております。。。。そのそのそのその後後後後、、、、このこのこのこの内容内容内容内容はははは、、、、子子子子供供供供のののの書書書書いたものといたものといたものといたものとはははは思思思思われないわれないわれないわれないほほほほどのどのどのどの内容内容内容内容なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、10 カカカカ国国国国でででで翻翻翻翻訳訳訳訳されてされてされてされて、、、、出出出出版版版版されておりますされておりますされておりますされております。。。。このこのこのこの本本本本はははは、、、、実実実実はははは漫漫漫漫画画画画スタイルでかいてあるんですけれどもスタイルでかいてあるんですけれどもスタイルでかいてあるんですけれどもスタイルでかいてあるんですけれども、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご承承承承知知知知だだだだとととと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、、、、日日日日本本本本のののの子子子子供供供供がこれがこれがこれがこれだだだだけのけのけのけの貢献貢献貢献貢献をしているということでありますをしているということでありますをしているということでありますをしているということであります。。。。国連環境国連環境国連環境国連環境計画計画計画計画もももも、、、、UNEP 

Global 500賞賞賞賞としてとしてとしてとして 1993 年年年年にににに表表表表彰彰彰彰されておりますされておりますされておりますされております。。。。坪坪坪坪田田田田愛愛愛愛華華華華さんのさんのさんのさんの業業業業績績績績をしのんでをしのんでをしのんでをしのんで、、、、地球地球地球地球環境環境環境環境平平平平和和和和財財財財団団団団がががが創創創創設設設設されましてされましてされましてされまして、、、、現在現在現在現在もももも、、、、愛愛愛愛華華華華さんさんさんさんのののの著著著著作作作作にににに示示示示されたおされたおされたおされたお考考考考えををえををえををえをを世界世界世界世界にににに広広広広げげげげるるるる普及活動普及活動普及活動普及活動をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、ここでここでここでここでごごごご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げげげげるのはるのはるのはるのは、、、、国際国際国際国際芸芸芸芸術協力術協力術協力術協力機機機機構構構構というというというという団体団体団体団体のののの河河河河邉邉邉邉先先先先生生生生がががが始始始始めめめめられたられたられたられたキキキキッズッズッズッズ ISO というプログラムでありますというプログラムでありますというプログラムでありますというプログラムであります。。。。河河河河邉邉邉邉先先先先生生生生はははは筑筑筑筑波波波波大学大学大学大学のののの物理物理物理物理のののの先先先先生生生生でいらでいらでいらでいらっしっしっしっしゃゃゃゃったんですがったんですがったんですがったんですが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学高高高高等研究等研究等研究等研究所所所所のののの客客客客員員員員教授教授教授教授をををを兼任兼任兼任兼任されていましたされていましたされていましたされていました。。。。先先先先生生生生がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろ環境研究環境研究環境研究環境研究をををを進進進進めていくめていくめていくめていく中中中中でででで、、、、夢夢夢夢やややや希希希希望望望望をををを次世代次世代次世代次世代をををを子子子子どもにどもにどもにどもに託託託託したいしたいしたいしたい。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、子子子子どもどもどもども用用用用にににに ISO14001 をををを書書書書きかえられたわけですきかえられたわけですきかえられたわけですきかえられたわけです。。。。これはこれはこれはこれは大大大大変変変変なななな評価評価評価評価をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、スイススイススイススイスにあるにあるにあるにあるＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの本本本本部部部部がががが、、、、ＩＳＩＳＩＳＩＳＯＯＯＯのののの国際国際国際国際標標標標準準準準としてとしてとしてとして 2003 年年年年にににに認認認認証証証証をををを与与与与えましたえましたえましたえました。。。。日日日日本発本発本発本発のこのこのこのこういうういうういうういうココココンンンンセセセセプトなりプトなりプトなりプトなり指指指指標標標標がががが国際国際国際国際評価評価評価評価のののの基基基基準準準準になったというのはになったというのはになったというのはになったというのは、、、、私私私私ははははほほほほかにかにかにかに聞聞聞聞かないんかないんかないんかないんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これがこれがこれがこれが各国各国各国各国でもでもでもでも高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けてけてけてけて広広広広まりつつありますまりつつありますまりつつありますまりつつあります。。。。 もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのゼロエミッションフォーラムのメメメメンンンンババババーにもなっていたーにもなっていたーにもなっていたーにもなっていただだだだいておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、岡岡岡岡田田田田さんというさんというさんというさんという方方方方がががが始始始始めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるるるるＧＧＧＧＳＡＳＡＳＡＳＡ、、、、Global Sports Alliance（（（（グローグローグローグローババババル・スル・スル・スル・スポポポポーーーーツツツツ・アライアンス・アライアンス・アライアンス・アライアンス））））というというというというＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツをををを通通通通してしてしてして環境活動環境活動環境活動環境活動をををを実実実実践践践践していますしていますしていますしています。。。。岡岡岡岡田田田田さんはさんはさんはさんは、、、、すすすすべべべべてのてのてのての活動活動活動活動はははは、、、、それをそれをそれをそれを具具具具体体体体的的的的にににに推進推進推進推進されるされるされるされる方方方方々々々々のののの人人人人数数数数でででで決決決決まるとまるとまるとまると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。ススススポポポポーーーーツツツツのののの場場場場合合合合、、、、 （（（（ススススポポポポーーーーツツツツををををややややるるるる人人人人数数数数））））××××（（（（そのそのそのその意識意識意識意識をををを持持持持つつつつ人人人人のののの割割割割合合合合））））××××（（（（実際実際実際実際にににに行行行行動動動動するするするする人人人人のののの割割割割合合合合））））    になりますになりますになりますになります。。。。世界世界世界世界でスでスでスでスポポポポーーーーツツツツをするをするをするをする人人人人はははは 10 億億億億人人人人、、、、もっといるでしもっといるでしもっといるでしもっといるでしょょょょうかうかうかうか、、、、一一一一応応応応 10 億億億億人人人人ととととしますしますしますします。。。。今今今今、、、、北京北京北京北京ででででちちちちょょょょっとっとっとっと問問問問題題題題になりつつありますけれどもになりつつありますけれどもになりつつありますけれどもになりつつありますけれども、、、、ススススポポポポーーーーツツツツはいいはいいはいいはいい環境環境環境環境のものものものもとでしたいととでしたいととでしたいととでしたいと思思思思うわけですうわけですうわけですうわけです。。。。だだだだからからからから、、、、１００１００１００１００％％％％。。。。実際実際実際実際にににに行行行行動動動動するするするする人人人人はははは１０１０１０１０％％％％とととと仮仮仮仮定定定定しますしますしますします。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、このこのこのこの運運運運動動動動にはにはにはには 1 億億億億人人人人がががが参加参加参加参加することになるすることになるすることになるすることになる。。。。岡岡岡岡田田田田さんはさんはさんはさんは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした運運運運動動動動をををを進進進進めていらっしめていらっしめていらっしめていらっしゃゃゃゃるるるる。。。。これもこれもこれもこれも、、、、国際国際国際国際オリオリオリオリンンンンピピピピックックックック委員委員委員委員会会会会（（（（IOC））））、、、、国連環境国連環境国連環境国連環境計画計画計画計画（（（（UNEP））））もももも賛賛賛賛同同同同、、、、北京北京北京北京でもこれがでもこれがでもこれがでもこれが取取取取りりりり上上上上げげげげられているられているられているられている。。。。このこのこのこの Global Sports Alliance のののの世界世界世界世界におけるブにおけるブにおけるブにおけるブランランランランチチチチがががが、、、、もうもうもうもう 30 をををを超超超超えたんえたんえたんえたんじゃじゃじゃじゃないでしないでしないでしないでしょょょょうかうかうかうか。。。。これもこれもこれもこれも日日日日本発本発本発本発のののの 1 つのつのつのつの成成成成果果果果だだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ユユユユネスネスネスネスココココ日日日日本本本本、、、、文文文文部部部部科学科学科学科学省省省省、、、、東京東京東京東京学学学学芸芸芸芸大学大学大学大学がががが一一一一緒緒緒緒ににににややややったアジア・ったアジア・ったアジア・ったアジア・太太太太平洋平洋平洋平洋地地地地区区区区でのでのでのでの環境環境環境環境教育教育教育教育でありますでありますでありますであります。。。。これにこれにこれにこれに、、、、各国各国各国各国のののの政府政府政府政府のののの方方方方々々々々、、、、教育者教育者教育者教育者のののの方方方方々々々々、、、、NPO のののの方方方方々々々々がががが参加参加参加参加されましたされましたされましたされました。。。。そこでそこでそこでそこで参加参加参加参加者者者者とおとおとおとお話話話話ししたのですがししたのですがししたのですがししたのですが、、、、例例例例ええええばばばば、「、「、「、「おしんおしんおしんおしん」」」」のことはのことはのことはのことは、、、、特特特特にににに途途途途上上上上国国国国のののの方方方方はよくはよくはよくはよく知知知知っておられましたっておられましたっておられましたっておられました。。。。ももももうううう百百百百年年年年もももも前前前前だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、あのあのあのあの貧貧貧貧しかったしかったしかったしかった日日日日本本本本のののの中中中中でででで、、、、家家家家族族族族のののの中中中中でででで、、、、親親親親とととと子子子子のののの心心心心のののの交交交交流流流流があったということをみんなががあったということをみんなががあったということをみんなががあったということをみんなが評価評価評価評価されるされるされるされる。。。。子子子子どもどもどもどものおしんがのおしんがのおしんがのおしんが、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命にににに家家家家族族族族のためにのためにのためにのために働働働働いたいたいたいた姿姿姿姿というのがというのがというのがというのが皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの胸胸胸胸をををを打打打打つんつんつんつんだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。 ここにここにここにここに書書書書きましたのはインきましたのはインきましたのはインきましたのはインドドドドのののの事事事事例例例例でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、Pande 先先先先生生生生ががががややややはりはりはりはり非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受
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けたとけたとけたとけたと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。彼彼彼彼ががががややややっておりますことはっておりますことはっておりますことはっておりますことは、、、、これはインこれはインこれはインこれはインドドドドのののの山山山山間間間間地地地地帯帯帯帯でのでのでのでの行行行行動動動動でででですがすがすがすが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな山山山山林林林林業業業業ををををややややるためにるためにるためにるために、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを通通通通してしてしてして考考考考ええええ方方方方やややや技術技術技術技術をををを広広広広げげげげるということるということるということるということなんですなんですなんですなんです。。。。学学学学校校校校でででで先先先先生生生生方方方方やややや NPO がががが子子子子どもにどもにどもにどもに教教教教えるえるえるえる。。。。子子子子どもがどもがどもがどもが家家家家ででででごごごご両両両両親親親親にににに教教教教えるえるえるえる。。。。わからわからわからわからないことはまたないことはまたないことはまたないことはまた子子子子どもがどもがどもがどもが学学学学校校校校にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって、、、、先先先先生生生生、、、、NPO からからからから聞聞聞聞いていくいていくいていくいていく。。。。地域地域地域地域をこういうをこういうをこういうをこういう形形形形でででで持続持続持続持続させていこうということでありますさせていこうということでありますさせていこうということでありますさせていこうということであります。。。。私私私私はははは、、、、環境学環境学環境学環境学習習習習はははは大大大大人人人人とととと子子子子どものどものどものどもの共通共通共通共通のののの会会会会話話話話ができるができるができるができる場場場場だだだだとととと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市のようにのようにのようにのように、、、、こういうこういうこういうこういう環境環境環境環境教育教育教育教育というものをというものをというものをというものを非非非非常常常常にににに推進推進推進推進されているされているされているされている地域地域地域地域がすがすがすがすばばばばらしいなとらしいなとらしいなとらしいなと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 ゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのはゼロエミッションというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長からもからもからもからもごごごご紹介紹介紹介紹介ありましたようにありましたようにありましたようにありましたように、、、、持続可持続可持続可持続可能能能能なななな社会社会社会社会をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための 1 つのつのつのつの具具具具体的体的体的体的なななな手法手法手法手法としてとしてとしてとして提提提提案案案案いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。内容内容内容内容はははは、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介のあったとおりでのあったとおりでのあったとおりでのあったとおりでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれはははは、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに日日日日本本本本でででで広広広広がりましたがりましたがりましたがりました。。。。そのそのそのその要要要要因因因因をををを考考考考えてみますとえてみますとえてみますとえてみますと、、、、いいいいろろろろんなことがあるとんなことがあるとんなことがあるとんなことがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私はははは、、、、日日日日本本本本人人人人のののの心心心心のののの中中中中ににににややややはりはりはりはり自自自自然然然然とととと共共共共生生生生してきたというしてきたというしてきたというしてきたという遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子をををを引引引引きききき継継継継いでいるんいでいるんいでいるんいでいるんだだだだとととと思思思思うわけでありますうわけでありますうわけでありますうわけであります。。。。それにそれにそれにそれに火火火火をつけをつけをつけをつけたとたとたとたと、、、、このようにこのようにこのようにこのように感感感感じじじじておりますておりますておりますております。。。。 それとそれとそれとそれと、、、、ココココンンンンセセセセプトがプトがプトがプトが、、、、ゼロエミッションということはゼロエミッションということはゼロエミッションということはゼロエミッションということは、、、、物理物理物理物理学的学的学的学的にににに言言言言ええええばばばばありありありあり得得得得ないないないないことをあえてことをあえてことをあえてことをあえて打打打打ちちちち出出出出したしたしたした、、、、そのそのそのその言言言言葉葉葉葉のののの新新新新鮮鮮鮮鮮さとさとさとさと反反反反常常常常識識識識的提唱的提唱的提唱的提唱がががが皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに受受受受けけけけ入入入入れられたれられたれられたれられた 1つのつのつのつの要要要要因因因因であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれからココココンンンンセセセセプトのプトのプトのプトの柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性ですですですです、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、具具具具体的体的体的体的なななな実施実施実施実施方方方方法法法法やややや内容内容内容内容はははは当当当当事事事事者者者者のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお任任任任せせせせしたということであしたということであしたということであしたということであろろろろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。人人人人間間間間とととというのはおかしなものでいうのはおかしなものでいうのはおかしなものでいうのはおかしなもので、、、、人人人人からからからから押押押押しつけられたらなかなかしつけられたらなかなかしつけられたらなかなかしつけられたらなかなかややややらないんですけれどもらないんですけれどもらないんですけれどもらないんですけれども、、、、自自自自分分分分がががが発想発想発想発想するとするとするとすると、、、、それはそれはそれはそれは積極的積極的積極的積極的にににに進進進進められるめられるめられるめられる。。。。ゼロエミッションはこうしたとこゼロエミッションはこうしたとこゼロエミッションはこうしたとこゼロエミッションはこうしたところろろろをうまをうまをうまをうまくくくく突突突突いたかなといたかなといたかなといたかなと思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、最最最最後後後後のののの 4 つつつつ目目目目はははは、、、、これはこれはこれはこれはママママススススココココミのミのミのミの大大大大きなきなきなきな支支支支援援援援があっがあっがあっがあったということですたということですたということですたということです。。。。いいいいろろろろんなんなんなんな要要要要因因因因がががが考考考考えられますがえられますがえられますがえられますが、、、、基本的基本的基本的基本的にににに言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、日日日日本本本本のののの伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化やややや日日日日本本本本のののの心心心心とととと共共共共鳴鳴鳴鳴してしてしてして、、、、それでゼロエミッションがそれでゼロエミッションがそれでゼロエミッションがそれでゼロエミッションが広広広広がったとがったとがったとがったと、、、、考考考考えているわけであえているわけであえているわけであえているわけでありますりますりますります。。。。 

97 年年年年からからからから、、、、当当当当時時時時のののの通通通通産産産産省省省省とととと環境環境環境環境庁庁庁庁がゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションのがゼロエミッションの考考考考ええええをををを取取取取りりりり入入入入れたエれたエれたエれたエココココタタタタウウウウンンンン事事事事業業業業をををを始始始始められましたがめられましたがめられましたがめられましたが、、、、97 年年年年にににに 4 つのつのつのつの自治体自治体自治体自治体のののの計画計画計画計画がそのがそのがそのがその認認認認証証証証をををを受受受受けたわけでありますけたわけでありますけたわけでありますけたわけであります。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市、、、、川川川川崎崎崎崎のののの 4 自治体自治体自治体自治体でありますでありますでありますであります。。。。そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味でででで、、、、私私私私はははは、、、、このこのこのこの飯飯飯飯田田田田はははは非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい先進的先進的先進的先進的なななな町町町町だだだだなとなとなとなと思思思思っているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。またまたまたまた、、、、政府政府政府政府はははは、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションエミッションエミッションエミッションややややエエエエココココタタタタウウウウンンンン事業事業事業事業をさらにをさらにをさらにをさらに展開展開展開展開されてされてされてされて、、、、2000 年年年年からからからから廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ののののリデュリデュリデュリデュースースースース（（（（発発発発生生生生抑抑抑抑制制制制）、）、）、）、リリリリユユユユースースースース（（（（再再再再利用利用利用利用）、）、）、）、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル（（（（再使再使再使再使用用用用））））というというというという言言言言葉葉葉葉のののの 3 つのつのつのつのＲＲＲＲをををを取取取取ってってってって３３３３ＲＲＲＲというというというという活動活動活動活動をををを広広広広めておりますめておりますめておりますめております。。。。それをそれをそれをそれを、、、、2004 年年年年のアのアのアのアメリカメリカメリカメリカでのシーアイランでのシーアイランでのシーアイランでのシーアイランドドドドのサミのサミのサミのサミットットットットでででで、、、、当当当当時時時時のののの小小小小泉首泉首泉首泉首相相相相がががが提唱提唱提唱提唱されてされてされてされて、、、、各国各国各国各国のののの大統大統大統大統領領領領、、、、首首首首相相相相がががが同意同意同意同意されてされてされてされて、、、、これがこれがこれがこれが世界世界世界世界にににに広広広広ががががりつつあるとりつつあるとりつつあるとりつつあると、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 ここでここでここでここで、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと本題本題本題本題にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、私私私私はははは、、、、行政行政行政行政とととと市民市民市民市民とととと企業企業企業企業のののの役役役役割割割割、、、、協働協働協働協働がががが必須必須必須必須のののの条件条件条件条件であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思っているわけでありますっているわけでありますっているわけでありますっているわけであります。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にもにもにもにも申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、ステークステークステークステークホホホホルダーがルダーがルダーがルダーが理念理念理念理念をををを共共共共有有有有、、、、動動動動機機機機づけをしてづけをしてづけをしてづけをして、、、、それからそれからそれからそれから体体体体制制制制、、、、枠枠枠枠組組組組みをつくりみをつくりみをつくりみをつくり、、、、共通共通共通共通のののの目目目目標標標標にににに向向向向けてけてけてけて進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく、、、、こういうスタイルであこういうスタイルであこういうスタイルであこういうスタイルであろろろろうといううといううといううというふふふふうにうにうにうに思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 国国国国のののの役役役役割割割割ということでということでということでということで、、、、ここでここでここでここで書書書書ききききましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、国国国国はいはいはいはいろろろろんなんなんなんな法法法法体体体体系系系系をををを整整整整備備備備するするするする。。。。それからそれからそれからそれから、、、、それをそれをそれをそれを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための手法手法手法手法をいをいをいをいろろろろいいいいろろろろ考考考考えていくえていくえていくえていく。。。。こういうことでこういうことでこういうことでこういうことでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。
3番番番番目目目目にににに書書書書いておりますいておりますいておりますいております、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会づくりはづくりはづくりはづくりは構想構想構想構想はははは、、、、今今今今、、、、ままままほほほほろばろばろばろば計画計画計画計画とととと呼呼呼呼ばばばばれていれていれていれていますがますがますがますが、、、、環境環境環境環境省省省省がががが言言言言っておりますのはっておりますのはっておりますのはっておりますのは、、、、定定定定型型型型はないとはないとはないとはないと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその地域地域地域地域にににに合合合合ったったったった方方方方法法法法をををを考考考考えてくえてくえてくえてくだだだださいとさいとさいとさいと言言言言っておりますっておりますっておりますっております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、行政行政行政行政体体体体としてのとしてのとしてのとしての自治体自治体自治体自治体のおのおのおのお役役役役目目目目はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい。。。。実際実際実際実際にそういうにそういうにそういうにそういう社会社会社会社会がががが形成形成形成形成されるのはされるのはされるのはされるのは地域地域地域地域でありますでありますでありますであります。。。。自治体自治体自治体自治体はははは、、、、地域地域地域地域におけにおけにおけにおけ
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るるるる理念理念理念理念形成形成形成形成とととと行行行行動動動動のプロのプロのプロのプロモモモモーターですーターですーターですーターです。。。。ここでここでここでここで一一一一番番番番大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは、、、、ややややはりはりはりはり地域地域地域地域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな成成成成長長長長ということでありましてということでありましてということでありましてということでありまして、、、、ももももちろちろちろちろんんんん財財財財やややや物物物物のののの問問問問題題題題がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、心心心心のののの問問問問題題題題、、、、歴史歴史歴史歴史とかとかとかとか伝統伝統伝統伝統、、、、文化文化文化文化ということもということもということもということも入入入入ったったったった豊豊豊豊かなかなかなかな成成成成長長長長がががが最最最最もももも統合的統合的統合的統合的なななな物物物物のののの考考考考ええええ方方方方になになになになろろろろうとうとうとうと、、、、ここここのようにのようにのようにのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。それからそれからそれからそれから、、、、地域地域地域地域のののの強強強強さをさをさをさを生生生生かせということでありますしかせということでありますしかせということでありますしかせということでありますし、、、、そのそのそのその構想構想構想構想とととと計画計画計画計画がががが持続的持続的持続的持続的でなけれでなけれでなけれでなければばばばならないということでならないということでならないということでならないということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの任任任任務務務務のののの続続続続きできできできでごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、みずからがみずからがみずからがみずからが政策政策政策政策をつくるとをつくるとをつくるとをつくると同時同時同時同時にににに、、、、そうそうそうそういういういういう行行行行動動動動のののの推進推進推進推進者者者者になっていたになっていたになっていたになっていただだだだきたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの自治体自治体自治体自治体のののの事事事事例例例例をををを挙挙挙挙げげげげますがますがますがますが、、、、このこのこのこの北北北北九州九州九州九州市市市市はははは、、、、リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル事業事業事業事業というのがというのがというのがというのが成立成立成立成立しましたしましたしましたしました有有有有名名名名なななな自治体自治体自治体自治体ででででごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの中中中中でもでもでもでも、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル事業事業事業事業をををを進進進進めるためにはまめるためにはまめるためにはまめるためにはまずずずず適正適正適正適正なななな分分分分別収集別収集別収集別収集というのがというのがというのがというのが基本的基本的基本的基本的にどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても入入入入ってくるわけですってくるわけですってくるわけですってくるわけです。。。。それからそれからそれからそれから事業事業事業事業があがあがあがありりりり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、物物物物ができてもそれがができてもそれがができてもそれがができてもそれが購購購購入入入入できるルートができなけれできるルートができなけれできるルートができなけれできるルートができなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。それをそれをそれをそれを非非非非常常常常にににに強調強調強調強調されているわけですされているわけですされているわけですされているわけです。。。。そのためのそのためのそのためのそのための仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを、、、、市民市民市民市民をををを含含含含めていめていめていめていろろろろいいいいろろろろおつくになっおつくになっおつくになっおつくになっていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるということでるということでるということでるということでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、板板板板橋橋橋橋区区区区はははは、、、、人口人口人口人口はははは 50万万万万人人人人ばばばばかりのかりのかりのかりの町町町町でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、ここはここはここはここは環境環境環境環境教育教育教育教育をををを中心中心中心中心ににににしておしておしておしてお進進進進めになられましためになられましためになられましためになられました。。。。93 年年年年というというというという非常非常非常非常にににに早早早早いいいい時期時期時期時期にににに、、、、リオリオリオリオのサミットののサミットののサミットののサミットの翌翌翌翌年年年年にににに、、、、環環環環境境境境都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をををを出出出出されてされてされてされて、、、、これをこれをこれをこれを着着着着々々々々とととと進進進進めているということでありますめているということでありますめているということでありますめているということであります。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは、、、、現在現在現在現在はははは庄内町庄内町庄内町庄内町ということになりましたがということになりましたがということになりましたがということになりましたが、、、、山形県山形県山形県山形県のののの元元元元立立立立川川川川町町町町でありでありでありでありますますますます。。。。人口人口人口人口 7,000人人人人ばばばばかりのかりのかりのかりの過過過過疎疎疎疎のののの町町町町でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、そこがそこがそこがそこが農農農農山山山山村村村村型型型型のゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションののゼロエミッションの推進推進推進推進ということをということをということをということを取取取取りりりり上上上上げげげげられましたられましたられましたられました。。。。いいいいろろろろんなことをおんなことをおんなことをおんなことをおややややりになられたわけでありますりになられたわけでありますりになられたわけでありますりになられたわけでありますがががが、、、、1 つはつはつはつは風風風風力発力発力発力発電電電電。。。。非常非常非常非常にににに風風風風がががが強強強強くてくてくてくて、、、、稲稲稲稲がががが倒倒倒倒れたりれたりれたりれたり、、、、野野野野菜菜菜菜ががががややややられたりということがあられたりということがあられたりということがあられたりということがあるわけですがるわけですがるわけですがるわけですが、、、、そのそのそのその強強強強風風風風をををを逆逆逆逆にににに取取取取ってってってって風風風風力力力力にににに生生生生かしたということでありますかしたということでありますかしたということでありますかしたということであります。。。。2005 年度年度年度年度のののの時時時時点点点点でででで、、、、90 年年年年対対対対比比比比、、、、そのそのそのその風風風風力発力発力発力発電電電電をををを織織織織りりりり込込込込みますとみますとみますとみますと、、、、CO2 がががが 12.7%削減削減削減削減されたということされたということされたということされたということになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。たたたただだだだ、、、、現在現在現在現在はははは合合合合併併併併してしてしてして人口人口人口人口がががが 3 倍倍倍倍強強強強にににに増増増増えましたからえましたからえましたからえましたから、、、、それはそれはそれはそれは薄薄薄薄まるまるまるまるんですけれどもんですけれどもんですけれどもんですけれども、、、、このこのこのこの地域地域地域地域でいでいでいでいろろろろんなエネルギーをんなエネルギーをんなエネルギーをんなエネルギーを生生生生かしたかしたかしたかした計画計画計画計画がこれからがこれからがこれからがこれから進進進進んでいくとんでいくとんでいくとんでいくといういういういうふふふふうにうにうにうに期期期期待待待待しておりますしておりますしておりますしております。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、企業企業企業企業もももも、、、、基本的基本的基本的基本的にににに環境経環境経環境経環境経営営営営がががが進進進進みましてみましてみましてみまして、、、、環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書ががががほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに整整整整ってまってまってまってまいりましたいりましたいりましたいりました。。。。大大大大きなきなきなきな企業企業企業企業ではではではでは、、、、これをこれをこれをこれを出出出出していないとこしていないとこしていないとこしていないところろろろはもうありませんしはもうありませんしはもうありませんしはもうありませんし、、、、それからそれからそれからそれからさらにさらにさらにさらに、、、、一一一一歩歩歩歩進進進進めてめてめてめて、、、、社会的社会的社会的社会的なななな責責責責任任任任、、、、CSR とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、それをそれをそれをそれを経経経経営営営営方方方方針針針針にににに掲掲掲掲げげげげないないないない企企企企業業業業はははは信信信信頼頼頼頼されるされるされるされる企業企業企業企業としてとしてとしてとして存存存存在在在在がががが許許許許されないというされないというされないというされないという状況状況状況状況になりつつありますになりつつありますになりつつありますになりつつあります。。。。企業企業企業企業、、、、行政行政行政行政、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの連関連関連関連関がががが今後今後今後今後一一一一層層層層強強強強まっていくというまっていくというまっていくというまっていくというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、我我我我われわれわれわれ市民市民市民市民のののの立立立立場場場場はどうかということではどうかということではどうかということではどうかということでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、1 つのつのつのつの例例例例をををを申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋湾湾湾湾のののの藤前藤前藤前藤前干干干干潟潟潟潟ををををごごごごみみみみ処処処処理場理場理場理場にするにするにするにする予定予定予定予定だだだだったのがったのがったのがったのが、、、、そのそのそのその計画計画計画計画をとをとをとをとめられためられためられためられた。。。。それでそれでそれでそれで急急急急遽遽遽遽、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは、、、、ごごごごみみみみ非常非常非常非常事事事事態態態態宣言宣言宣言宣言をををを発発発発表表表表してしてしてしてごごごごみのみのみのみの排排排排出出出出削減削減削減削減というというというということをうたったわけですことをうたったわけですことをうたったわけですことをうたったわけです。。。。それがそれがそれがそれが実実実実ってってってって、、、、25%下下下下がりましたがりましたがりましたがりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、環境大環境大環境大環境大臣賞臣賞臣賞臣賞とととと自治自治自治自治体体体体グランプグランプグランプグランプリリリリをををを受受受受賞賞賞賞したんですしたんですしたんですしたんです。。。。そのそのそのその後後後後、、、、変変変変遷遷遷遷がありがありがありがあり、、、、平平平平成成成成 18 年度年度年度年度にはにはにはには、、、、最大最大最大最大だだだだったったったった平平平平成成成成
10 年度年度年度年度比比比比でででで２９２９２９２９％％％％までまでまでまで低低低低下下下下していますしていますしていますしています。。。。大大大大都都都都市市市市のののの名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市でででで、、、、ごごごごみがここまでみがここまでみがここまでみがここまで下下下下がったのがったのがったのがったのはははは、、、、素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい成成成成果果果果だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに大大大大幅幅幅幅にににに削減削減削減削減するためにはするためにはするためにはするためには、、、、ライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルのライフスタイルの変変変変換換換換までまでまでまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんだだだだ計画計画計画計画をををを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるるるる状況状況状況状況ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私がががが住住住住んでおりますんでおりますんでおりますんでおります世田世田世田世田谷谷谷谷区区区区のののの代代代代沢沢沢沢中中中中町会町会町会町会のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。京京京京都都都都でででで COP3 がががが開催開催開催開催さささされたれたれたれた年年年年にににに、、、、町内会町内会町内会町内会長長長長さんがさんがさんがさんが非常非常非常非常にににに運運運運動動動動されたされたされたされた活動活動活動活動ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。人口人口人口人口 5,000人人人人ばばばばかりのかりのかりのかりの町内町内町内町内をををを、、、、1軒軒軒軒ずつずつずつずつ回回回回られられられられ省省省省エネをエネをエネをエネを訴訴訴訴えられたそうですえられたそうですえられたそうですえられたそうです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果はははは、、、、積極積極積極積極家家家家庭庭庭庭ではではではでは電気電気電気電気・・・・ガガガガスのスのスのスの使使使使用用用用量量量量（（（（ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２排排排排出出出出量量量量））））がががが 5%減減減減ったということでありますったということでありますったということでありますったということであります。。。。一一一一般般般般のののの家家家家庭庭庭庭ではではではでは 2%ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、このこのこのこの成成成成果果果果にはにはにはには、、、、おおおお金金金金はかかっていないはかかっていないはかかっていないはかかっていない、、、、個個個個人人人人のののの物物物物のののの考考考考ええええ方方方方でここまでいったというでここまでいったというでここまでいったというでここまでいったという
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ことでありますことでありますことでありますことであります。。。。このこのこのこの活動活動活動活動はははは高高高高くくくく評価評価評価評価されてされてされてされて、、、、現在現在現在現在、、、、世田世田世田世田谷谷谷谷区区区区全全全全体体体体にににに広広広広げげげげているというているというているというているという状状状状況況況況であるわけですであるわけですであるわけですであるわけです。。。。市民市民市民市民もももも活動活動活動活動できるできるできるできる場場場場がますますがますますがますますがますます広広広広がるであがるであがるであがるであろろろろうということでありますうということでありますうということでありますうということであります。。。。 最最最最後後後後にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。我我我我がががが飯田市飯田市飯田市飯田市――とととと言言言言わせていたわせていたわせていたわせていただだだだきたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが――97年年年年、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど 11 年年年年前前前前のののの 10 月月月月にににに、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが国連大学地域発国連大学地域発国連大学地域発国連大学地域発ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション 97 というフォというフォというフォというフォーラムをーラムをーラムをーラムを開催開催開催開催させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、先進自治体先進自治体先進自治体先進自治体をおをおをおをお呼呼呼呼びしたわけですがびしたわけですがびしたわけですがびしたわけですが、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市からもからもからもからも当当当当時時時時のののの市市市市長長長長さんにさんにさんにさんにごごごご出席出席出席出席いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときにちちちちょょょょううううだだだだいしたいしたいしたいした資料資料資料資料ががががこれでこれでこれでこれでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、これをいたこれをいたこれをいたこれをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、非常非常非常非常にににに感感感感銘銘銘銘をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、資料資料資料資料のここにのここにのここにのここに示示示示されているこのされているこのされているこのされているこの絵絵絵絵なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これをパワーこれをパワーこれをパワーこれをパワーポポポポイントにイントにイントにイントに入入入入れますとれますとれますとれますと字字字字がはがはがはがはっきりしないのでっきりしないのでっきりしないのでっきりしないので、、、、そのそのそのその字字字字だだだだけけけけ打打打打ちちちち出出出出しましたしましたしましたしました。。。。すすすすばばばばらしいですらしいですらしいですらしいですねねねね、「、「、「、「人人人人もももも自自自自然然然然もももも美美美美しくしくしくしく、、、、輝輝輝輝くまくまくまくまちちちち飯田飯田飯田飯田－－－－環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市市市市」。「」。「」。「」。「環境調和型社会環境調和型社会環境調和型社会環境調和型社会のののの実現実現実現実現」。」。」。」。天天天天竜竜竜竜峡峡峡峡エエエエコバレコバレコバレコバレープロジェクトープロジェクトープロジェクトープロジェクト、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興、、、、ここここちちちちらららら側側側側はははは広広広広域連域連域連域連携携携携化型化型化型化型のののの地域地域地域地域づくづくづくづくりりりり。。。。そしてそしてそしてそして環境環境環境環境をををを 1 つのつのつのつの基盤基盤基盤基盤にするにするにするにするということでありますということでありますということでありますということであります。。。。これをこれをこれをこれを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、そのそのそのその下下下下のとこのとこのとこのところろろろにににに、、、、産業産業産業産業づくりがありづくりがありづくりがありづくりがあり、、、、都都都都市市市市づくりがありづくりがありづくりがありづくりがあり、、、、人人人人づくりがあるづくりがあるづくりがあるづくりがある。。。。このときにこのときにこのときにこのときに私私私私はははは初初初初めてめてめてめて飯田市飯田市飯田市飯田市のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい活動活動活動活動をををを認認認認識識識識したというわけでありますしたというわけでありますしたというわけでありますしたというわけであります。。。。 このこのこのこの 10 年年年年のののの活動活動活動活動はいかがでありましたでしはいかがでありましたでしはいかがでありましたでしはいかがでありましたでしょょょょうかうかうかうか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、企企企企画画画画課課課課およびおよびおよびおよび環境課環境課環境課環境課のののの皆皆皆皆様様様様方方方方からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろ資料資料資料資料ををををちちちちょょょょううううだだだだいしていしていしていして、、、、私私私私なりになりになりになりに勉勉勉勉強強強強させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり、、、、ここのここのここのここの活動活動活動活動のののの基盤基盤基盤基盤はははは、、、、全全全全国国国国にににに名前名前名前名前がががが行行行行きききき渡渡渡渡ったりんったりんったりんったりんごごごご並並並並木木木木、、、、それからそれからそれからそれから人人人人形形形形劇劇劇劇ののののカカカカーニーニーニーニババババルルルルであるとであるとであるとであると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。下下下下にににに書書書書きましたきましたきましたきました赤赤赤赤いとこいとこいとこいところろろろはははは、、、、行政行政行政行政ががががややややられたられたられたられた行行行行動動動動でありますでありますでありますであります。。。。昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月にはにはにはには環境文化環境文化環境文化環境文化都都都都市宣言市宣言市宣言市宣言をなされたということをなされたということをなされたということをなされたということ。。。。そういうそういうそういうそういう成成成成果果果果がががが 2006 年度年度年度年度、、、、これこれこれこれはははは昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月にににに表表表表彰彰彰彰式式式式があったようでがあったようでがあったようでがあったようでごごごござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、自治体自治体自治体自治体首都首都首都首都ココココンテストのンテストのンテストのンテストの人口別人口別人口別人口別 2 位位位位にににに入入入入賞賞賞賞されたされたされたされた、、、、それからそれからそれからそれから地域地域地域地域ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの環境環境環境環境 ISO 研究会研究会研究会研究会のののの「「「「ぐぐぐぐるみるみるみるみ通通通通信信信信」」」」をををを毎週毎週毎週毎週発発発発行行行行されてされてされてされているということでありますいるということでありますいるということでありますいるということであります。。。。ブルーのとこブルーのとこブルーのとこブルーのところろろろはははは、、、、飯田市飯田市飯田市飯田市のののの企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様方方方方がおがおがおがおややややりになってりになってりになってりになっていらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるるるる行行行行動動動動、、、、もっともっとたくさんあるともっともっとたくさんあるともっともっとたくさんあるともっともっとたくさんあると思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうそういうそういうそういう結結結結果果果果がどうなったかということはがどうなったかということはがどうなったかということはがどうなったかということは、、、、最最最最近近近近、、、、このこのこのこの地地地地にいにいにいにいろろろろんなんなんなんな大学大学大学大学のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、行政行政行政行政のありのありのありのあり方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの行行行行動動動動のありのありのありのあり方方方方、、、、企業企業企業企業のありのありのありのあり方方方方をををを勉勉勉勉強強強強にににに来来来来られるられるられるられる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、
JICA のののの皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも来来来来られるられるられるられる。。。。そういうそういうそういうそういう成成成成果果果果をををを海海海海外外外外のののの環境環境環境環境都都都都市市市市とのとのとのとの交交交交流流流流、、、、ウウウウルムルムルムルム市市市市とのとのとのとの交交交交流流流流にににに生生生生かされているかされているかされているかされている。。。。またまたまたまた、、、、JICA をををを通通通通してしてしてして、、、、ここここちちちちらでのらでのらでのらでの活動活動活動活動がフがフがフがフィリィリィリィリピピピピンのンのンのンのレレレレガガガガススススピピピピ市市市市のののの活動活動活動活動支支支支援援援援にににに生生生生かされたかされたかされたかされた。。。。飯田市飯田市飯田市飯田市からもそのからもそのからもそのからもその指導指導指導指導にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃったということったということったということったということ。。。。世世世世のののの中中中中がががが飯田市飯田市飯田市飯田市のののの成成成成果果果果をををを学学学学びびびび始始始始めたということであめたということであめたということであめたということであろろろろうとうとうとうと私私私私はははは思思思思うわけでありますうわけでありますうわけでありますうわけであります。。。。このこのこのこの 97 年年年年にににに約約約約束束束束されされされされたたたた事事事事項項項項がががが、、、、具具具具体的体的体的体的なななな活動成活動成活動成活動成果果果果としてとしてとしてとして実実実実践践践践されされされされ、、、、これがこれがこれがこれが評価評価評価評価されてきているのがされてきているのがされてきているのがされてきているのが飯田市飯田市飯田市飯田市のののの姿姿姿姿であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、私私私私のののの、「、「、「、「提言提言提言提言」」」」なんていうのはおこがましいんですけれどもなんていうのはおこがましいんですけれどもなんていうのはおこがましいんですけれどもなんていうのはおこがましいんですけれども、、、、こういうことをこういうことをこういうことをこういうことを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。「。「。「。「地域地域地域地域のののの協働協働協働協働でつくるでつくるでつくるでつくる 21 世世世世紀紀紀紀にににに輝輝輝輝くくくく飯田飯田飯田飯田」。」。」。」。飯田飯田飯田飯田のののの特性特性特性特性というのはというのはというのはというのは、、、、恵恵恵恵まれまれまれまれたたたた自自自自然然然然、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化、、、、勤勉勤勉勤勉勤勉、、、、先進先進先進先進性性性性、、、、それからそれからそれからそれから学学学学びのびのびのびの心心心心、、、、これがこれがこれがこれが基本基本基本基本であであであであろろろろうとうとうとうと思思思思うわけでありますうわけでありますうわけでありますうわけであります。。。。そうしたそうしたそうしたそうした伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化をををを生生生生かしながらかしながらかしながらかしながら、、、、行政行政行政行政、、、、企業企業企業企業、、、、市民市民市民市民のののの連連連連携携携携とととと協働協働協働協働がががが進進進進められてめられてめられてめられて、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな環境文化環境文化環境文化環境文化モモモモデデデデルルルル都都都都市市市市ををををぜひぜひぜひぜひともともともとも実現実現実現実現していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。できるできるできるできるならならならならばばばば、、、、世界世界世界世界とももっととももっととももっととももっと交交交交流流流流をををを広広広広げげげげていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。私私私私どものどものどものどもの最大最大最大最大のののの責責責責務務務務であるとであるとであるとであると考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを次世代次世代次世代次世代へへへへ引引引引きききき渡渡渡渡すすすす 1 つつつつのすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい実実実実例例例例になるんになるんになるんになるんだだだだとととと、、、、このようにこのようにこのようにこのように考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 私私私私のおのおのおのお話話話話はははは以以以以上上上上でででで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、司司司司会会会会のののの美美美美斉斉斉斉津津津津様様様様、、、、もしももしももしももしも会会会会場場場場からからからからごごごご質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばば……。。。。 

 司司司司会会会会 
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  はいはいはいはい。。。。皆皆皆皆様様様様のののの中中中中にににに、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生ににににごごごご質問質問質問質問のあるのあるのあるのある方方方方いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいましたらいましたらいましたらいましたら、、、、手手手手をををを上上上上げげげげていたていたていたていただだだだけますかけますかけますかけますか。。。。いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。せっかくですのでせっかくですのでせっかくですのでせっかくですので、、、、どんなことでもどんなことでもどんなことでもどんなことでも結結結結構構構構ですよですよですよですよ。。。。 

  先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話、、、、大大大大変変変変わかりわかりわかりわかりややややすくすくすくすく、、、、理理理理解解解解ししししややややすかったのですかったのですかったのですかったので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり聞聞聞聞けたのでけたのでけたのでけたのではないかなとはないかなとはないかなとはないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生、、、、おおおお話話話話、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 飯田市飯田市飯田市飯田市にはにはにはには、、、、ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうに大大大大切切切切なななな生生生生活活活活というのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかをというのがどういうものなのかを考考考考えているえているえているえている団体団体団体団体、、、、たくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんあります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ふふふふだだだだんのんのんのんの生生生生活活活活のののの中中中中からからからから、、、、大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは何何何何かとかとかとかと見見見見つめつめつめつめ直直直直していしていしていしていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるるるる方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。そういったそういったそういったそういった方方方方たたたたちちちちからからからから全全全全市民市民市民市民がががが、、、、坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生がががが提提提提案案案案してしてしてしてくくくくだだだださったさったさったさった「「「「輝輝輝輝くくくく飯田市飯田市飯田市飯田市づくりづくりづくりづくり」、」、」、」、ぜひぜひぜひぜひしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます、、、、していきまししていきまししていきまししていきましょょょょうううう。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、改改改改めましてめましてめましてめまして、、、、今今今今おおおお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォゼロエミッションフォーラムアーラムアーラムアーラムアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー、、、、坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一先一先一先一先生生生生にににに大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りくりくりくりくだだだださいさいさいさい。。。。先先先先生生生生、、、、どうもありがどうもありがどうもありがどうもありがとうとうとうとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 
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笛演奏笛演奏笛演奏笛演奏 

 司司司司会会会会 

  「「「「……私私私私たたたたちちちちのののの体体体体をををを構成構成構成構成しているすしているすしているすしているすべべべべてのてのてのての物質物質物質物質はははは、、、、光光光光がががが、、、、星星星星がががが光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく過程過程過程過程でつくられでつくられでつくられでつくられ、、、、そのそのそのその星星星星がががが超超超超新新新新星星星星爆爆爆爆発発発発というというというという形形形形でででで終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙にににに飛飛飛飛びびびび散散散散ったったったった、、、、そのかけらですそのかけらですそのかけらですそのかけらです」。」。」。」。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの後後後後、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演でおでおでおでお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだくくくく、、、、理理理理学学学学博博博博士士士士、、、、鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学学大学学大学学大学学長長長長、、、、佐佐佐佐治治治治晴夫晴夫晴夫晴夫先先先先生生生生がおがおがおがお書書書書きになられたきになられたきになられたきになられた「「「「からからからからだだだだはははは地球地球地球地球（（（（ほほほほしししし））））からできているからできているからできているからできている」」」」のののの中中中中のののの一文一文一文一文ですですですです。。。。 

  ここからのここからのここからのここからの時時時時間間間間はははは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中にににに今今今今もももも輝輝輝輝いているいているいているいている星星星星のかけらをのかけらをのかけらをのかけらを思思思思いながらおいながらおいながらおいながらお過過過過ごごごごしくしくしくしくだだだださいさいさいさい。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、まずまずまずまず、、、、笛笛笛笛によってによってによってによって、、、、1 つつつつ 1 つのつのつのつの笛笛笛笛がつづってくれるがつづってくれるがつづってくれるがつづってくれる世界世界世界世界、、、、地球地球地球地球のののの響響響響きをきをきをきを感感感感じじじじててててくくくくだだだださいさいさいさい。。。。世界世界世界世界水水水水フォーラムでのフォーラムでのフォーラムでのフォーラムでの演演演演奏奏奏奏やややや、、、、ガガガガイアシンフォニーイアシンフォニーイアシンフォニーイアシンフォニー第第第第 6 番番番番にもにもにもにもごごごご出演出演出演出演されたされたされたされた笛笛笛笛のののの奏奏奏奏者者者者、、、、雲雲雲雲龍龍龍龍さんによるさんによるさんによるさんによる演演演演奏奏奏奏でででで、「、「、「、「地球地球地球地球のかけらののかけらののかけらののかけらの響響響響きききき」、」、」、」、ききききょょょょうはどんなうはどんなうはどんなうはどんな笛笛笛笛がががが登登登登場場場場するのするのするのするのでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演、「、「、「、「からからからからだだだだはははは地球地球地球地球（（（（ほほほほしししし））））からできているからできているからできているからできている」。」。」。」。飯田飯田飯田飯田にもフにもフにもフにもファァァァンはンはンはンは多多多多いのいのいのいのでででで、、、、ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方もももも多多多多いかといかといかといかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、パイプパイプパイプパイプオオオオルルルルガガガガンでンでンでンで奏奏奏奏でながらでながらでながらでながら宇宇宇宇宙宙宙宙についてのについてのについてのについての講演講演講演講演やややや、、、、天天天天文文文文台台台台でででで真真真真昼昼昼昼のののの星星星星のののの見見見見学会学会学会学会をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、ユユユユニークなニークなニークなニークな活動活動活動活動をされているをされているをされているをされている、、、、鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期鈴鹿短期大学大学大学大学学学学学長長長長、、、、佐佐佐佐治治治治晴夫晴夫晴夫晴夫先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話ですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。。。。 （（（（雲雲雲雲龍氏龍氏龍氏龍氏、、、、佐佐佐佐治学治学治学治学長長長長によるによるによるによる演演演演奏奏奏奏）））） 
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記念講演記念講演記念講演記念講演 

 佐佐佐佐治学治学治学治学長長長長     皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんこんこんこんににににちちちちはははは。。。。とてもとてもとてもとても素素素素敵敵敵敵なななな飯田飯田飯田飯田のののの町町町町でまたおでまたおでまたおでまたお話話話話しできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしくしできることをとてもうれしく思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどはどはどはどは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの藤村藤村藤村藤村先先先先生生生生とととと坂坂坂坂本先本先本先本先生生生生からからからから、、、、非常非常非常非常にににに示示示示唆唆唆唆にににに富富富富むむむむおおおお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。それをそれをそれをそれを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙研究研究研究研究にににに携携携携わってきたわってきたわってきたわってきた人人人人間間間間のののの立立立立場場場場からからからから少少少少ししししばばばばかりおかりおかりおかりお話話話話をしてみたいとをしてみたいとをしてみたいとをしてみたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  実実実実はははは今今今今皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだいたいたいたいたピピピピアアアアノノノノ曲曲曲曲はははは、、、、今今今今からからからからちちちちょょょょうどうどうどうど 31 年年年年前前前前、、、、NASA がががが太陽太陽太陽太陽系系系系・・・・外外外外惑惑惑惑星星星星探探探探査査査査をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして打打打打ちちちち上上上上げげげげたたたた探探探探査査査査機機機機、、、、ボボボボイジイジイジイジャャャャーにーにーにーに、、、、もしもしもしもしＥＥＥＥ．．．．ＴＴＴＴ．．．．とととと遭遇遭遇遭遇遭遇したしたしたした場場場場合合合合をををを想想想想定定定定しししし、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの共通語共通語共通語共通語はははは数数数数学学学学とととと音音音音楽楽楽楽であるというであるというであるというであるという観観観観点点点点からからからから、、、、地球地球地球地球からのからのからのからのメメメメッッッッセセセセージとしージとしージとしージとしてててて搭搭搭搭載載載載されたされたされたされたババババッッッッハハハハのののの作作作作品品品品ですですですです。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま、、、、そのそのそのその仕仕仕仕事事事事にににに少少少少ししししばばばばかりかりかりかり関関関関わったわったわったわった者者者者としてとしてとしてとして、、、、弾弾弾弾かせていたかせていたかせていたかせていただだだだきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、ボボボボイジイジイジイジャャャャーについてはーについてはーについてはーについては、、、、ののののちちちちほほほほどどどど、、、、時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばば、、、、改改改改めておめておめておめてお話話話話しさせていたしさせていたしさせていたしさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、世世世世間間間間でエでエでエでエココココロジーといえロジーといえロジーといえロジーといえばばばば、、、、単単単単にににに自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保護保護保護保護というようなことをというようなことをというようなことをというようなことを意意意意味味味味ししししているようですがているようですがているようですがているようですが、、、、実実実実はははは、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保護保護保護保護はははは、、、、同時同時同時同時にににに自自自自然然然然のののの破壊破壊破壊破壊もももも伴伴伴伴うということをうということをうということをうということを理理理理解解解解しておくしておくしておくしておく必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。例例例例ええええばばばば、、、、川川川川をををを守守守守るためにるためにるためにるために護護護護岸岸岸岸工工工工事事事事をするということはをするということはをするということはをするということは、、、、逆逆逆逆にそにそにそにそのことによってのことによってのことによってのことによって自自自自然然然然をををを破壊破壊破壊破壊していくしていくしていくしていく場場場場合合合合もありますもありますもありますもありますねねねね。。。。このこのこのこの両両両両者者者者をうまくをうまくをうまくをうまくババババランスさせてランスさせてランスさせてランスさせていくのいくのいくのいくのがががが人人人人間間間間のののの知知知知恵恵恵恵でしでしでしでしょょょょうううう。。。。創創創創造造造造とととと破壊破壊破壊破壊はははは、、、、実実実実はははは表表表表裏裏裏裏一体一体一体一体でででで、、、、同時同時同時同時進進進進行行行行でででで生生生生起起起起しているしているしているしているというのがというのがというのがというのが宇宇宇宇宙宙宙宙のののの根根根根源的源的源的源的性質性質性質性質ですですですです。。。。 さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、せっかくせっかくせっかくせっかくピピピピアアアアノノノノをををを用用用用意意意意していたしていたしていたしていただだだだいていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、ピピピピアアアアノノノノをををを使使使使ってのってのってのってのおおおお話話話話からからからから始始始始めましめましめましめましょょょょうううう。。。。実実実実はははは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが音音音音をををを聞聞聞聞くというプロくというプロくというプロくというプロセセセセスはスはスはスは、、、、よそからのよそからのよそからのよそからの音音音音刺刺刺刺激激激激がががが耳耳耳耳にににに入入入入ってってってって、、、、それがそれがそれがそれが脳脳脳脳にににに伝伝伝伝えられるということなのですがえられるということなのですがえられるということなのですがえられるということなのですが、、、、たたたただだだだそれそれそれそれだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、皆皆皆皆ささささんのんのんのんの耳耳耳耳自自自自身身身身がががが、、、、かすかなかすかなかすかなかすかな音音音音をををを自自自自然然然然発発発発生生生生的的的的にににに発発発発生生生生させながらさせながらさせながらさせながら聞聞聞聞いているといういているといういているといういているという事実事実事実事実もあるのもあるのもあるのもあるのですですですです。。。。自分自分自分自分でででで音音音音をををを出出出出しながらしながらしながらしながら聞聞聞聞いているということですいているということですいているということですいているということですねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、１１１１978 年年年年にににに、、、、ロンロンロンロンドドドドンンンン大大大大学学学学ののののケケケケンプンプンプンプ教授教授教授教授がががが、、、、非常非常非常非常にににに小小小小さなイさなイさなイさなイヤヤヤヤホホホホンとンとンとンとママママイクがイクがイクがイクが内内内内蔵蔵蔵蔵されたされたされたされた検検検検知器知器知器知器をををを耳耳耳耳のののの中中中中にににに入入入入れれれれてててて、、、、実実実実験験験験をしていたとこをしていたとこをしていたとこをしていたところろろろ、、、、笛笛笛笛のようなのようなのようなのような微微微微弱弱弱弱なななな音音音音がががが耳耳耳耳のののの中中中中でででで発発発発生生生生していることをしていることをしていることをしていることを突突突突きききき止止止止めめめめましたましたましたました。。。。これをこれをこれをこれを、、、、耳耳耳耳音音音音響響響響放放放放射射射射（（（（ジジジジオオオオンンンンキキキキョョョョウホウウホウウホウウホウシシシシャャャャ））））とととと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、ミのミのミのミの音音音音ととととソソソソのののの音音音音をこのようにをこのようにをこのようにをこのように同時同時同時同時にににに鳴鳴鳴鳴らしてらしてらしてらして耳耳耳耳にににに聞聞聞聞かせますとかせますとかせますとかせますと、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの耳耳耳耳はははは自発的自発的自発的自発的にににに耳耳耳耳のののの中中中中ででででドドドドのののの音音音音をつくってをつくってをつくってをつくって発発発発生生生生させていることがわかったのですさせていることがわかったのですさせていることがわかったのですさせていることがわかったのです。。。。ドドドドミミミミソソソソというというというという和和和和音音音音をつくってをつくってをつくってをつくっているということですいるということですいるということですいるということです。。。。このこのこのこの和和和和音音音音はははは、、、、音音音音楽楽楽楽をををを構成構成構成構成するするするする上上上上でででで、、、、一一一一番番番番基本基本基本基本になるになるになるになる音音音音ですがですがですがですが、、、、考考考考ええええてみれてみれてみれてみればばばば、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、無無無無意識意識意識意識的的的的にこのにこのにこのにこの協和協和協和協和音音音音をつくってしまうということでをつくってしまうということでをつくってしまうということでをつくってしまうということで、、、、驚驚驚驚くくくくべべべべきかきかきかきからくりですらくりですらくりですらくりです。。。。このこのこのこの事実事実事実事実はははは、、、、音音音音のののの数数数数学的学的学的学的性質性質性質性質からもからもからもからも、、、、理理理理解解解解することができますすることができますすることができますすることができます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ピピピピアアアアノノノノのののの下下下下ののののほほほほうのうのうのうのドドドドのののの音音音音をををを今今今今弾弾弾弾いてみますいてみますいてみますいてみます。（。（。（。（ドドドドのののの音音音音））））これはこれはこれはこれは 1秒間秒間秒間秒間にににに 130回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい振振振振動動動動ししししていますがていますがていますがていますが、、、、このこのこのこの振振振振動動動動数数数数のののの 2 倍倍倍倍のののの音音音音はははは、、、、このこのこのこの音音音音にににに対対対対してしてしてして１１１１オオオオクターブクターブクターブクターブ上上上上ののののドドドド。。。。それではそれではそれではそれでは 3倍倍倍倍のののの振振振振動動動動数数数数をもつをもつをもつをもつ音音音音はははは、、、、といえといえといえといえばばばば、、、、１１１１秒間秒間秒間秒間にににに 390回回回回ほほほほどどどど振振振振動動動動するするするする音音音音でででで、、、、ソソソソのののの音音音音になりますになりますになりますになります。。。。振振振振動動動動数数数数がががが 4倍倍倍倍になるとになるとになるとになると最最最最初初初初のののの音音音音のののの２２２２オオオオクターブクターブクターブクターブ上上上上ののののドドドドのののの音音音音ですですですです。。。。5倍倍倍倍はこのはこのはこのはこの音音音音でミでミでミでミ、、、、6倍倍倍倍ははははこのこのこのこの音音音音ソソソソですですですです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、振振振振動動動動数数数数がががが 2 倍倍倍倍、、、、3 倍倍倍倍、、、、4 倍倍倍倍、、、、5 倍倍倍倍、、、、6 倍倍倍倍になるようなになるようなになるようなになるような音音音音をををを同時同時同時同時にににに弾弾弾弾いてみますといてみますといてみますといてみますと、、、、ドドドドミミミミソソソソというというというという和和和和音音音音になりますになりますになりますになります。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの体体体体のののの中中中中ではではではでは、、、、物理物理物理物理的的的的にににに数数数数学学学学のののの数数数数列列列列でででで表表表表されているようなされているようなされているようなされているような響響響響きをきをきをきを作作作作っているということなのですっているということなのですっているということなのですっているということなのですねねねね。。。。宇宇宇宇宙宙宙宙のののの数数数数学的学的学的学的ななななからくりがからくりがからくりがからくりが、、、、体体体体のののの中中中中にあるということのおにあるということのおにあるということのおにあるということのお手手手手本本本本ですですですです。。。。とことことこところろろろでででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの雲雲雲雲龍龍龍龍さんのさんのさんのさんの笛笛笛笛のののの音音音音はははは非常非常非常非常にににに澄澄澄澄みきったみきったみきったみきった美美美美しいしいしいしい音音音音でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そのそのそのその中中中中にににに、、、、音音音音のののの厚厚厚厚みをみをみをみを感感感感じじじじることができるのはることができるのはることができるのはることができるのは、、、、同同同同じじじじくこのくこのくこのくこの音音音音のののの中中中中のののの振振振振動動動動数数数数がががが 1対対対対 2対対対対 3対対対対 4対対対対 5対対対対 6 というようなというようなというようなというような数数数数学的学的学的学的なななな規則規則規則規則があるよがあるよがあるよがあるようなうなうなうな音音音音をををを含含含含んでいるからですんでいるからですんでいるからですんでいるからです。。。。笛笛笛笛はははは、、、、筒筒筒筒のののの中中中中でででで空空空空気気気気がががが振振振振動動動動することによってすることによってすることによってすることによって音音音音ををををだだだだしますしますしますします
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がががが、、、、そこではそこではそこではそこでは、、、、空空空空気気気気のののの波波波波のののの振振振振動動動動数数数数がががが、、、、さきさきさきさきほほほほどおどおどおどお話話話話ししたししたししたしした整整整整数数数数のののの比比比比になりますになりますになりますになります。。。。弦弦弦弦のののの振振振振動動動動もももも、、、、パイプのパイプのパイプのパイプの中中中中のののの空空空空気気気気のののの振振振振動動動動にもにもにもにも、、、、同同同同じじじじようなすようなすようなすようなす数数数数学的学的学的学的なななな性質性質性質性質があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、話話話話はははは変変変変わりますがわりますがわりますがわりますが、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、どうしてまどうしてまどうしてまどうしてまばばばばたきをされるのでしたきをされるのでしたきをされるのでしたきをされるのでしょょょょうううう。。。。実実実実はははは、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問いかけからいかけからいかけからいかけから小小小小学学学学生生生生相相相相手手手手のののの授授授授業業業業をしたことがありますをしたことがありますをしたことがありますをしたことがあります。。。。ははははじじじじめにめにめにめに、「、「、「、「みんなみんなみんなみんな立立立立ってってってってくくくくだだだださーいさーいさーいさーい。。。。今今今今からからからから１１１１分分分分間数間数間数間数えるからえるからえるからえるから、、、、ままままばばばばたきしたきしたきしたきしちちちちゃゃゃゃだだだだめめめめだだだだよよよよ。。。。もしもしもしもし、、、、ままままばばばばたきしたらたきしたらたきしたらたきしたら座座座座ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。」。」。」。」そしてそしてそしてそして、「、「、「、「用用用用意意意意、、、、始始始始めめめめ」」」」とととと始始始始めますめますめますめます。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちはははは、、、、目目目目をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい開開開開いていていていて頑張頑張頑張頑張りますけれどもりますけれどもりますけれどもりますけれども、、、、1 人人人人座座座座りりりり、、、、2 人人人人座座座座りりりり、、、、3 人人人人座座座座りでりでりでりで、、、、1 クラスのクラスのクラスのクラスの中中中中でででで最最最最後後後後までまでまでまで立立立立っていっていっていっているるるる子子子子はははは、、、、1人人人人かかかか 2人人人人。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、そのそのそのその子子子子のとこのとこのとこのところろろろにににに行行行行ってってってって聞聞聞聞きますきますきますきます。「。「。「。「はーいはーいはーいはーい、、、、よくよくよくよく頑張頑張頑張頑張ったったったったねねねね。。。。どうどうどうどうだだだだったったったった？？？？」。「」。「」。「」。「目目目目がががが痛痛痛痛かったかったかったかった」。「」。「」。「」。「どうしてどうしてどうしてどうして目目目目がががが痛痛痛痛かったのかなかったのかなかったのかなかったのかな」。「」。「」。「」。「ううううちちちちのおのおのおのお姉姉姉姉ちちちちゃゃゃゃんんんん、、、、ココココンタクトしているけどンタクトしているけどンタクトしているけどンタクトしているけど、、、、目目目目がががが乾乾乾乾いていていていて時時時時々々々々痛痛痛痛くなるっていってくなるっていってくなるっていってくなるっていって、、、、目目目目薬薬薬薬差差差差しているよしているよしているよしているよ」。」。」。」。「「「「そうそうそうそうだだだだ、、、、乾乾乾乾くとくとくとくと痛痛痛痛くなるんくなるんくなるんくなるんだだだだ」」」」とととと、、、、いういういういうふふふふうにうにうにうに、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちはははは考考考考えていきますえていきますえていきますえていきます。「。「。「。「そうかそうかそうかそうか、、、、目目目目がががが乾乾乾乾くとくとくとくと目目目目がががが痛痛痛痛くなるんくなるんくなるんくなるんだだだだねねねね。。。。なるなるなるなるほほほほどどどど。。。。だだだだからからからから、、、、ままままばばばばたきをしてたきをしてたきをしてたきをして目目目目のののの表表表表面面面面をををを涙涙涙涙でででで濡濡濡濡ららららしてしてしてして痛痛痛痛くならないようにしているんくならないようにしているんくならないようにしているんくならないようにしているんだだだだねねねね。」。」。」。」ということにということにということにということに気気気気がつきますがつきますがつきますがつきます。。。。そのことからそのことからそのことからそのことから何何何何ががががわかるのでしわかるのでしわかるのでしわかるのでしょょょょうかうかうかうか？？？？ヒヒヒヒントはサントはサントはサントはサカカカカナにありますナにありますナにありますナにあります。。。。みなさんはみなさんはみなさんはみなさんは、、、、ままままばばばばたきをするサたきをするサたきをするサたきをするサカカカカナをナをナをナをごごごごらんになったことがありますからんになったことがありますからんになったことがありますからんになったことがありますか？？？？いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいませんいませんいませんいませんねねねね。。。。魚魚魚魚はははは、、、、いつもいつもいつもいつも水水水水のののの中中中中にいますにいますにいますにいますからからからから、、、、四六四六四六四六時時時時中中中中、、、、目目目目がががが濡濡濡濡れていてれていてれていてれていて、、、、ままままばばばばたきをするたきをするたきをするたきをする必必必必要要要要がないのですがないのですがないのですがないのです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、このことこのことこのことこのことからからからから、「、「、「、「人人人人間間間間のののの祖祖祖祖先先先先はサはサはサはサカカカカナナナナだだだだったったったった」」」」のかもしれない・・というのかもしれない・・というのかもしれない・・というのかもしれない・・という考考考考えがえがえがえが浮浮浮浮かんできますかんできますかんできますかんできます。。。。事事事事実実実実、、、、受精受精受精受精後後後後 32日日日日目目目目あたりのあたりのあたりのあたりの人人人人間間間間のののの胎児胎児胎児胎児のののの映映映映像像像像をををを見見見見るとるとるとると、、、、それはそれはそれはそれは、、、、まるでサまるでサまるでサまるでサカカカカナですナですナですナです。。。。それそれそれそれからからからから 48時時時時間間間間、、、、つまりつまりつまりつまり 2日後日後日後日後にはにはにはには、、、、鼻鼻鼻鼻からのどにからのどにからのどにからのどに抜抜抜抜けるけるけるける管管管管のようなものがのようなものがのようなものがのようなものが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきて、、、、おおおおよよよよそそそそ 1 週週週週間間間間のののの後後後後にはにはにはには、、、、すこしすこしすこしすこし人人人人間間間間らしいかたらしいかたらしいかたらしいかたちちちちになりますになりますになりますになります。。。。このようにしてこのようにしてこのようにしてこのようにして、、、、母母母母胎胎胎胎のののの中中中中でおでおでおでおよそよそよそよそ４０４０４０４０週週週週間間間間過過過過ごごごごしてしてしてして、、、、人人人人間間間間としてとしてとしてとして出出出出産産産産しますがしますがしますがしますが、、、、これとこれとこれとこれと同同同同じじじじプロプロプロプロセセセセスススス、、、、つまりつまりつまりつまり原原原原初初初初のののの生生生生命命命命体体体体からからからから人人人人間間間間にににに進化進化進化進化するまでするまでするまでするまで、、、、地球地球地球地球がががが駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けたけたけたけた時時時時間間間間はははは４０４０４０４０億億億億年年年年くらいということですかくらいということですかくらいということですかくらいということですからららら、、、、あえてあえてあえてあえて言言言言ってしまえってしまえってしまえってしまえばばばば、、、、おおおお母母母母さんのおなかのさんのおなかのさんのおなかのさんのおなかの中中中中でのでのでのでの 1 週週週週間間間間はははは地球地球地球地球のののの一一一一億億億億年年年年にににに相相相相当当当当するするするするということになりますということになりますということになりますということになりますねねねね。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、生物生物生物生物がもっているがもっているがもっているがもっている驚驚驚驚くくくくべべべべきききき特特特特徴徴徴徴がありますがありますがありますがあります。。。。ままままばばばばたきたきたきたきからからからから命命命命のののの不不不不可可可可思思思思議議議議さをさをさをさを実実実実感感感感させさせさせさせ、、、、算数算数算数算数のののの授授授授業業業業にまでにまでにまでにまで発展発展発展発展させるさせるさせるさせる授授授授業業業業もももも可能可能可能可能だだだだということでということでということでということですすすすねねねね。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、手手手手足足足足はどこかはどこかはどこかはどこかららららややややってきたのでしってきたのでしってきたのでしってきたのでしょょょょうかうかうかうか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、大大大大昔昔昔昔にににに、、、、地球地球地球地球にににに星星星星ががががぶぶぶぶつつつつかってきたこととかってきたこととかってきたこととかってきたことと関係関係関係関係がありますがありますがありますがあります。。。。海海海海がががが干干干干上上上上がりがりがりがり、、、、水水水水のののの中中中中にえさがなくなってにえさがなくなってにえさがなくなってにえさがなくなって、、、、陸陸陸陸地地地地のののの近近近近くまでくまでくまでくまで探探探探しにこなけれしにこなけれしにこなけれしにこなければばばばならなくなったサならなくなったサならなくなったサならなくなったサカカカカナたナたナたナたちちちちはははは、、、、前前前前とととと後後後後ののののひひひひれをれをれをれを、、、、手手手手とととと足足足足にににに進化進化進化進化ささささせてせてせてせて生生生生きききき延延延延びてきたともいわれていますびてきたともいわれていますびてきたともいわれていますびてきたともいわれています。。。。春春春春夏夏夏夏秋秋秋秋冬冬冬冬がががが生生生生じじじじたたたた原原原原因因因因もももも星星星星のののの衝衝衝衝突突突突ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも地球地球地球地球ができたてのこができたてのこができたてのこができたてのころろろろ、、、、月月月月のののの大大大大きさきさきさきさぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの星星星星ががががぶぶぶぶつかってつかってつかってつかって地球地球地球地球のののの自自自自転転転転軸軸軸軸がががが傾傾傾傾いたといういたといういたといういたというのがのがのがのが定説定説定説定説ですですですです。。。。そのおかそのおかそのおかそのおかげげげげでででで、、、、四四四四季季季季のののの変変変変化化化化としてはとしてはとしてはとしては、、、、一一一一番番番番恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた環境環境環境環境にあるのがにあるのがにあるのがにあるのが、、、、緯緯緯緯度度度度的的的的にいってにいってにいってにいって日日日日本本本本なのですなのですなのですなのですねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、そういうそういうそういうそういう宇宇宇宇宙宙宙宙進化進化進化進化のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中をををを潜潜潜潜りりりり抜抜抜抜けてけてけてけて、、、、今今今今といといといというううう私私私私たたたたちちちちのののの生生生生活活活活があるということですがあるということですがあるということですがあるということです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその衝衝衝衝突突突突のときにのときにのときにのときに、、、、地球地球地球地球のののの一一一一部部部部がががが飛飛飛飛びびびび散散散散ってってってって、、、、かたまったのがかたまったのがかたまったのがかたまったのが月月月月だだだだとととと考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。そこでそこでそこでそこで話話話話はははは飛飛飛飛躍躍躍躍しますがしますがしますがしますが、、、、おおおお月月月月様様様様ができができができができたおかたおかたおかたおかげげげげでででで音音音音楽楽楽楽があるともいえるのですがあるともいえるのですがあるともいえるのですがあるともいえるのですねねねね。。。。これもかつてこれもかつてこれもかつてこれもかつて行行行行ったったったった小小小小学学学学校校校校のののの授授授授業業業業のテーのテーのテーのテーママママででででしたしたしたした。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、月月月月があるとがあるとがあるとがあると、、、、そのそのそのその引引引引力力力力でででで、、、、地球地球地球地球のののの海海海海水水水水がががが引引引引っっっっ張張張張られられられられ、、、、潮潮潮潮のののの満満満満ちちちち引引引引きがきがきがきが起起起起ここここりますりますりますります。。。。それがそれがそれがそれが地球地球地球地球のののの自自自自転転転転にブにブにブにブレレレレーーーーキキキキをかけてをかけてをかけてをかけて自自自自転転転転をおくらせをおくらせをおくらせをおくらせ、、、、当初当初当初当初はははは一一一一日日日日がががが 8 時時時時間間間間だだだだっっっったものがたものがたものがたものが、、、、3 倍倍倍倍にににに長長長長くなってくなってくなってくなって、、、、今今今今、、、、24 時時時時間間間間になったとになったとになったとになったと考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。もしもしもしもし、、、、大大大大昔昔昔昔のののの地地地地球球球球のよのよのよのようにうにうにうに、、、、自自自自転転転転のののの速速速速さがさがさがさが今今今今のののの 3 倍倍倍倍であったとすれであったとすれであったとすれであったとすればばばば、、、、毎毎毎毎日日日日、、、、ものすものすものすものすごごごごいいいいハハハハリリリリケケケケーンがーンがーンがーンが吹吹吹吹きまくってきまくってきまくってきまくって、、、、そのそのそのその轟轟轟轟音音音音でででで音音音音楽楽楽楽どこどこどこどころろろろではなかったでしではなかったでしではなかったでしではなかったでしょょょょうううう。。。。計計計計算算算算してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、風速風速風速風速 300 メメメメートルートルートルートル。。。。音音音音だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、石石石石こここころろろろもももも飛飛飛飛んでくるしんでくるしんでくるしんでくるし、、、、砂砂砂砂もももも飛飛飛飛んでくるしんでくるしんでくるしんでくるし、、、、海海海海はははは大大大大荒荒荒荒れれれれ。。。。大大大大変変変変なななな状態状態状態状態になっていたでしになっていたでしになっていたでしになっていたでしょょょょうううう。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、おおおお月月月月様様様様があったからこそがあったからこそがあったからこそがあったからこそ、、、、音音音音楽楽楽楽がががが存存存存在在在在しえたとしえたとしえたとしえたと
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いういういういう結論結論結論結論がががが得得得得られますられますられますられます。。。。我我我我々々々々のののの体型体型体型体型もももも含含含含めてめてめてめて、、、、人人人人間間間間にににに備備備備わっているあるゆるわっているあるゆるわっているあるゆるわっているあるゆる特性特性特性特性やややや機機機機能能能能、、、、それからそれからそれからそれから文化文化文化文化とかとかとかとか文文文文明明明明にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、すすすすべべべべてててて宇宇宇宇宙宙宙宙のののの進化進化進化進化とととと大大大大きくきくきくきく関関関関わっているということでわっているということでわっているということでわっているということですすすすねねねね。。。。いいかえれいいかえれいいかえれいいかえればばばば、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの研究研究研究研究とはとはとはとは、、、、実実実実はははは人人人人間間間間をををを知知知知るためのるためのるためのるための研究研究研究研究だだだだといってもいいすといってもいいすといってもいいすといってもいいすぎぎぎぎではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、愛愛愛愛するするするする子子子子供供供供、、、、愛愛愛愛するするするする人人人人をををを抱抱抱抱きしめるそのきしめるそのきしめるそのきしめるその手手手手でででで、、、、憎憎憎憎いといといといと思思思思うううう相相相相手手手手のののの首首首首をををを絞絞絞絞めることさえできる・・・めることさえできる・・・めることさえできる・・・めることさえできる・・・。。。。このこのこのこの二二二二面面面面性性性性はどこからはどこからはどこからはどこからややややってくるのでしってくるのでしってくるのでしってくるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。それそれそれそれもももも、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙進化進化進化進化のののの中中中中でのでのでのでの哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類のののの足足足足跡跡跡跡をたどってみるとをたどってみるとをたどってみるとをたどってみると、、、、見見見見えてくるようですえてくるようですえてくるようですえてくるようです。。。。みずからのみずからのみずからのみずからの命命命命をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、相相相相手手手手をををを抹抹抹抹殺殺殺殺したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう心心心心もももも、、、、ヒヒヒヒトからトからトからトから人人人人、、、、人人人人間間間間へのプロへのプロへのプロへのプロセセセセスのスのスのスの中中中中でででで培培培培われたわれたわれたわれた特性特性特性特性のようですのようですのようですのようです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、ここでここでここでここで音音音音をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだきましきましきましきましょょょょうううう。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））このこのこのこの音音音音、、、、何何何何のののの音音音音にににに聞聞聞聞こえまこえまこえまこえますかすかすかすか？？？？おそらくおそらくおそらくおそらくカカカカエルとかエルとかエルとかエルとか小小小小鳥鳥鳥鳥のののの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声をををを連想連想連想連想されたのではないでしされたのではないでしされたのではないでしされたのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。生生生生きききき物物物物のののの声声声声にににに聞聞聞聞こえたでしこえたでしこえたでしこえたでしょょょょうううう。。。。答答答答えはえはえはえは、、、、太陽太陽太陽太陽からからからから吹吹吹吹いてくるいてくるいてくるいてくる風風風風のののの音音音音、、、、太陽太陽太陽太陽風風風風ですですですです。。。。今今今今このこのこのこの会会会会場場場場にもにもにもにも吹吹吹吹きこんでいますきこんでいますきこんでいますきこんでいます。。。。私私私私たたたたちちちちのののの耳耳耳耳にはそのままではにはそのままではにはそのままではにはそのままでは聞聞聞聞こえませんがこえませんがこえませんがこえませんが、、、、ここにアンテナをここにアンテナをここにアンテナをここにアンテナを張張張張っっっってラジてラジてラジてラジオオオオにつなにつなにつなにつなげばげばげばげば聞聞聞聞くことができますくことができますくことができますくことができます。。。。これはこれはこれはこれはオオオオーロラをーロラをーロラをーロラを起起起起こすこすこすこす原原原原因因因因にもなるにもなるにもなるにもなる太陽太陽太陽太陽からからからからのののの電子電子電子電子のののの流流流流れですれですれですれです。。。。太陽太陽太陽太陽風風風風のののの電電電電波波波波をををを音音音音にしたものとにしたものとにしたものとにしたものと、、、、生生生生きききき物物物物のののの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声がががが似似似似ているというこているというこているというこているということからとからとからとから、、、、地球地球地球地球とかとかとかとか太陽太陽太陽太陽とかというとかというとかというとかという、、、、生物生物生物生物でないものでないものでないものでないもの、、、、無無無無生物生物生物生物とととと、、、、カカカカエルとかエルとかエルとかエルとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人間間間間とかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小鳥小鳥小鳥小鳥とかというとかというとかというとかという生物生物生物生物のののの先先先先祖祖祖祖はははは共通共通共通共通のののの同同同同じじじじものかものかものかものかもしれないということがもしれないということがもしれないということがもしれないということが推推推推測測測測されますされますされますされますねねねね。。。。宇宇宇宇宙宙宙宙とととと人生人生人生人生とのかかわりはとのかかわりはとのかかわりはとのかかわりは非常非常非常非常にににに深深深深いということですいということですいということですいということです。。。。 ここでここでここでここで、、、、さきさきさきさきほほほほどのまどのまどのまどのまばばばばたきのたきのたきのたきの話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、授授授授業業業業のののの中中中中でででで、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに「「「「昔昔昔昔、、、、きみきみきみきみたたたたちちちちはおはおはおはお魚魚魚魚だだだだったよったよったよったよ」」」」とととと言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「うそーっうそーっうそーっうそーっ」」」」とととと騒騒騒騒ぎぎぎぎたてますたてますたてますたてます。。。。しかししかししかししかし、、、、よくよくよくよく考考考考えみてくえみてくえみてくえみてくだだだださいさいさいさい。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、胎胎胎胎内内内内ではではではでは、、、、羊羊羊羊水水水水のののの海海海海のののの中中中中にいましたにいましたにいましたにいましたねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、出出出出産産産産によってによってによってによって、、、、ササササカカカカナナナナというというというという生生生生きききき物物物物でいることとでいることとでいることとでいることと決決決決別別別別してしてしてして、、、、人人人人間間間間というというというという新新新新しいしいしいしい生生生生きききき物物物物になるということですになるということですになるということですになるということですねねねね。。。。出出出出産産産産のときにのときにのときにのときに、、、、勢勢勢勢いよくいよくいよくいよく「「「「おおおおぎぎぎぎゃゃゃゃああああ」」」」とととと泣泣泣泣くのはくのはくのはくのは、、、、肺肺肺肺のののの中中中中にたまったにたまったにたまったにたまった羊羊羊羊水水水水をををを吐吐吐吐きききき出出出出してしてしてして、、、、陸陸陸陸ではではではでは生生生生きられないサきられないサきられないサきられないサカカカカナからナからナからナから人人人人間間間間になるというになるというになるというになるという通通通通過過過過儀儀儀儀礼礼礼礼のようなものですのようなものですのようなものですのようなものです。。。。魚魚魚魚であるであるであるである生生生生涯涯涯涯をををを一度一度一度一度そこでそこでそこでそこで閉閉閉閉じじじじてててて、、、、人人人人間間間間になるということですになるということですになるということですになるということです。。。。あるあるあるある見見見見方方方方からすれからすれからすれからすればばばば、、、、死死死死とととと再再再再生生生生、、、、つつつつまりまりまりまり復復復復活活活活のののの物物物物語語語語ですですですです。。。。これがこれがこれがこれが宇宇宇宇宙宙宙宙のからくりですのからくりですのからくりですのからくりです。。。。星星星星にもにもにもにも誕誕誕誕生生生生がありがありがありがあり、、、、死死死死がありますががありますががありますががありますが、、、、星星星星がががが最最最最後後後後にににに爆爆爆爆発発発発してしてしてして終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、そのかけらからそのかけらからそのかけらからそのかけらから、、、、新新新新しいしいしいしい星星星星ができるということのができるということのができるということのができるということの繰繰繰繰りりりり返返返返しがしがしがしが、、、、このこのこのこの宇宇宇宇宙宙宙宙のののの「「「「いとなみいとなみいとなみいとなみ」」」」ですですですです。。。。星星星星のののの進化進化進化進化についてはについてはについてはについては、、、、後後後後でおでおでおでお話話話話ししますししますししますしします。。。。 さてさてさてさて、、、、考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、このこのこのこの地地地地上上上上にはにはにはには、、、、約約約約 4,500種種種種類類類類ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類がいますががいますががいますががいますが、、、、そのそのそのその哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間がががが持持持持っているっているっているっている特性特性特性特性はははは、、、、自分自分自分自分とはとはとはとは何何何何かというよかというよかというよかというようなことをうなことをうなことをうなことを自分自分自分自分にににに問問問問いかけいかけいかけいかけることができることですることができることですることができることですることができることです。。。。おそらくネおそらくネおそらくネおそらくネココココとかとかとかとかウウウウサギさんはサギさんはサギさんはサギさんは、「、「、「、「私私私私はははは何何何何のためにのためにのためにのために生生生生まれてきたまれてきたまれてきたまれてきたんんんんだろだろだろだろうううう」」」」などとはなどとはなどとはなどとは考考考考えてはいないでしえてはいないでしえてはいないでしえてはいないでしょょょょううううねねねね。。。。自分自分自分自分とはとはとはとは何何何何かをかをかをかを問問問問うことができるうことができるうことができるうことができる唯唯唯唯一一一一のののの生物生物生物生物はははは人人人人間間間間だだだだけのようですけのようですけのようですけのようです。。。。このこのこのこの自自自自己己己己認識認識認識認識とはとはとはとは、、、、見見見見方方方方をををを変変変変えれえれえれえればばばば、、、、自分自分自分自分ををををほほほほかとかとかとかと区区区区別別別別するするするするということなのですからということなのですからということなのですからということなのですから、、、、それにはそれにはそれにはそれには、、、、他他他他のののの存存存存在在在在がががが前前前前提提提提になりますになりますになりますになります。。。。あなたあなたあなたあなた一一一一人人人人ではではではでは、、、、存存存存在在在在のののの意意意意味味味味がががが成立成立成立成立しませんしませんしませんしません。。。。人人人人間間間間のののの存存存存在在在在にはにはにはには他他他他とのとのとのとの共存共存共存共存がががが条件条件条件条件になりますになりますになりますになります。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、自自自自分分分分がががが必必必必ずずずず死死死死ぬぬぬぬであであであであろろろろうといううといううといううという未未未未来予来予来予来予測測測測ができるというのもができるというのもができるというのもができるというのも人人人人間間間間のののの特質特質特質特質だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、おおおお伺伺伺伺いしますがいしますがいしますがいしますが、、、、皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、ごごごご自分自分自分自分のののの顔顔顔顔ををををごごごごらんになったことがおありでしらんになったことがおありでしらんになったことがおありでしらんになったことがおありでしょょょょうかうかうかうか？？？？それはそれはそれはそれは不不不不可能可能可能可能ですですですです。。。。もしもしもしもし、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの目目目目がががが顔顔顔顔からとびからとびからとびからとび出出出出してしてしてして、、、、向向向向こうからこうからこうからこうから眺眺眺眺めれめれめれめればばばばでででできるかもしれませんがきるかもしれませんがきるかもしれませんがきるかもしれませんが、、、、もしそれができたとしてももしそれができたとしてももしそれができたとしてももしそれができたとしても、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは目目目目のないのないのないのない自分自分自分自分のののの顔顔顔顔しかしかしかしか見見見見るるるることができないことができないことができないことができない。。。。鏡鏡鏡鏡でででで見見見見るるるる顔顔顔顔はははは、、、、上上上上下下下下はそのままですがはそのままですがはそのままですがはそのままですが、、、、左右左右左右左右はははは反反反反対対対対。。。。写写写写真真真真のののの中中中中のののの顔顔顔顔はとはとはとはといえいえいえいえばばばば、、、、すすすすべべべべてはてはてはては、、、、点点点点点点点点のののの集集集集合合合合でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。私私私私たたたたちちちちはははは自分自分自分自分のののの顔顔顔顔をををを見見見見ることなくることなくることなくることなく、、、、生生生生涯涯涯涯をををを終終終終えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、人人人人のののの誕誕誕誕生生生生やややや死死死死にはにはにはには立立立立ちちちち会会会会うことができますがうことができますがうことができますがうことができますが、、、、あなたあなたあなたあなた自自自自身身身身のののの誕誕誕誕生生生生やややや死死死死をあなたをあなたをあなたをあなた自自自自身身身身でででで見見見見ることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。自分自分自分自分のことはのことはのことはのことは、、、、他他他他人人人人以以以以上上上上にににに謎謎謎謎なのですなのですなのですなのです。。。。 
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さきさきさきさきほほほほどどどど、、、、人人人人間間間間はははは未未未未来予来予来予来予測測測測ができるとができるとができるとができると唯唯唯唯一一一一のののの生生生生きききき物物物物だだだだといいましたがといいましたがといいましたがといいましたが、、、、それそれそれそれ故故故故にににに、、、、人人人人間間間間にはにはにはには、、、、未未未未来来来来へのへのへのへの不不不不安安安安、、、、死死死死へのへのへのへの恐恐恐恐怖怖怖怖などがつきまとっていますなどがつきまとっていますなどがつきまとっていますなどがつきまとっています。。。。それをそれをそれをそれを解決解決解決解決するのがするのがするのがするのが、、、、宗宗宗宗教教教教やややや芸芸芸芸術術術術なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうがうがうがうが、、、、私私私私たたたたちちちちにはにはにはには未未未未来来来来がががが見見見見えないがえないがえないがえないが故故故故にににに生生生生じじじじるるるる不不不不安安安安とととと同時同時同時同時にににに、、、、そのそのそのその裏返裏返裏返裏返しとしてしとしてしとしてしとして、、、、見見見見えないがえないがえないがえないが故故故故にににに安安安安心心心心してしてしてして生生生生きられるということもありますきられるということもありますきられるということもありますきられるということもあります。。。。すすすすべべべべてててて、、、、未未未未来来来来がががが見見見見えていたらえていたらえていたらえていたら怖怖怖怖くてくてくてくて生生生生きられませんきられませんきられませんきられません。。。。あなたはあなたはあなたはあなたは何何何何月月月月何何何何日日日日のののの何何何何時時時時何何何何分分分分にににに自動自動自動自動車車車車とととと衝衝衝衝突突突突をしてをしてをしてをして、、、、怪怪怪怪我我我我をするというようなことがあらかをするというようなことがあらかをするというようなことがあらかをするというようなことがあらかじじじじめわかっていたとしたらめわかっていたとしたらめわかっていたとしたらめわかっていたとしたら、、、、怖怖怖怖くてくてくてくて生生生生きるこきるこきるこきることがでとがでとがでとができないでしきないでしきないでしきないでしょょょょうううう。。。。ですからですからですからですから、、、、未未未未来来来来がががが見見見見えないえないえないえない故故故故にににに希希希希望望望望がもてるのがもてるのがもてるのがもてるのだだだだとととと考考考考えてもいいですえてもいいですえてもいいですえてもいいですねねねね。。。。未未未未来来来来がががが確定確定確定確定していないからこそしていないからこそしていないからこそしていないからこそ、、、、夢夢夢夢をもつことができるのですをもつことができるのですをもつことができるのですをもつことができるのです。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、これもこれもこれもこれも私私私私のののの小小小小学学学学校校校校のののの特別授特別授特別授特別授業業業業でのでのでのでの話話話話なのですがなのですがなのですがなのですが、「、「、「、「自分自分自分自分のののの心心心心臓臓臓臓がががが動動動動いていたこいていたこいていたこいていたことにとにとにとに気気気気がついていたがついていたがついていたがついていた人人人人、、、、手手手手をををを上上上上げげげげてててて」、」、」、」、あるいはあるいはあるいはあるいは、「、「、「、「自分自分自分自分がががが息息息息をしていたことにをしていたことにをしていたことにをしていたことに気気気気がついてがついてがついてがついていたいたいたいた人人人人、、、、いるいるいるいる？？？？」」」」とととと問問問問いかけたことがありますいかけたことがありますいかけたことがありますいかけたことがあります。。。。大大大大半半半半のののの人人人人はははは、「、「、「、「ああああ、、、、そうかそうかそうかそうか。。。。そうそうそうそう言言言言われれわれれわれれわれればばばばそうそうそうそうだだだだったったったった」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、自分自分自分自分のののの心拍心拍心拍心拍やややや呼呼呼呼吸吸吸吸にはにはにはには気気気気づいていませんづいていませんづいていませんづいていません。。。。みなさんみなさんみなさんみなさん、、、、いかいかいかいかがでしがでしがでしがでしょょょょうううう。。。。とすれとすれとすれとすればばばば、、、、心心心心臓臓臓臓をををを動動動動かしているかしているかしているかしているのはのはのはのは、、、、いったいいったいいったいいったい誰誰誰誰なのかということになりまなのかということになりまなのかということになりまなのかということになりますすすす。。。。息息息息をするようにをするようにをするようにをするように仕仕仕仕向向向向けているのはけているのはけているのはけているのは、、、、どこのどこのどこのどこの誰誰誰誰なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうううう。。。。これはこれはこれはこれは、、、、あるあるあるあるカカカカトトトトリリリリックックックック系系系系小小小小学学学学校校校校でのでのでのでの特別授特別授特別授特別授業業業業でのことでのことでのことでのことだだだだったのですがったのですがったのですがったのですが、「、「、「、「今今今今からからからから心心心心臓臓臓臓さんにさんにさんにさんに 30 秒秒秒秒とまってもらいとまってもらいとまってもらいとまってもらいましましましましょょょょうううう。。。。心心心心臓臓臓臓さんさんさんさん、、、、もうもうもうもう動動動動いていていていてばばばばっかりいてっかりいてっかりいてっかりいて、、、、疲疲疲疲れるかられるかられるかられるから、、、、神様神様神様神様におにおにおにお願願願願いしていしていしていして、、、、30 秒秒秒秒くくくくらいらいらいらい休休休休んでもらいましんでもらいましんでもらいましんでもらいましょょょょうううう。」。」。」。」といってといってといってといって、、、、神様神様神様神様におにおにおにお祈祈祈祈りするためのりするためのりするためのりするためのババババッッッッハハハハののののココココラールをパイラールをパイラールをパイラールをパイププププオオオオルルルルガガガガンでンでンでンで弾弾弾弾いていていていて、、、、神様神様神様神様へのおへのおへのおへのお祈祈祈祈りをさせますりをさせますりをさせますりをさせます。「。「。「。「天天天天にましますにましますにましますにまします我我我我らのらのらのらの父父父父よよよよ、、、、願願願願わくはわくはわくはわくは、、、、このこのこのこの心心心心臓臓臓臓さんをとめてくさんをとめてくさんをとめてくさんをとめてくだだだださい・・・さい・・・さい・・・さい・・・」。」。」。」。純純純純真真真真なななな子子子子供供供供たたたたちちちちはははは本本本本気気気気でででで祈祈祈祈りりりりをををを奉奉奉奉げげげげますますますます。。。。でもでもでもでも、、、、心心心心臓臓臓臓はははは止止止止まりませんまりませんまりませんまりません。。。。心心心心臓臓臓臓はははは自分自分自分自分でででで動動動動きたいのですきたいのですきたいのですきたいのです。。。。動動動動きたくてきたくてきたくてきたくて仕仕仕仕方方方方がなくてがなくてがなくてがなくて、、、、自分自分自分自分でででで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命動動動動いていますいていますいていますいています。。。。だだだだとすれとすれとすれとすればばばば、、、、動動動動きたいきたいきたいきたい、、、、動動動動きたいときたいときたいときたいと思思思思っているっているっているっている心心心心臓臓臓臓さんをとめるこさんをとめるこさんをとめるこさんをとめることはとはとはとは悪悪悪悪いことかもしれないいことかもしれないいことかもしれないいことかもしれない。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、人人人人をををを殺殺殺殺すのはいけないことすのはいけないことすのはいけないことすのはいけないことだだだだということをということをということをということを理理理理解解解解ささささせるのがせるのがせるのがせるのが、、、、このこのこのこの授授授授業業業業のののの目的目的目的目的でしたでしたでしたでした。。。。 御御御御飯飯飯飯をををを食食食食べべべべるとるとるとると、、、、必必必必ずずずず胃胃胃胃液液液液がががが出出出出てててて消化消化消化消化をををを助助助助けますけますけますけます。。。。皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、御御御御飯飯飯飯をををを召召召召しししし上上上上がったがったがったがった後後後後にににに、、、、「「「「ああああああああ、、、、おいしかったおいしかったおいしかったおいしかった。。。。ごちごちごちごちそうさまそうさまそうさまそうさま。。。。さあさあさあさあ、、、、胃胃胃胃液液液液くんくんくんくん、、、、出出出出てきてくてきてくてきてくてきてくだだだださいさいさいさい」」」」とととと要要要要請請請請するするするするでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。自自自自然然然然にににに出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。誰誰誰誰がそういうがそういうがそういうがそういう命命命命令令令令をををを下下下下すのかすのかすのかすのか、、、、どうどうどうどうややややらららら、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、自分自分自分自分のののの力力力力でででで生生生生きているときているときているときていると考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは錯錯錯錯覚覚覚覚でしかないようですでしかないようですでしかないようですでしかないようです。。。。 つまりつまりつまりつまり、、、、私私私私をををを生生生生かしてくれているかしてくれているかしてくれているかしてくれている力力力力のののの源源源源泉泉泉泉はははは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな考考考考ええええ方方方方があってがあってがあってがあって、、、、宗宗宗宗教教教教をををを信信信信じじじじているているているている人人人人はははは神様神様神様神様だだだだとととと言言言言うでしうでしうでしうでしょょょょうしうしうしうし、、、、宗宗宗宗教教教教とはとはとはとは無無無無縁縁縁縁のののの人人人人はははは、、、、自自自自然然然然のからくりのからくりのからくりのからくりだだだだとととと言言言言うでしうでしうでしうでしょょょょうしうしうしうし、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、何何何何かかかか、、、、我我我我々々々々のののの力力力力がががが及及及及ばばばばないないないない、、、、超超超超自自自自然然然然的的的的なななな何何何何者者者者かというかというかというかということになりそうですことになりそうですことになりそうですことになりそうですねねねね。。。。自分自分自分自分でででで生生生生きているのではないということをきているのではないということをきているのではないということをきているのではないということを感感感感じじじじることはることはることはることは大大大大切切切切なこなこなこなことですとですとですとです。。。。 考考考考えてみれえてみれえてみれえてみればばばば、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、自分自分自分自分のののの体体体体はははは自分自分自分自分のもののもののもののものだだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、病病病病気気気気になになになになるとるとるとると、、、、ははははじじじじめてめてめてめて、、、、そうではなさそうそうではなさそうそうではなさそうそうではなさそうだだだだということにということにということにということに気気気気づきますづきますづきますづきます。。。。おなかがおなかがおなかがおなかが痛痛痛痛いいいい時時時時にににに、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと痛痛痛痛いのをいのをいのをいのをややややめてくれないかとめてくれないかとめてくれないかとめてくれないかと願願願願ってもってもってもっても、、、、時期時期時期時期がががが来来来来なけれなけれなけれなければばばばなおりませんなおりませんなおりませんなおりません。。。。自分自分自分自分のからのからのからのからだだだだはははは自分自分自分自分のののの所所所所有有有有物物物物だだだだとととと思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、錯錯錯錯覚覚覚覚でありでありでありであり妄妄妄妄想想想想ですですですです。。。。環境環境環境環境とのかかわりもとのかかわりもとのかかわりもとのかかわりも、、、、自分自分自分自分とととと環境環境環境環境はははは別別別別のもののもののもののものだだだだとととと考考考考えるえるえるえる錯錯錯錯覚覚覚覚がががが、、、、環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊ににににむむむむすびつくのすびつくのすびつくのすびつくのだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、環境環境環境環境のののの一一一一部部部部分分分分なのですなのですなのですなのです。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次のののの音音音音をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだきましきましきましきましょょょょうううう。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））これもこれもこれもこれも電電電電波波波波のののの音音音音ですがですがですがですが、、、、先先先先ほほほほどとどとどとどと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、このこのこのこの部部部部屋屋屋屋のののの中中中中にもにもにもにも満満満満ちちちちているているているている電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今からからからから 137 億億億億年年年年のののの遠遠遠遠いいいい昔昔昔昔、、、、私私私私たたたたちちちちのののの宇宇宇宇宙宙宙宙がががが、、、、1粒粒粒粒のののの光光光光からからからから爆爆爆爆発発発発するするするするようにようにようにように生生生生まれたというまれたというまれたというまれたという証拠証拠証拠証拠になるになるになるになる電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるビビビビッグッグッグッグババババンのンのンのンの残残残残りりりり火火火火のののの電電電電波波波波雑雑雑雑音音音音ですですですです。。。。最最最最近近近近になってになってになってになって、、、、宇宇宇宇宙誕宙誕宙誕宙誕生生生生のののの時期時期時期時期がががが、、、、確定確定確定確定されるきっかけになったされるきっかけになったされるきっかけになったされるきっかけになった証拠証拠証拠証拠のののの電電電電波波波波雑雑雑雑音音音音ですですですです。。。。すすすすべべべべてはてはてはては、、、、根根根根源源源源においてにおいてにおいてにおいて、、、、同同同同じじじじものかものかものかものか
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らららら始始始始まったまったまったまった。。。。ということはということはということはということは、、、、もしもしもしもし皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの足元足元足元足元にににに 1匹匹匹匹のアのアのアのアリリリリがいたとするとがいたとするとがいたとするとがいたとすると、、、、そのアそのアそのアそのアリリリリはははは、、、、
1粒粒粒粒のののの光光光光からからからから、、、、枝枝枝枝分分分分かれをするようにかれをするようにかれをするようにかれをするように分分分分かれてかれてかれてかれて、、、、さらにさらにさらにさらに枝枝枝枝分分分分かれをしてかれをしてかれをしてかれをして、、、、さらにさらにさらにさらに枝枝枝枝分分分分かれしかれしかれしかれしてててて、、、、アアアアリリリリ君君君君なりになりになりになりに 137 億億億億年年年年のののの歴史歴史歴史歴史をををを歩歩歩歩んでんでんでんで、、、、今今今今いるアいるアいるアいるアリリリリとしてとしてとしてとして存存存存在在在在しているということでしているということでしているということでしているということですすすす。。。。あなたはあなたであなたはあなたであなたはあなたであなたはあなたで、、、、137億億億億年年年年というというというという時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、分分分分岐岐岐岐をつづけをつづけをつづけをつづけ、、、、今今今今、、、、ここにあなたとここにあなたとここにあなたとここにあなたとしてしてしてして存存存存在在在在していますしていますしていますしています。。。。あなたとアあなたとアあなたとアあなたとアリリリリはははは、、、、このこのこのこの宇宇宇宇宙宙宙宙のののの中中中中ではではではでは同同同同等等等等のののの存存存存在在在在価値価値価値価値をもっているとをもっているとをもっているとをもっているということですいうことですいうことですいうことですねねねね。。。。 そこでそこでそこでそこで、、、、１１１１37億億億億年年年年前前前前にににに 1 つのものからすつのものからすつのものからすつのものからすべべべべてがてがてがてが生生生生まれたというのであれまれたというのであれまれたというのであれまれたというのであればばばば、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの存存存存在在在在はははは、、、、関関関関わりあっているということになりますわりあっているということになりますわりあっているということになりますわりあっているということになります。。。。同同同同じじじじ両両両両親親親親からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた兄弟兄弟兄弟兄弟はははは似似似似ていまていまていまていますすすすねねねね。。。。命命命命のののの源源源源がががが同同同同じじじじだだだだからですからですからですからです。。。。同様同様同様同様にににに、、、、同同同同じひじひじひじひとつとつとつとつぶぶぶぶのののの光光光光からからからから生生生生まれたのであれまれたのであれまれたのであれまれたのであればばばば、、、、すすすすべべべべてのものはかかわりてのものはかかわりてのものはかかわりてのものはかかわり合合合合っているということになりますっているということになりますっているということになりますっているということになります。。。。 皆皆皆皆さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手元元元元にあるにあるにあるにある 1 枚枚枚枚のののの紙紙紙紙。。。。そのそのそのその紙紙紙紙はははは、、、、紙紙紙紙からできているのではありませんからできているのではありませんからできているのではありませんからできているのではありませんねねねね。。。。紙紙紙紙はははは紙紙紙紙以以以以外外外外のものからできていのものからできていのものからできていのものからできていますますますます。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、樹木樹木樹木樹木ですですですです。。。。同様同様同様同様にににに、、、、あなたはあなたからであなたはあなたからであなたはあなたからであなたはあなたからできているのではなくてきているのではなくてきているのではなくてきているのではなくて、、、、あなたあなたあなたあなた以以以以外外外外のものからできているといったのものからできているといったのものからできているといったのものからできているといった方方方方がががが正正正正しいしいしいしい言言言言いいいい方方方方ですですですです。。。。紙紙紙紙のことにのことにのことにのことに話話話話をををを戻戻戻戻せせせせばばばば、、、、紙紙紙紙はパルプからはパルプからはパルプからはパルプから、、、、パルプはパルプはパルプはパルプは樹木樹木樹木樹木からからからから、、、、樹木樹木樹木樹木をををを育育育育てたのはてたのはてたのはてたのは水水水水、、、、そのそのそのその水水水水をもたらしたのはをもたらしたのはをもたらしたのはをもたらしたのは雨雨雨雨、、、、雨雨雨雨をををを降降降降らせたのはらせたのはらせたのはらせたのは雲雲雲雲、、、、雲雲雲雲をををを作作作作ったのはったのはったのはったのは太陽太陽太陽太陽のエネルギー・・・なのエネルギー・・・なのエネルギー・・・なのエネルギー・・・なのですからのですからのですからのですから、、、、このこのこのこの 1 枚枚枚枚のののの紙紙紙紙のののの中中中中にににに、、、、太陽太陽太陽太陽のののの光光光光をををを感感感感じじじじ、、、、雨雨雨雨のののの音音音音をををを聞聞聞聞きききき、、、、木木木木々々々々のそよのそよのそよのそよぎぎぎぎのののの音音音音をををを聞聞聞聞くとくとくとくと言言言言ってもってもってもっても、、、、これはこれはこれはこれは詩詩詩詩人人人人だだだだけがけがけがけが抱抱抱抱くくくく幻幻幻幻想想想想、、、、想想想想像像像像ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、科学的事科学的事科学的事科学的事実実実実だだだだということになりますということになりますということになりますということになりますねねねね。。。。それがそれがそれがそれが科学科学科学科学のののの心心心心ですですですです。。。。科学科学科学科学のののの芽芽芽芽はははは「「「「驚驚驚驚くくくく」」」」ことのことのことのことの中中中中にありにありにありにありますますますます。。。。科学科学科学科学とはとはとはとは、、、、新新新新幹幹幹幹線線線線をつくったりロをつくったりロをつくったりロをつくったりロケケケケットをットをットをットを飛飛飛飛ばばばばしたりするしたりするしたりするしたりする技術技術技術技術のことをのことをのことをのことを意意意意味味味味するするするするだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、語語語語源的源的源的源的にはにはにはには、、、、ラテンラテンラテンラテン語語語語でいうスでいうスでいうスでいうスキキキキエンテエンテエンテエンティィィィアアアア、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、驚驚驚驚いていていていて「「「「知知知知るるるる」」」」といといといということをうことをうことをうことを意意意意味味味味していますしていますしていますしています。。。。水水水水はははは何何何何からできているのでしからできているのでしからできているのでしからできているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。水水水水はははは水水水水からできているのからできているのからできているのからできているのではなくではなくではなくではなく、、、、水水水水ではないではないではないではない水水水水素素素素とかとかとかとか酸酸酸酸素素素素とからできていますとからできていますとからできていますとからできています。。。。先先先先ほほほほどもどもどもども言言言言いましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、ああああなたはあなたからできているのではありませんなたはあなたからできているのではありませんなたはあなたからできているのではありませんなたはあなたからできているのではありません。。。。あなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのはあなたをあなたにしているのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、人人人人間間間間関係関係関係関係でででで言言言言ええええばばばば他他他他者者者者ですですですです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの脳脳脳脳のののの中中中中にはにはにはには、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの記記記記憶憶憶憶、、、、きのうのきのうのきのうのきのうの記記記記憶憶憶憶、、、、おととおととおととおとといのいのいのいの記記記記憶憶憶憶、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは未未未未来来来来へのへのへのへの希希希希望望望望などがなどがなどがなどが全部全部全部全部入入入入っていますっていますっていますっています。。。。きのうきのうきのうきのう、、、、ささいなことでささいなことでささいなことでささいなことで彼彼彼彼ととととけんかをしてしまったけんかをしてしまったけんかをしてしまったけんかをしてしまった。。。。今今今今度会度会度会度会ったらったらったらったら「「「「ごごごごめんめんめんめんねねねね」」」」とととと謝謝謝謝ろろろろうなどといったようなうなどといったようなうなどといったようなうなどといったような記記記記憶憶憶憶があがあがあがあなたのなたのなたのなたの脳脳脳脳のののの中中中中にににに入入入入っていてっていてっていてっていて、、、、あなたになっているわけですからあなたになっているわけですからあなたになっているわけですからあなたになっているわけですから、、、、あなたをあなたにしていあなたをあなたにしていあなたをあなたにしていあなたをあなたにしているのはるのはるのはるのは、、、、人人人人とのつながりとのつながりとのつながりとのつながりだだだだけをけをけをけを考考考考えてもえてもえてもえても、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなななな人人人人とのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそとのかかわりがあってこそ、、、、あなあなあなあなたになっているわけでしたになっているわけでしたになっているわけでしたになっているわけでしょょょょうううう。。。。すすすすべべべべてはてはてはては、、、、他他他他とのかかわりにおいてとのかかわりにおいてとのかかわりにおいてとのかかわりにおいて、、、、存存存存在在在在しているというしているというしているというしているということですことですことですことですねねねね。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろなものとなものとなものとなものと共存共存共存共存できるできるできるできる条件条件条件条件といえといえといえといえばばばば、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが、、、、同質同質同質同質のものであったのものであったのものであったのものであったらららら、、、、安安安安定定定定なななな存存存存在在在在はありえませはありえませはありえませはありえませんんんん。。。。例例例例ええええばばばば、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの中中中中のののの電電電電荷荷荷荷のののの量量量量はははは、、、、プラスのプラスのプラスのプラスの電気電気電気電気のののの量量量量ととととママママイナスのイナスのイナスのイナスの電気電気電気電気のののの量量量量ははははほほほほとんどとんどとんどとんど同同同同じじじじ。。。。もしプラスのもしプラスのもしプラスのもしプラスの電気電気電気電気のののの量量量量がががが多多多多いといといといと、、、、余余余余分分分分になったプラスになったプラスになったプラスになったプラスのののの電気同電気同電気同電気同士士士士はははは同同同同じじじじ符符符符号号号号ですからですからですからですから反反反反発発発発しますしますしますします。。。。もうもうもうもう少少少少しししし具具具具体的体的体的体的にいえにいえにいえにいえばばばば、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの中中中中でででで、、、、プラプラプラプラスのスのスのスの電気電気電気電気ととととママママイナスのイナスのイナスのイナスの電気電気電気電気ののののババババランスがランスがランスがランスが 5%違違違違っているとっているとっているとっていると、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙はははは 100 分分分分のののの 1秒秒秒秒ででででババババランスランスランスランスをををを崩崩崩崩しししし、、、、壊壊壊壊れてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、安安安安定定定定なななな宇宇宇宇宙宙宙宙がががが存存存存在在在在するためにはするためにはするためにはするためには、、、、プラスのプラスのプラスのプラスの電気電気電気電気ととととママママイナスのイナスのイナスのイナスの電気電気電気電気というというというという反反反反対対対対のののの性質性質性質性質をもつをもつをもつをもつ電電電電荷荷荷荷のののの量量量量ががががほほほほとんどとんどとんどとんど同同同同じじじじ、、、、いいかえれいいかえれいいかえれいいかえればばばば、、、、反反反反対対対対のものものものものののの同同同同士士士士がががが仲仲仲仲良良良良くくくく共存共存共存共存していなけれしていなけれしていなけれしていなければばばばならないということですならないということですならないということですならないということです。。。。 今今今今、、、、このこのこのこの机机机机のののの上上上上にタにタにタにタオオオオルがありますルがありますルがありますルがあります。。。。これをこれをこれをこれを持持持持ちちちち上上上上げげげげてててて手手手手をををを放放放放しますしますしますします。。。。落落落落ちちちちますますますますねねねね。。。。ななななぜぜぜぜでしでしでしでしょょょょうううう。。。。地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っているからですっているからですっているからですっているからです。。。。皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っていますっていますっていますっています。。。。しかししかししかししかし、、、、地球地球地球地球のののの中心中心中心中心にににに向向向向かってかってかってかって落落落落ちちちちていきませんていきませんていきませんていきません。。。。それはそれはそれはそれは、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの体体体体をををを、、、、地球地球地球地球がががが引引引引っっっっ張張張張っているっているっているっている力力力力とととと同同同同じじじじ大大大大きさのきさのきさのきさの力力力力でででで椅椅椅椅子子子子がががが反反反反対対対対にににに押押押押しししし返返返返しているからですしているからですしているからですしているからです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、世世世世のののの中中中中のののの「「「「ものものものもの」」」」がががが存存存存在在在在するためにはするためにはするためにはするためには、、、、反反反反対対対対のものがのものがのものがのものが同同同同じじじじ量量量量あってあってあってあって、、、、互互互互いにいにいにいにババババランスしていないとランスしていないとランスしていないとランスしていないと存存存存在在在在できできできでき
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ないのですないのですないのですないのです。。。。善善善善とととと悪悪悪悪もももも同同同同じじじじですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、親親親親鸞聖鸞聖鸞聖鸞聖人人人人のののの『『『『歎歎歎歎異異異異抄抄抄抄』』』』のののの中中中中にににに、、、、善善善善人人人人とととと悪悪悪悪人人人人のパのパのパのパララララドドドドックスについてックスについてックスについてックスについて言及言及言及言及したしたしたした有有有有名名名名なななな一一一一節節節節がありますががありますががありますががありますが、、、、ここではここではここではここでは、、、、あるあるあるある小小小小学学学学校校校校でのでのでのでの授授授授業体業体業体業体験験験験をおをおをおをお話話話話しまししまししまししましょょょょうううう。。。。そこでのそこでのそこでのそこでの授授授授業業業業テーテーテーテーママママはははは、、、、あるあるあるある同同同同じじじじ事事事事柄柄柄柄がががが、、、、良良良良いことになったりいことになったりいことになったりいことになったり悪悪悪悪いいいいことになったりすることになったりすることになったりすることになったりする例例例例をををを考考考考えさせるものでしたえさせるものでしたえさせるものでしたえさせるものでした。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい体体体体験験験験をををを聞聞聞聞かせてくかせてくかせてくかせてくれたれたれたれた児童児童児童児童がいましたがいましたがいましたがいました。「。「。「。「私私私私のおのおのおのお母母母母さんはたくさんのさんはたくさんのさんはたくさんのさんはたくさんの本本本本をををを読読読読みなさいといつもみなさいといつもみなさいといつもみなさいといつも私私私私にににに言言言言いますいますいますいます。。。。だだだだからからからから、、、、わたしがわたしがわたしがわたしが本本本本をををを読読読読んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、とてもとてもとてもとても喜喜喜喜んでくれるのでんでくれるのでんでくれるのでんでくれるので、、、、本本本本をををを読読読読むむむむこここことはおとはおとはおとはお母母母母さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって、、、、いいこといいこといいこといいことだだだだとととと思思思思っていましたっていましたっていましたっていました、、、、あるあるあるある日日日日のことのことのことのこと、、、、本本本本をををを読読読読んでいるとんでいるとんでいるとんでいると、、、、おおおお母母母母さんがさんがさんがさんが声声声声をかけましたをかけましたをかけましたをかけました。。。。““““おおおお母母母母さんさんさんさん忙忙忙忙しいからしいからしいからしいから、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと手手手手伝伝伝伝ってくれないってくれないってくれないってくれない？？？？””””とととと。。。。こここここでこでこでこで、、、、おおおお母母母母さんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずのさんにとっていいことであるはずの本本本本をををを今今今今読読読読んでいるのんでいるのんでいるのんでいるのだだだだからからからから、、、、といっておといっておといっておといってお母母母母さんのおさんのおさんのおさんのお手手手手伝伝伝伝いをいをいをいを断断断断ったらったらったらったら、、、、本本本本をををを読読読読んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが、、、、おおおお母母母母さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって突突突突然然然然、、、、悪悪悪悪いことにいことにいことにいことになってしまうなってしまうなってしまうなってしまう」」」」というのですというのですというのですというのです。。。。皆皆皆皆さんはどのようにおさんはどのようにおさんはどのようにおさんはどのようにお思思思思いですかいですかいですかいですか？？？？考考考考えてみれえてみれえてみれえてみればばばば非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ですですですですねねねね。。。。 あるあるあるある日日日日、、、、立立立立場場場場がががが違違違違ええええばばばば、、、、突突突突然然然然にににに、、、、善善善善がががが悪悪悪悪になるということもあるということですになるということもあるということですになるということもあるということですになるということもあるということです。。。。金子金子金子金子みすみすみすみすゞゞゞゞというというというという人人人人のよくのよくのよくのよく知知知知られたられたられたられた詩詩詩詩がありますがありますがありますがあります。「。「。「。「すずめのかあさんすずめのかあさんすずめのかあさんすずめのかあさん」」」」というタイトルのというタイトルのというタイトルのというタイトルの詩詩詩詩でででですすすす。「。「。「。「子子子子どもがどもがどもがどもが子子子子すずめつかまえたすずめつかまえたすずめつかまえたすずめつかまえた。。。。そのそのそのその子子子子のかあさんわらってたのかあさんわらってたのかあさんわらってたのかあさんわらってた。。。。すずめすずめすずめすずめのかあさんそれのかあさんそれのかあさんそれのかあさんそれみてたみてたみてたみてた。。。。おおおお屋屋屋屋根根根根でででで鳴鳴鳴鳴かずにそれかずにそれかずにそれかずにそれ見見見見てたてたてたてた」。」。」。」。人人人人間間間間のののの子子子子供供供供がががが、、、、どこからかどこからかどこからかどこからか落落落落ちちちちてきたてきたてきたてきた子子子子スズスズスズスズメメメメををををつかまえましたつかまえましたつかまえましたつかまえました。。。。そのそのそのその人人人人間間間間のののの子子子子のおのおのおのお母母母母さんはさんはさんはさんは、「、「、「、「よくつかまえたよくつかまえたよくつかまえたよくつかまえたねねねね」」」」とととと言言言言ってにこにこってにこにこってにこにこってにこにこ笑笑笑笑っっっっていましたていましたていましたていました。。。。一方一方一方一方、、、、自分自分自分自分のののの子子子子供供供供をををを人人人人間間間間につかまえられたスズにつかまえられたスズにつかまえられたスズにつかまえられたスズメメメメのおのおのおのお母母母母さんはさんはさんはさんは、、、、心心心心配配配配とととと恐恐恐恐ろろろろしさのあまりしさのあまりしさのあまりしさのあまり、、、、屋屋屋屋根根根根のののの上上上上でででで、、、、鳴鳴鳴鳴くこともできずにいるくこともできずにいるくこともできずにいるくこともできずにいる、、、、というというというという情情情情景景景景ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つつつつ。。。。これこれこれこれもももも有有有有名名名名なななな詩詩詩詩ですからですからですからですから、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんもごごごご存存存存じじじじだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、「、「、「、「大大大大漁漁漁漁」」」」というというというという詩詩詩詩をををを読読読読んでみましんでみましんでみましんでみましょょょょうううう。「。「。「。「朝朝朝朝焼焼焼焼小小小小焼焼焼焼だだだだ、、、、大大大大漁漁漁漁だだだだ。。。。大大大大羽羽羽羽鰯鰯鰯鰯のののの大大大大漁漁漁漁だだだだ。。。。濱濱濱濱はははは祭祭祭祭りのりのりのりのややややううううだだだだけどけどけどけど、、、、海海海海のなかではのなかではのなかではのなかでは何何何何萬萬萬萬のののの、、、、鰯鰯鰯鰯のとのとのとのとむむむむららららひひひひするするするするだだだだらうらうらうらう」。」。」。」。漁漁漁漁師師師師はははは、、、、魚魚魚魚がとれなけれがとれなけれがとれなけれがとれなければばばば生生生生きていけませんからきていけませんからきていけませんからきていけませんから、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの魚魚魚魚がとれたとがとれたとがとれたとがとれたと言言言言っておっておっておってお祝祝祝祝いをするのはいをするのはいをするのはいをするのは当当当当然然然然のことですのことですのことですのことです。。。。そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの仲仲仲仲間間間間をををを人人人人間間間間にににに殺殺殺殺されたイワシされたイワシされたイワシされたイワシ君君君君たたたたちちちちがががが、、、、海海海海のののの中中中中でおでおでおでお葬葬葬葬式式式式をするというのもをするというのもをするというのもをするというのも、、、、うなずけることですうなずけることですうなずけることですうなずけることです。。。。同同同同じじじじことがことがことがことが、、、、立立立立場場場場をををを変変変変えるとえるとえるとえると、、、、このようにこのようにこのようにこのように豹豹豹豹変変変変するということですするということですするということですするということですねねねね。。。。一体一体一体一体、、、、善善善善とととと悪悪悪悪といといといというのはうのはうのはうのは何何何何をもってをもってをもってをもって区区区区別別別別されるのでしされるのでしされるのでしされるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。左左左左手手手手にににに聖聖聖聖書書書書をををを持持持持ちちちち、、、、右右右右側側側側にににに剣剣剣剣をををを持持持持ってってってって正正正正義義義義ののののためにためにためにために相相相相手手手手をををを殺殺殺殺すということもすということもすということもすということも大大大大義義義義名名名名分分分分のののの下下下下にににに認認認認められてきためられてきためられてきためられてきた我我我我々々々々人人人人間間間間ですですですです。。。。ほほほほんとうにんとうにんとうにんとうにそれはそれはそれはそれは正正正正義義義義なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。相相相相手手手手とととと自分自分自分自分のののの立立立立場場場場ををををひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、それはどそれはどそれはどそれはどうなるのでしうなるのでしうなるのでしうなるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そんなことをそんなことをそんなことをそんなことを考考考考ええええ、、、、悩悩悩悩むむむむことができるのもことができるのもことができるのもことができるのも、、、、哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間だだだだけですけですけですけです。。。。ジジジジャャャャンンンンヌヌヌヌ・ダルクとは・ダルクとは・ダルクとは・ダルクとは何何何何であったのかであったのかであったのかであったのか。。。。イエス・イエス・イエス・イエス・キキキキリリリリストのストのストのストの処処処処刑刑刑刑とはとはとはとは何何何何であっであっであっであったのかたのかたのかたのか。。。。死死死死刑刑刑刑とはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。難難難難しいしいしいしい問問問問題題題題ですですですです。。。。 たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、ＡＡＡＡとととと B をををを比比比比べべべべてててて、、、、A がががが B よりよりよりより大大大大きいきいきいきい。。。。ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、B ののののほほほほうがうがうがうが A よりよりよりより大大大大きいきいきいきい、、、、といったといったといったといった議議議議論論論論がくりがくりがくりがくりひひひひろげろげろげろげられているとしましられているとしましられているとしましられているとしましょょょょうううう。。。。これをこれをこれをこれを、、、、どどどどちちちちらのらのらのらの立立立立場場場場のののの人人人人にもにもにもにも、、、、納納納納得得得得してもらうようにしてもらうようにしてもらうようにしてもらうように共存共存共存共存させるにはどうしたらいいでしさせるにはどうしたらいいでしさせるにはどうしたらいいでしさせるにはどうしたらいいでしょょょょうかうかうかうか。。。。A とととと B ををををひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えることにすれえることにすれえることにすれえることにすればばばば、、、、結局結局結局結局ＡＡＡＡ＝＝＝＝ＢＢＢＢにならにならにならにならざざざざるをえなくなってしまうるをえなくなってしまうるをえなくなってしまうるをえなくなってしまう。。。。物理物理物理物理のののの話話話話でいえでいえでいえでいえばばばば、、、、原子原子原子原子核核核核のののの中中中中ではではではでは、、、、陽陽陽陽子子子子とととと中中中中性子性子性子性子がががが、、、、中間中間中間中間子子子子というというというという粒粒粒粒子子子子をををを放放放放出出出出したりしたりしたりしたり吸吸吸吸収収収収したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、たがたがたがたがいにいにいにいに姿姿姿姿をををを入入入入れれれれ替替替替えることによってえることによってえることによってえることによって、、、、結結結結びついているのですがびついているのですがびついているのですがびついているのですが、、、、たがいのたがいのたがいのたがいの立立立立場場場場をををを入入入入れれれれ替替替替えるえるえるえるというというというという操操操操作作作作がががが新新新新しいパラダイムをつくりしいパラダイムをつくりしいパラダイムをつくりしいパラダイムをつくりだだだだすということになりますすということになりますすということになりますすということになります。。。。互互互互いにいにいにいに入入入入れれれれ替替替替わりなわりなわりなわりながらがらがらがら同同同同等等等等のののの存存存存在在在在価値価値価値価値をををを認認認認めめめめ合合合合うということはうということはうということはうということは、、、、後後後後でもでもでもでも触触触触れますがれますがれますがれますが、、、、シンパシーからエンパシンパシーからエンパシンパシーからエンパシンパシーからエンパシーシーシーシー、、、、共共共共感感感感へのへのへのへの転転転転換換換換をををを意意意意味味味味しますしますしますします。。。。それがそれがそれがそれが共存共存共存共存ですですですです。。。。人人人人間間間間同同同同士士士士のかかわりでいえのかかわりでいえのかかわりでいえのかかわりでいえばばばば、「、「、「、「私私私私ととととあなたあなたあなたあなた」」」」からからからから「「「「あなたとあなたとあなたとあなたと私私私私」」」」ににににひひひひっくりっくりっくりっくり返返返返してしてしてして考考考考えてみるといえてみるといえてみるといえてみるということですうことですうことですうことです。。。。 

  困困困困ったったったった話話話話でいえでいえでいえでいえばばばば、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに核核核核兵兵兵兵器器器器をををを保保保保有有有有するというのもするというのもするというのもするというのも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが、、、、保保保保有有有有することすることすることすることによってによってによってによって、、、、牽牽牽牽制制制制しししし合合合合いいいい、、、、ババババランスをランスをランスをランスを保保保保っているっているっているっている状態状態状態状態であるともいえますであるともいえますであるともいえますであるともいえます。。。。しかししかししかししかし、、、、牽牽牽牽制制制制にににに
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使使使使うエネルギーをもっとうエネルギーをもっとうエネルギーをもっとうエネルギーをもっと別別別別のことにのことにのことにのことに使使使使ってってってってババババランスをランスをランスをランスを保保保保つつつつ方方方方策策策策もあるでしもあるでしもあるでしもあるでしょょょょうううう。。。。そのそのそのその問問問問題題題題をををを考考考考えることにこそえることにこそえることにこそえることにこそ、、、、エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを使使使使いたいものですいたいものですいたいものですいたいものです。。。。 

  幸幸幸幸せとせとせとせと不不不不幸幸幸幸もももも同同同同じじじじですですですです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの幸幸幸幸せをせをせをせを支支支支えているものはえているものはえているものはえているものは他他他他者者者者のののの不不不不幸幸幸幸かもしれませんかもしれませんかもしれませんかもしれません。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、世世世世のののの中中中中はははは、、、、そのようにそのようにそのようにそのように反反反反対対対対のものがのものがのものがのものがババババランスすることによってランスすることによってランスすることによってランスすることによって成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。だだだだからこそからこそからこそからこそ、、、、良良良良い・い・い・い・悪悪悪悪いいいい、、、、白白白白・・・・黒黒黒黒というというというという二二二二分分分分法法法法ではではではでは解決解決解決解決できないできないできないできない。。。。今今今今のののの世世世世のののの中中中中のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、ほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが二二二二分分分分法法法法でものでものでものでものごごごごとをとをとをとを処処処処理理理理してしまうしてしまうしてしまうしてしまう傾傾傾傾向向向向がががが著著著著しくしくしくしく強強強強いことですいことですいことですいことです。。。。彼彼彼彼はははは悪悪悪悪いこといこといこといことをしたをしたをしたをした、、、、だだだだからからからから罰罰罰罰してしてしてしてやろやろやろやろうううう、、、、刑罰刑罰刑罰刑罰をををを与与与与えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、みんながみんながみんながみんなが安安安安心心心心してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。国国国国家家家家でさえもでさえもでさえもでさえも、、、、法法法法によってによってによってによって、、、、相相相相手手手手のののの死死死死をををを望望望望むむむむ傾傾傾傾向向向向がががが強強強強まってきているまってきているまってきているまってきている世世世世情情情情がががが心心心心配配配配ですですですです。。。。できできできできごごごごとのとのとのとの結結結結果果果果だだだだけからけからけからけから一一一一義義義義的的的的にににに判判判判断断断断するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、そのそのそのその結結結結果果果果にににに至至至至ったプロったプロったプロったプロセセセセスをスをスをスを考考考考えるこえるこえるこえることこそとこそとこそとこそ大大大大切切切切なのではないでしなのではないでしなのではないでしなのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 伊伊伊伊勢勢勢勢名物名物名物名物のののの““““赤赤赤赤福福福福ももももちちちち””””のののの問問問問題題題題をををを考考考考えてみましえてみましえてみましえてみましょょょょうううう。。。。世世世世間間間間はははは赤赤赤赤福福福福をををを袋袋袋袋たたきにしましたたたきにしましたたたきにしましたたたきにしました。。。。たしかにたしかにたしかにたしかに、、、、責責責責められるめられるめられるめられるべべべべきききき点点点点はありましはありましはありましはありましたがたがたがたが、、、、かといってかといってかといってかといって赤赤赤赤福福福福だだだだけがけがけがけが責責責責められれめられれめられれめられればばばばすすすすむむむむここここととととだだだだったのでしったのでしったのでしったのでしょょょょうかうかうかうか。。。。そのそのそのその問問問問題題題題をををを私私私私がががが考考考考えるきっかけになったのはえるきっかけになったのはえるきっかけになったのはえるきっかけになったのは、、、、あるあるあるある大学大学大学大学のののの大学大学大学大学院院院院生生生生からからからから聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話でしたでしたでしたでした。。。。彼彼彼彼がががが伊伊伊伊勢勢勢勢にににに民民民民族族族族学学学学のののの調調調調査査査査にににに来来来来たときのことたときのことたときのことたときのこと、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく伊伊伊伊勢勢勢勢にににに来来来来たたたたののののだだだだからとからとからとからと赤赤赤赤福福福福のののの本本本本店店店店にににに行行行行っておもっておもっておもっておもちちちちをををを買買買買いいいい、、、、郷郷郷郷里里里里にににに戻戻戻戻ってってってって、、、、友友友友達達達達にあにあにあにあげげげげたとこたとこたとこたところろろろ、、、、そのそのそのその友友友友達達達達がががが「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。これこれこれこれ、、、、どこでどこでどこでどこで買買買買ったのったのったのったの？？？？    名名名名古古古古屋屋屋屋、、、、それともそれともそれともそれとも京京京京都都都都のののの駅駅駅駅？？？？」」」」とととと、、、、こうこうこうこう言言言言ったのったのったのったのだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。なるなるなるなるほほほほどどどど、、、、名物名物名物名物はははは、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にににに行行行行ってってってって買買買買ってこそってこそってこそってこそ、、、、初初初初めてめてめてめて名物名物名物名物なのなのなのなのにににに、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも買買買買えるということはえるということはえるということはえるということは、、、、赤赤赤赤福福福福自体自体自体自体のアイのアイのアイのアイデデデデンテンテンテンティィィィテテテティィィィーがーがーがーが消消消消失失失失ししししているというているというているというているということことことことだだだだったのですったのですったのですったのですねねねね。。。。このアイこのアイこのアイこのアイデデデデンテンテンテンティィィィテテテティィィィーのーのーのーの消消消消失失失失にににに一一一一役役役役買買買買ったったったった責責責責任任任任はははは、、、、世世世世間間間間にもあっにもあっにもあっにもあったのではないでしたのではないでしたのではないでしたのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、赤赤赤赤福福福福をさんをさんをさんをさんざざざざんんんん袋袋袋袋だだだだたきにしたたきにしたたきにしたたきにした人人人人たたたたちちちちはははは、、、、営営営営業業業業がががが再再再再開開開開されたされたされたされた途途途途端端端端、、、、おおおお店店店店にどっとにどっとにどっとにどっと押押押押しかけてしかけてしかけてしかけて、、、、現在現在現在現在ではではではでは、、、、入入入入手手手手困困困困難難難難になってしまったになってしまったになってしまったになってしまった。。。。北北北北海道海道海道海道銘銘銘銘菓菓菓菓のののの「「「「白白白白いいいい恋恋恋恋人人人人」」」」もそうでしたもそうでしたもそうでしたもそうでしたねねねね。。。。先先先先日日日日、、、、札札札札幌幌幌幌にににに出出出出張張張張したしたしたした折折折折にににに、、、、どこにいってもどこにいってもどこにいってもどこにいっても、、、、売売売売れれれれ切切切切れのれのれのれの札札札札ばばばばかりがかりがかりがかりが目目目目にににに付付付付きましたきましたきましたきました。。。。かつてかつてかつてかつて、、、、国国国国をあをあをあをあげげげげてててて非非非非難難難難したはずのおしたはずのおしたはずのおしたはずのお菓菓菓菓子子子子がががが、、、、今今今今度度度度はははは、、、、作作作作ってもってもってもっても作作作作ってもってもってもっても売売売売れにれにれにれに売売売売れてれてれてれて品薄品薄品薄品薄になってしまう・・になってしまう・・になってしまう・・になってしまう・・。。。。世世世世のののの中中中中ののののババババランスがランスがランスがランスが、、、、どどどどこかでこかでこかでこかで狂狂狂狂ってしまっってしまっってしまっってしまっているようですているようですているようですているようですねねねね。。。。創創創創造造造造とととと破滅破滅破滅破滅がくりかえされているようにがくりかえされているようにがくりかえされているようにがくりかえされているように思思思思われてわれてわれてわれてなりませんなりませんなりませんなりません。。。。しかししかししかししかし、、、、一一一一見見見見するとするとするとすると矛盾矛盾矛盾矛盾ともともともとも思思思思えるこれらのえるこれらのえるこれらのえるこれらの現現現現象象象象ををををひひひひとくくりにしてとくくりにしてとくくりにしてとくくりにして論論論論じじじじたたたたのがのがのがのが、、、、宮宮宮宮沢沢沢沢賢賢賢賢治治治治でしたでしたでしたでした。「。「。「。「農農農農民民民民芸芸芸芸術術術術概概概概論論論論綱綱綱綱要要要要」」」」のののの中中中中のののの最最最最後後後後にににに書書書書かれているかれているかれているかれている有有有有名名名名なななな１１１１節節節節、「、「、「、「永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成これこれこれこれ完完完完成成成成であるであるであるである」。」。」。」。あるあるあるある見見見見方方方方からすれからすれからすれからすればばばば、、、、結結結結果果果果よりプロよりプロよりプロよりプロセセセセスがスがスがスが大大大大切切切切だだだだということということということということですですですですねねねね。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、生生生生成成成成、、、、消消消消滅滅滅滅はははは同時同時同時同時進進進進行行行行でででで起起起起こっていてこっていてこっていてこっていて、、、、全全全全体体体体としてとしてとしてとして、、、、見見見見通通通通さないかさないかさないかさないかぎぎぎぎりりりり、、、、ほほほほんとうのことはんとうのことはんとうのことはんとうのことは見見見見えてこないということでしえてこないということでしえてこないということでしえてこないということでしょょょょうううう。。。。さきさきさきさきほほほほどもおどもおどもおどもお話話話話ししたことですがししたことですがししたことですがししたことですが、、、、誰誰誰誰かがかがかがかが悪悪悪悪いことしたいことしたいことしたいことした。。。。それならそれならそれならそれならばばばば、、、、罰罰罰罰しようしようしようしよう。。。。どどどどうしてそうなったかうしてそうなったかうしてそうなったかうしてそうなったか、、、、はははは別別別別にしてにしてにしてにして、、、、そのそのそのその結結結結果果果果にににに対対対対してしてしてして制制制制裁裁裁裁をををを加加加加えることでえることでえることでえることで、、、、安安安安心心心心してしまうというしてしまうというしてしまうというしてしまうという構構構構図図図図はははは、、、、典典典典型的型的型的型的なななな二二二二分分分分法法法法でででで、、、、そそそそれがれがれがれが現代現代現代現代のののの特特特特徴徴徴徴でもあるのですがでもあるのですがでもあるのですがでもあるのですが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような考考考考ええええ方方方方はははは、、、、人人人人間間間間とととと動動動動物物物物のののの違違違違いをいをいをいを峻峻峻峻別別別別しようしようしようしようとするとするとするとするキキキキリリリリストストストスト教教教教的的的的なななな考考考考ええええ方方方方ともともともとも関関関関わっているようにわっているようにわっているようにわっているように思思思思えてなりませんえてなりませんえてなりませんえてなりません。。。。それはそれはそれはそれは、、、、神様神様神様神様かかかからみてらみてらみてらみて、、、、人人人人間間間間をををを動動動動物物物物とはとはとはとは別物別物別物別物としてとしてとしてとして特別特別特別特別扱扱扱扱いにしたいにしたいにしたいにした考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙論論論論のののの視視視視点点点点かかかからららら人人人人間間間間のののの進化進化進化進化をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、人人人人間間間間はははは、、、、動動動動物物物物のののの延延延延長戦上長戦上長戦上長戦上にいるにいるにいるにいる存存存存在在在在でしでしでしでしょょょょうううう。。。。このことをこのことをこのことをこのことを主主主主張張張張したダーしたダーしたダーしたダーウィウィウィウィンがあるンがあるンがあるンがある時期時期時期時期、、、、非常非常非常非常にににに迫害迫害迫害迫害されたのもされたのもされたのもされたのも、、、、動動動動物物物物とととと人人人人間間間間をををを峻峻峻峻別別別別するするするするキキキキリリリリストストストスト教教教教思思思思想想想想とととと相相相相容容容容れなかったからなのかもしれませんれなかったからなのかもしれませんれなかったからなのかもしれませんれなかったからなのかもしれません。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、日日日日本本本本のののの神神神神道道道道はおおらかではおおらかではおおらかではおおらかですすすすねねねね。。。。石石石石にもにもにもにも水水水水にもにもにもにも火火火火のののの中中中中にもにもにもにも、、、、すすすすべべべべてててて神様神様神様神様がががが宿宿宿宿っていてっていてっていてっていて、、、、崇崇崇崇拝拝拝拝しますしますしますします。。。。それをアニミズそれをアニミズそれをアニミズそれをアニミズムというムというムというムという言言言言いいいい方方方方ででででひひひひとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいないとくくりにしてしまうのはもったいない考考考考ええええ方方方方でででで、、、、むむむむししししろろろろ、、、、西西西西欧欧欧欧ではではではでは、、、、「「「「ススススピピピピリチュリチュリチュリチュアアアアリリリリテテテティィィィ」」」」などといってなどといってなどといってなどといって関関関関心心心心をもたれはをもたれはをもたれはをもたれはじじじじめているようですめているようですめているようですめているようです。。。。二二二二分分分分法法法法がががが根根根根強強強強いいいい西西西西欧欧欧欧のののの考考考考ええええ方方方方とととと、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを包包包包括括括括してしまおうというしてしまおうというしてしまおうというしてしまおうという日日日日本本本本のののの考考考考ええええ方方方方のののの源源源源泉泉泉泉はははは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく風風風風土土土土のののの違違違違いによるものかもしれませんいによるものかもしれませんいによるものかもしれませんいによるものかもしれません。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠とととと森森森森のののの違違違違いですいですいですいです。。。。砂漠砂漠砂漠砂漠でででで見見見見るるるる星星星星とととと森森森森
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でででで見見見見るるるる星星星星とはとはとはとは、、、、まったくまったくまったくまったく様様様様相相相相がががが違違違違いますいますいますいます。。。。砂漠砂漠砂漠砂漠でででで見見見見るるるる星星星星はははは、、、、日日日日本本本本でででで見見見見るるるる星星星星とはとはとはとは違違違違っていてっていてっていてっていて、、、、天天天天とととと地地地地をををを歴歴歴歴然然然然とととと分分分分けていてけていてけていてけていて人人人人間間間間をををを寄寄寄寄せせせせ付付付付けないけないけないけない雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気をををを漂漂漂漂わせていますわせていますわせていますわせています。。。。しれはしれはしれはしれは、、、、全全全全くくくく人人人人間間間間のののの世界世界世界世界とととと隔隔隔隔絶絶絶絶されたとこされたとこされたとこされたところろろろにににに光光光光っているっているっているっている絶絶絶絶対対対対的的的的存存存存在在在在、、、、神神神神のののの世界世界世界世界のようでもありますのようでもありますのようでもありますのようでもあります。。。。どどどどんなにんなにんなにんなに手手手手をををを伸伸伸伸ばばばばしてみてもしてみてもしてみてもしてみても、、、、届届届届かないかないかないかない天天天天上上上上のののの世界世界世界世界ですですですです。。。。一方一方一方一方、、、、日日日日本本本本のようなのようなのようなのような風風風風土土土土のののの中中中中ではではではでは、、、、森森森森のののの中中中中にはにはにはには、、、、おおおおだやだやだやだやかなかなかなかな霊霊霊霊気気気気がががが漂漂漂漂いいいい、、、、小小小小さなさなさなさな虫虫虫虫からからからから大大大大きなきなきなきな樹木樹木樹木樹木までがまでがまでがまでが、、、、共存共存共存共存していてしていてしていてしていて、、、、そそそそのののの上上上上ににににややややさしいさしいさしいさしい星星星星のののの光光光光がきらきらがきらきらがきらきらがきらきら光光光光りながらりながらりながらりながら見見見見守守守守っているといったようなっているといったようなっているといったようなっているといったような平平平平和和和和なななな情情情情景景景景があがあがあがありますりますりますります。。。。八八八八百百百百万万万万のののの神神神神のののの世界世界世界世界ですですですですねねねね。。。。そのようにそのようにそのようにそのように、、、、環境環境環境環境によっによっによっによってててて人人人人間間間間のののの考考考考ええええ方方方方ややややものものものものごごごごとのとのとのとの判判判判断断断断基基基基準準準準にはにはにはには大大大大きなきなきなきな違違違違いがでてくるのはいがでてくるのはいがでてくるのはいがでてくるのは当当当当然然然然のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、日日日日本本本本人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、外外外外国国国国のののの人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、すすすすべべべべてのてのてのての人人人人たたたたちちちちにとってえこにとってえこにとってえこにとってえこひひひひいきしないでいきしないでいきしないでいきしないで存存存存在在在在するものはといえするものはといえするものはといえするものはといえばばばば、、、、それそれそれそれはははは宇宇宇宇宙宙宙宙でありでありでありであり、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙的的的的視視視視点点点点からからからから人類人類人類人類にとってにとってにとってにとって普普普普遍遍遍遍的的的的なななな存存存存在在在在のののの価値価値価値価値をををを見見見見つけてつけてつけてつけていこうというのはいこうというのはいこうというのはいこうというのは、、、、とてもとてもとてもとても意意意意味味味味のあることのあることのあることのあることだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。さきさきさきさきほほほほどどどど、「、「、「、「永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成これこれこれこれ完完完完成成成成であるであるであるである」」」」というおというおというおというお話話話話をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、信信信信州州州州上上上上田田田田にににに前前前前山山山山寺寺寺寺というおというおというおというお寺寺寺寺がありますでしがありますでしがありますでしがありますでしょょょょうううう。。。。そこにあるそこにあるそこにあるそこにある三三三三重重重重のののの塔塔塔塔、、、、ごごごご存存存存知知知知でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。どういうわけかどういうわけかどういうわけかどういうわけか未未未未完完完完成成成成ですですですですねねねね。。。。欄欄欄欄干干干干がないがないがないがない、、、、彫彫彫彫刻刻刻刻ががががないないないない。。。。しかししかししかししかし、、、、美美美美しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。永永永永遠遠遠遠のののの未未未未完完完完成成成成としてのとしてのとしてのとしての完完完完成成成成というというというという雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気にににに満満満満ちちちちていまていまていまていますすすす。。。。室室室室町町町町時時時時代代代代のののの能能能能のののの作者作者作者作者、、、、世世世世阿阿阿阿弥弥弥弥のののの『『『『風姿風姿風姿風姿花花花花伝伝伝伝』』』』のののの中中中中にににに、「、「、「、「時時時時分分分分のののの花花花花」」」」というというというという項項項項がありますがありますがありますがあります。。。。これはこれはこれはこれは、、、、時時時時をををを分分分分けるとけるとけるとけると書書書書きますがきますがきますがきますが、、、、そのそのそのその心心心心はははは、、、、人人人人それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの修修修修行行行行のののの段階段階段階段階でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれのよされのよされのよされのよさがあるとがあるとがあるとがあると主主主主張張張張しているとこしているとこしているとこしているところろろろにありますにありますにありますにあります。。。。 実実実実はははは、、、、私私私私はははは今今今今朝朝朝朝、、、、朝朝朝朝早早早早くくくく起起起起きてきてきてきて、、、、東名東名東名東名阪阪阪阪、、、、湾湾湾湾岸岸岸岸、、、、東東東東海海海海北陸北陸北陸北陸自動自動自動自動車車車車道道道道、、、、中央中央中央中央高高高高速速速速とととと、、、、車車車車をををを運転運転運転運転してしてしてして来来来来ましたましたましたました。。。。なるなるなるなるべべべべくくくくガソガソガソガソリリリリンをンをンをンを使使使使わないようにわないようにわないようにわないように気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて運転運転運転運転してきたのですがしてきたのですがしてきたのですがしてきたのですが、、、、ややややはりはりはりはり距距距距離離離離がががが 200 キキキキロをロをロをロを超超超超すとすとすとすと、、、、心身心身心身心身ともにともにともにともに疲疲疲疲れますれますれますれます。。。。年年年年をををを重重重重ねねねねるとるとるとると体力体力体力体力もなもなもなもなくなるしくなるしくなるしくなるし、、、、記記記記憶憶憶憶力力力力、、、、咄嗟咄嗟咄嗟咄嗟のののの判判判判断断断断力力力力もももも衰衰衰衰えるえるえるえる。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、死死死死にににに向向向向かってかってかってかって歩歩歩歩いていることをいていることをいていることをいていることを実実実実感感感感するのですするのですするのですするのですがががが、、、、そのそのそのその反反反反面面面面、、、、考考考考えてみれえてみれえてみれえてみればばばば、、、、加加加加齢齢齢齢によるによるによるによるメリメリメリメリットもありますットもありますットもありますットもありますねねねね。。。。以以以以前前前前、、、、ししししばばばばらくらくらくらくぶぶぶぶりでりでりでりで友友友友人人人人にににに出出出出会会会会ったときったときったときったとき、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶もそこそこにもそこそこにもそこそこにもそこそこに、、、、まずまずまずまず、、、、思思思思いいいい出出出出したのはしたのはしたのはしたのは、、、、かつてかつてかつてかつて、、、、そのそのそのその友友友友人人人人にににに貸貸貸貸したまましたまましたまましたまま返返返返してもらっていないおしてもらっていないおしてもらっていないおしてもらっていないお金金金金のことでしたのことでしたのことでしたのことでした。。。。我我我我ながらながらながらながら、、、、嫌嫌嫌嫌悪悪悪悪感感感感にさいなまれたのでにさいなまれたのでにさいなまれたのでにさいなまれたのですがすがすがすが、、、、最最最最近近近近ではではではでは、、、、昨昨昨昨日日日日、、、、貸貸貸貸したおしたおしたおしたお金金金金のことものことものことものことも忘忘忘忘れてしまうようになりれてしまうようになりれてしまうようになりれてしまうようになり、、、、そのそのそのその分分分分、、、、無無無無駄駄駄駄なスなスなスなストトトトレレレレスからスからスからスから開開開開放放放放されていますされていますされていますされています。。。。これもこれもこれもこれも、、、、年年年年をををを重重重重ねねねねることのることのることのることのメリメリメリメリットでしットでしットでしットでしょょょょううううねねねね。。。。どうどうどうどうややややらららら、、、、人生人生人生人生にはにはにはには、、、、赤赤赤赤福福福福のようのようのようのようなななな賞賞賞賞味味味味期期期期限限限限はなさそうですはなさそうですはなさそうですはなさそうですねねねね。。。。 そのそのそのその時時時時々々々々がががが一一一一番番番番いいということなのかもしれませんいいということなのかもしれませんいいということなのかもしれませんいいということなのかもしれません。。。。そのそのそのその基本基本基本基本はははは、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの側側側側面面面面ををををひひひひとつのとつのとつのとつの方方方方向向向向からからからからだだだだけけけけ見見見見てててて論論論論じじじじるのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、全全全全体体体体のプロのプロのプロのプロセセセセスとしてみながらスとしてみながらスとしてみながらスとしてみながら、、、、総総総総括括括括的的的的にににに理理理理解解解解していこうとすることですしていこうとすることですしていこうとすることですしていこうとすることです。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、とてもとてもとてもとても日日日日本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 とことことこところろろろでででで、、、、地球地球地球地球上上上上にににに存存存存在在在在するするするする哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類のののの中中中中でででで、、、、人人人人間間間間にしかにしかにしかにしか存存存存在在在在しないものにしないものにしないものにしないものに、「、「、「、「おおおおばばばばあさんあさんあさんあさん」」」」がありますがありますがありますがあります。。。。チチチチンパンジーはンパンジーはンパンジーはンパンジーは、、、、人人人人間間間間にににに一一一一番近番近番近番近いいいい存存存存在在在在ですがですがですがですが、、、、おおおおばばばばあさんはいませんあさんはいませんあさんはいませんあさんはいません。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、チチチチンパンジーのンパンジーのンパンジーのンパンジーの世界世界世界世界ではではではでは、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんをんをんをんを生生生生むむむむ能力能力能力能力がなくなったときにがなくなったときにがなくなったときにがなくなったときに、、、、そのそのそのそのメメメメスはスはスはスは寿命寿命寿命寿命もももも尽尽尽尽きるのきるのきるのきるのだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。人人人人間間間間のおのおのおのおばばばばあさんはあさんはあさんはあさんは、、、、赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんをんをんをんを産産産産めなくなってもめなくなってもめなくなってもめなくなってもややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばならないならないならないならない仕仕仕仕事事事事があるがあるがあるがある。。。。それはそれはそれはそれは、、、、おおおおばばばばあさんのあさんのあさんのあさんの知知知知恵恵恵恵にににに裏裏裏裏打打打打ちちちちされたされたされたされた教育教育教育教育にににに関関関関与与与与するというこするというこするというこするということですとですとですとです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、哺哺哺哺乳乳乳乳類類類類のののの中中中中でででで唯唯唯唯一一一一人人人人間間間間があるがあるがあるがある意意意意味味味味ではではではでは未未未未熟熟熟熟児児児児としてとしてとしてとして生生生生まれるまれるまれるまれる運運運運命命命命にあるにあるにあるにあるということともということともということともということとも関連関連関連関連しますしますしますします。。。。かいつまんでいえかいつまんでいえかいつまんでいえかいつまんでいえばばばば、、、、人人人人間間間間はははは「「「「考考考考えるえるえるえる動動動動物物物物」」」」ですからですからですからですから、、、、脳脳脳脳ををををしっかりつくらなけれしっかりつくらなけれしっかりつくらなけれしっかりつくらなければばばばいけませんいけませんいけませんいけません。。。。そのそのそのその大大大大切切切切なななな脳脳脳脳はははは頭頭頭頭蓋蓋蓋蓋骨骨骨骨でででで保護保護保護保護しなけれしなけれしなけれしなければばばばなりませんなりませんなりませんなりませんがががが、、、、もしもしもしもし、、、、そのようにそのようにそのようにそのように、、、、しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした頭頭頭頭蓋蓋蓋蓋骨骨骨骨でででで保護保護保護保護されたされたされたされた状態状態状態状態でででで出出出出産産産産したらしたらしたらしたら、、、、母母母母親親親親のののの体体体体がががが損損損損傷傷傷傷しますしますしますします。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、人人人人間間間間だだだだけがけがけがけが、、、、脳脳脳脳がががが未未未未熟熟熟熟なななな状態状態状態状態でででで出出出出産産産産しししし、、、、そのそのそのその分分分分、、、、後後後後からのからのからのからの教育教育教育教育がががが必必必必要要要要になるのですになるのですになるのですになるのです。。。。ウウウウシでもネシでもネシでもネシでもネココココでもイでもイでもイでもイヌヌヌヌでもでもでもでも、、、、生生生生まれたまれたまれたまれたばばばばかりのかりのかりのかりの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんはんはんはんは、、、、自分自分自分自分のののの足足足足でででで立立立立っておっておっておってお母母母母さんのおっさんのおっさんのおっさんのおっぱぱぱぱいをいをいをいを飲飲飲飲むむむむことができますがことができますがことができますがことができますが、、、、人人人人間間間間はできませんはできませんはできませんはできません。。。。未未未未熟熟熟熟児児児児だだだだかかかからですらですらですらです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、つきっきりのつきっきりのつきっきりのつきっきりのケケケケアがアがアがアが必必必必要要要要になりになりになりになり、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、成成成成人人人人するまでのするまでのするまでのするまでの教育教育教育教育もももも必必必必要要要要にににに
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なりますなりますなりますなります。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、おおおおばばばばあさんのあさんのあさんのあさんの出出出出番番番番があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。世世世世にいうにいうにいうにいう有有有有名名名名なななな““““おおおおばばばばあさんあさんあさんあさん仮仮仮仮説説説説””””ですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう一度一度一度一度、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しますがしますがしますがしますが、、、、人生人生人生人生にはにはにはには賞賞賞賞味味味味期期期期限限限限がないがないがないがない。。。。そのそのそのその折折折折々々々々のすのすのすのすべべべべてのてのてのての瞬瞬瞬瞬間間間間にににに、、、、人生人生人生人生のののの意意意意味味味味はあるということですはあるということですはあるということですはあるということですねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、さきさきさきさきほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、1 つのつのつのつの存存存存在在在在にはにはにはには相相相相反反反反するするするする二二二二面面面面性性性性があるとおがあるとおがあるとおがあるとお話話話話ししまししまししまししましたしたしたした。。。。ここでここでここでここで、、、、少少少少しししし、、、、エエエエゴゴゴゴについてについてについてについて考考考考えてみたいとえてみたいとえてみたいとえてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、人人人人間間間間がががが生生生生きていくたきていくたきていくたきていくためにはめにはめにはめには、、、、エエエエゴゴゴゴがなけれがなけれがなけれがなければばばば生生生生きられませんきられませんきられませんきられません。。。。エエエエゴゴゴゴがあるからこそがあるからこそがあるからこそがあるからこそ人人人人のののの分分分分までまでまでまで、、、、食食食食べべべべ物物物物をををを食食食食べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思いいいい、、、、おなかがへれおなかがへれおなかがへれおなかがへればばばば、、、、人人人人をををを押押押押しのけてでもたくさんしのけてでもたくさんしのけてでもたくさんしのけてでもたくさん食食食食べべべべたいたいたいたい。。。。これはこれはこれはこれは、、、、生生生生きききき延延延延びびびびるためのるためのるためのるための自自自自然然然然のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。ここでここでここでここで、、、、重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは、、、、自分自分自分自分はエはエはエはエゴゴゴゴイステイステイステイスティィィィックであるからックであるからックであるからックであるから生生生生ききききていられるというていられるというていられるというていられるという認識認識認識認識をををを持持持持ったったったった上上上上でででで、、、、さらにさらにさらにさらに同同同同じじじじようにようにようにように、、、、相相相相手手手手もまたエもまたエもまたエもまたエゴゴゴゴイステイステイステイスティィィィックでックでックでックであることをあることをあることをあることを認認認認めようとめようとめようとめようと努努努努力力力力しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、安安安安定定定定したしたしたした共存共存共存共存関係関係関係関係はははは成立成立成立成立しないとしないとしないとしないということですいうことですいうことですいうことです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、人人人人間間間間にしかできないにしかできないにしかできないにしかできない知知知知恵恵恵恵ですですですです。。。。自分自分自分自分のののの権権権権利利利利をををを主主主主張張張張するするするする一方一方一方一方でででで、、、、相相相相手手手手のののの権権権権利利利利もももも認認認認めめめめるということをるということをるということをるということを““““ククククレメレメレメレメンテンテンテンティィィィアアアア””””とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその心心心心構構構構えのえのえのえのひひひひとつがとつがとつがとつが美美美美しいしいしいしい文文文文章章章章としとしとしとしてててて表表表表現現現現されているのがされているのがされているのがされているのが、、、、新約新約新約新約聖聖聖聖書書書書のののの中中中中のののの「「「「コリコリコリコリントントントント人人人人へのへのへのへの第第第第一一一一のののの手手手手紙紙紙紙」、」、」、」、第第第第 13章章章章 4節節節節からからからから 8節節節節ですですですです。「。「。「。「愛愛愛愛はははは寛寛寛寛容容容容でありでありでありであり、、、、愛愛愛愛はははは慈慈慈慈悲悲悲悲深深深深いいいい、、、、またまたまたまたねねねねたたたたむむむむことをしないことをしないことをしないことをしない。。。。愛愛愛愛はははは高高高高ぶぶぶぶらないらないらないらない、、、、誇誇誇誇らないらないらないらない、、、、不不不不作法作法作法作法をしないをしないをしないをしない、、、、自分自分自分自分のののの利利利利益益益益だだだだけをけをけをけを求求求求めないめないめないめない。。。。苛苛苛苛立立立立たないたないたないたない。。。。恨恨恨恨みをみをみをみを抱抱抱抱かないかないかないかない。。。。間間間間違違違違いをいをいをいを喜喜喜喜ばばばばないでないでないでないで、、、、真理真理真理真理をををを喜喜喜喜ぶぶぶぶ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを忍忍忍忍びびびび、、、、すすすすべべべべてをてをてをてを耐耐耐耐えるえるえるえる。。。。だだだだからからからから愛愛愛愛はいはいはいはいつまでもつまでもつまでもつまでも途途途途絶絶絶絶えることがないえることがないえることがないえることがない」」」」というというというという箇箇箇箇所所所所ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの部部部部分分分分にににに書書書書かれていることのかれていることのかれていることのかれていることの真真真真髄髄髄髄はははは、、、、耐耐耐耐ええええ忍忍忍忍ぶぶぶぶということとということとということとということと、、、、自分自分自分自分のののの利利利利益益益益だだだだけをけをけをけを求求求求めてはならないというとこめてはならないというとこめてはならないというとこめてはならないというところろろろにありますにありますにありますにあります。。。。相相相相手手手手とととと自分自分自分自分をををを入入入入れれれれ替替替替えてえてえてえて、、、、たがいにたがいにたがいにたがいにババババランスをとっていきなさいというのですランスをとっていきなさいというのですランスをとっていきなさいというのですランスをとっていきなさいというのです。。。。大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、相相相相反反反反するするするする存存存存在在在在、、、、考考考考ええええ方方方方をををを共存共存共存共存させるためのさせるためのさせるためのさせるためのババババランスランスランスランス意識意識意識意識ですということでしですということでしですということでしですということでしょょょょうかうかうかうか。。。。ラテラテラテラテンンンン語語語語でででで言言言言ええええばばばば、、、、モモモモーーーードドドドゥゥゥゥムムムム（（（（modum））））のののの精精精精神神神神ですですですです。。。。このこのこのこの言言言言葉葉葉葉からからからから出出出出てきたのがてきたのがてきたのがてきたのが、、、、音音音音楽楽楽楽用用用用語語語語にもなっているにもなっているにもなっているにもなっているモモモモデデデデラートラートラートラート（（（（moderato）。）。）。）。モモモモデデデデラートというのはラートというのはラートというのはラートというのは、、、、アンダンテとアアンダンテとアアンダンテとアアンダンテとアレレレレグロのグロのグロのグロの間間間間、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど中中中中庸庸庸庸ということということということということですですですですねねねね。。。。そこからさらにそこからさらにそこからさらにそこからさらに、、、、モモモモーーーードドドドとかとかとかとか、、、、ミミミミディディディディアムアムアムアム、、、、あるいあるいあるいあるいはははは、、、、ミミミミドドドドルといったようなルといったようなルといったようなルといったような派派派派生生生生語語語語がでてきましたがでてきましたがでてきましたがでてきました。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、中中中中庸庸庸庸をををを意意意意味味味味しますがしますがしますがしますが、、、、ここここここここでのでのでのでの中中中中庸庸庸庸とはとはとはとは、、、、中中中中途途途途半端半端半端半端にということではありませんにということではありませんにということではありませんにということではありません。。。。相相相相反反反反するするするする矛盾矛盾矛盾矛盾したものをしたものをしたものをしたものを全部全部全部全部包包包包括括括括したしたしたした上上上上でででで、、、、新新新新しいしいしいしい価値観価値観価値観価値観をつくをつくをつくをつくろろろろうというのがうというのがうというのがうというのが、、、、モモモモーーーードドドドゥゥゥゥムのムのムのムの精精精精神神神神、、、、中中中中庸庸庸庸というというというという考考考考ええええ方方方方でででですすすす。。。。 そのそのそのその例例例例はははは、、、、アインシアインシアインシアインシュュュュタインのタインのタインのタインの相相相相対性理対性理対性理対性理論論論論のののの考考考考ええええ方方方方のののの中中中中にもみることができますにもみることができますにもみることができますにもみることができます。。。。それそれそれそれまでのニまでのニまでのニまでのニュュュュートンートンートンートン力学力学力学力学ではではではでは、、、、時時時時間間間間とととと空空空空間間間間をををを完完完完全全全全にににに別別別別のものとしてのものとしてのものとしてのものとして考考考考えていましたえていましたえていましたえていました。。。。たしかたしかたしかたしかにににに、、、、私私私私たたたたちちちちのののの日日日日常常常常生生生生活活活活ののののレレレレベベベベルではルではルではルでは別物別物別物別物ですですですです。。。。空空空空間間間間的的的的にはにはにはには、、、、どどどどちちちちらのらのらのらの方方方方向向向向へもへもへもへも行行行行ったりったりったりったり来来来来たりできますけれどもたりできますけれどもたりできますけれどもたりできますけれども、、、、時時時時間間間間はそうはいきませんはそうはいきませんはそうはいきませんはそうはいきません。。。。未未未未来来来来にににに進進進進むむむむばばばばかりでかりでかりでかりで、、、、過去過去過去過去へはへはへはへは戻戻戻戻れまれまれまれませんせんせんせん。。。。しかししかししかししかし、、、、アインシアインシアインシアインシュュュュタインはタインはタインはタインは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを数数数数学学学学のののの力力力力をををを借借借借りてりてりてりて、、、、実実実実にうまくにうまくにうまくにうまく融融融融合合合合してしてしてして、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれをれをれをれを時時時時空空空空というというというという世界世界世界世界のののの側側側側面面面面だだだだとしてとしてとしてとして理理理理論論論論をををを構築構築構築構築しましたしましたしましたしました。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、よくよくよくよく世世世世間間間間でででで言言言言われているようにわれているようにわれているようにわれているように、、、、ニニニニュュュュートンがつくったートンがつくったートンがつくったートンがつくった力学力学力学力学はははは古古古古典典典典力学力学力学力学であってであってであってであって、、、、要要要要するにするにするにするに間違間違間違間違いいいいだだだだななななどとはどとはどとはどとは一言一言一言一言もももも言言言言っていませんっていませんっていませんっていません。。。。相相相相対性理対性理対性理対性理論論論論のののの中中中中でででで、、、、光光光光のののの速速速速度度度度がががが無無無無限限限限にににに速速速速いといういといういといういという仮仮仮仮定定定定をすをすをすをするとるとるとると、、、、いつのまにかニいつのまにかニいつのまにかニいつのまにかニュュュュートンートンートンートン力学力学力学力学にににに移移移移行行行行できるようにできるようにできるようにできるように組組組組みみみみ立立立立てられていますてられていますてられていますてられています。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、相相相相反反反反すすすするるるる矛盾矛盾矛盾矛盾をををを見見見見事事事事にににに包包包包括括括括したしたしたした上上上上でででで、、、、新新新新しいしいしいしい次次次次元元元元のののの考考考考ええええ方方方方のパラダイムをのパラダイムをのパラダイムをのパラダイムを創創創創ったというこったというこったというこったということですとですとですとですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私たたたたちちちちのののの日日日日常常常常生生生生活活活活のののの中中中中でもでもでもでも、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの人人人人がががが、、、、ものものものものごごごごとをとをとをとを大大大大局局局局的的的的にににに鳥鳥鳥鳥瞰瞰瞰瞰してしてしてして、、、、相相相相手手手手をををを認認認認めつつめつつめつつめつつ、、、、考考考考ええええ方方方方をををを一一一一歩歩歩歩でもでもでもでも前前前前進進進進させようとさせようとさせようとさせようと努努努努力力力力することがすることがすることがすることが、、、、平平平平和和和和へのへのへのへの第第第第一一一一歩歩歩歩だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ククククレメレメレメレメンテンテンテンティィィィアのアのアのアの精精精精神神神神ですですですです。。。。自分自分自分自分にもエにもエにもエにもエゴゴゴゴであるようにであるようにであるようにであるように、、、、あなたにあなたにあなたにあなたにもエもエもエもエゴゴゴゴがあるがあるがあるがある、、、、たがいにそれをたがいにそれをたがいにそれをたがいにそれを認認認認めめめめ合合合合ったったったった上上上上でででで、、、、それではどうしよう・・それではどうしよう・・それではどうしよう・・それではどうしよう・・、、、、とととと考考考考えることえることえることえることがががが大大大大切切切切ですですですです。。。。共通共通共通共通項項項項をををを見見見見つけるというつけるというつけるというつけるという意意意意味味味味ではではではでは因数因数因数因数分分分分解解解解にににに似似似似ていますていますていますていますねねねね。。。。 さてさてさてさて、、、、私私私私たたたたちちちちがががが、、、、理理理理屈屈屈屈ぬぬぬぬきできできできで幸幸幸幸せをせをせをせを感感感感じじじじるるるる瞬瞬瞬瞬間間間間というのというのというのというのはははは、、、、他他他他者者者者にににに喜喜喜喜んでもらったんでもらったんでもらったんでもらった時時時時でででで
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ししししょょょょうううう。。。。何何何何かかかか人人人人にしてあにしてあにしてあにしてあげげげげてててて、、、、心心心心からありがとうとからありがとうとからありがとうとからありがとうと言言言言われたときにはわれたときにはわれたときにはわれたときには、、、、どんなにどんなにどんなにどんなに苦労苦労苦労苦労があがあがあがあったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、それらはそれらはそれらはそれらは一一一一瞬瞬瞬瞬にしてにしてにしてにして霧霧霧霧散散散散しますしますしますします。。。。あなたがおあなたがおあなたがおあなたがお腹腹腹腹をへらしているをへらしているをへらしているをへらしている他他他他者者者者にパンにパンにパンにパンをあをあをあをあげげげげてててて、「、「、「、「これでこれでこれでこれで僕僕僕僕はははは生生生生きられますきられますきられますきられます。。。。ほほほほんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとうんとうにありがとう」」」」とととと言言言言われたとしますわれたとしますわれたとしますわれたとします。。。。喜喜喜喜んんんんだだだだのはのはのはのは、、、、相相相相手手手手ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、それにもましてそれにもましてそれにもましてそれにもまして、、、、パンをあパンをあパンをあパンをあげげげげたあなたもうれしいでしたあなたもうれしいでしたあなたもうれしいでしたあなたもうれしいでしょょょょうううう。。。。他他他他者者者者とのとのとのとの共存共存共存共存のののの中中中中でしかでしかでしかでしか生生生生きられなかったきられなかったきられなかったきられなかった人人人人間間間間のののの歴史歴史歴史歴史からからからから考考考考えてもえてもえてもえても、、、、人人人人のののの喜喜喜喜びがびがびがびが自分自分自分自分のののの喜喜喜喜びになるのはとてもびになるのはとてもびになるのはとてもびになるのはとても道道道道理理理理にかなったことですにかなったことですにかなったことですにかなったことです。。。。 内内内内戦戦戦戦がががが続続続続くくくく戦場戦場戦場戦場でででで、、、、実際実際実際実際にににに起起起起こったこったこったこった場場場場面面面面ですがですがですがですが、、、、日日日日本本本本のののの若若若若いいいい看看看看護護護護師師師師さんたさんたさんたさんたちちちちがががが、、、、海海海海外外外外青青青青年協力年協力年協力年協力隊隊隊隊としてそのとしてそのとしてそのとしてその地地地地にににに赴赴赴赴きききき、、、、負負負負傷傷傷傷者者者者などのなどのなどのなどの救救救救援援援援看看看看護護護護にににに当当当当たっているときのことですたっているときのことですたっているときのことですたっているときのことです。。。。地地地地雷雷雷雷でででで片片片片手手手手をををを吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ばばばばされたされたされたされた子子子子供供供供がががが担担担担ぎぎぎぎ込込込込まれてきたまれてきたまれてきたまれてきた。。。。そのそのそのその若若若若いいいい看看看看護護護護師師師師はパニックになったはパニックになったはパニックになったはパニックになった。。。。血血血血をとめるためのをとめるためのをとめるためのをとめるための止止止止血血血血帯帯帯帯がないがないがないがない、、、、薬薬薬薬がないがないがないがない。。。。狂狂狂狂ったようにったようにったようにったように「「「「止止止止血血血血帯帯帯帯はどこはどこはどこはどこ？？？？ガガガガーゼはーゼはーゼはーゼは？？？？」」」」とととと叫叫叫叫びましたびましたびましたびました。。。。そのときですそのときですそのときですそのときです。。。。傍傍傍傍らにいたスらにいたスらにいたスらにいたスペペペペインからインからインからインから来来来来たたたた看看看看護護護護師師師師がががが彼彼彼彼女女女女にににに冷冷冷冷ややややかにかにかにかに言言言言いいいい放放放放ったったったった言言言言葉葉葉葉はははは、「、「、「、「あなたのブラあなたのブラあなたのブラあなたのブラウウウウスがあるでしスがあるでしスがあるでしスがあるでしょょょょうううう！！！！」」」」でしたでしたでしたでした。。。。日日日日本本本本というというというという国国国国がいかにがいかにがいかにがいかに危危危危機機機機感感感感にうといにうといにうといにうとい国国国国であるかであるかであるかであるか、、、、とことんとことんとことんとことん追追追追いいいい詰詰詰詰められたことのないめられたことのないめられたことのないめられたことのない豊豊豊豊かなかなかなかな国国国国であであであであるか・・をるか・・をるか・・をるか・・を思思思思いいいい知知知知らされてらされてらされてらされて、、、、なんともいえないなんともいえないなんともいえないなんともいえない気気気気持持持持ちちちちになりましたになりましたになりましたになりました。。。。だだだだからといってからといってからといってからといって、、、、私私私私はどはどはどはどちちちちらのらのらのらの国国国国ががががいいいいいいいい、、、、悪悪悪悪いといといといと言言言言ってってってって品品品品定定定定めをしているのではありませんめをしているのではありませんめをしているのではありませんめをしているのではありません。。。。そういうそういうそういうそういう危危危危機感機感機感機感のないのないのないのない国国国国のののの幸幸幸幸せせせせをかみしめることがをかみしめることがをかみしめることがをかみしめることが悪悪悪悪いこといこといこといことだだだだといっているのではありませんといっているのではありませんといっているのではありませんといっているのではありません。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの地球地球地球地球をををを持続持続持続持続させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、いつもなんらかのいつもなんらかのいつもなんらかのいつもなんらかの危危危危機感機感機感機感にににに対対対対してのしてのしてのしてのセセセセンサーをンサーをンサーをンサーを持持持持つつつつ必必必必要要要要があるがあるがあるがある、、、、というというというということですことですことですことです。。。。自分一自分一自分一自分一人人人人ぐぐぐぐらいでしてもらいでしてもらいでしてもらいでしても、、、、微微微微々々々々たることたることたることたることだだだだからからからから、、、、といってといってといってといって行行行行動動動動しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、いいいいつまでたってもつまでたってもつまでたってもつまでたっても、、、、いいいいいいいい方方方方向向向向にはいかないでしにはいかないでしにはいかないでしにはいかないでしょょょょうううう。。。。個個個個々々々々人人人人のののの力力力力はははは小小小小さくてもさくてもさくてもさくても、、、、皆皆皆皆がががが同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを目指目指目指目指すというすというすというすという体体体体制制制制がががが重要重要重要重要だだだだということですということですということですということです。「。「。「。「Le Petit Prince」」」」というというというという作作作作品品品品がありますがありますがありますがありますねねねね。。。。作者作者作者作者はははは、、、、フランスのフランスのフランスのフランスの作家作家作家作家、、、、サン・テグジサン・テグジサン・テグジサン・テグジュュュュペペペペリリリリ、、、、童童童童話話話話のののの形形形形をとってはいますがをとってはいますがをとってはいますがをとってはいますが、、、、中身中身中身中身はとてもはとてもはとてもはとても難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。日日日日本本本本ではではではでは「「「「星星星星のののの王王王王子子子子さまさまさまさま」」」」とととと訳訳訳訳されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、そのそのそのその作者作者作者作者がががが、、、、別別別別のののの作作作作品品品品のののの中中中中でででで、、、、こんなことをいっていますこんなことをいっていますこんなことをいっていますこんなことをいっています。「。「。「。「愛愛愛愛しししし合合合合うとはうとはうとはうとは、、、、互互互互いにいにいにいに見見見見つめつめつめつめ合合合合うことではなうことではなうことではなうことではないいいい。。。。互互互互いにいにいにいに向向向向かうかうかうかうべべべべきききき同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを共共共共にににに見見見見ることることることることだだだだ」」」」とととと。。。。見見見見つめつめつめつめ合合合合ってってってってばばばばかりかりかりかりだだだだとととと、、、、あらあらあらあらばばばばかりがかりがかりがかりが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきて豊豊豊豊かなかなかなかな未未未未来来来来へのへのへのへの一一一一歩歩歩歩はははは踏踏踏踏みみみみ出出出出せないということでしせないということでしせないということでしせないということでしょょょょうううう。。。。それがそれがそれがそれが人人人人間間間間でででですすすす。。。。見見見見つめつめつめつめ合合合合うよりもうよりもうよりもうよりも、、、、同同同同じじじじ方方方方向向向向をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、手手手手をとりあってをとりあってをとりあってをとりあって歩歩歩歩いていこういていこういていこういていこう、、、、といっていといっていといっていといっているのでするのでするのでするのです。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、悪悪悪悪いエいエいエいエゴゴゴゴからいいエからいいエからいいエからいいエゴゴゴゴへのへのへのへの転転転転換換換換はははは、、、、自分自分自分自分がががが他他他他者者者者のためにのためにのためにのために何何何何かをしてかをしてかをしてかをして、、、、それによってそれによってそれによってそれによって他他他他者者者者がががが心心心心からからからから喜喜喜喜んでくれたときのんでくれたときのんでくれたときのんでくれたときの感感感感動動動動をををを素素素素直直直直にににに受受受受けけけけ取取取取ることがることがることがることが出出出出発発発発点点点点になるになるになるになるのではないでしのではないでしのではないでしのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。 そそそそろろろろそそそそろろろろ話話話話をまとめなけれをまとめなけれをまとめなけれをまとめなければばばばならないならないならないならない時時時時間間間間になりましたになりましたになりましたになりました。。。。ここでここでここでここで、、、、もうもうもうもうひひひひとつとつとつとつ 3 番番番番目目目目のののの音音音音をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。（。（。（。（CD再再再再生生生生）。）。）。）。これはこれはこれはこれは、、、、今今今今までのまでのまでのまでの音音音音とととと違違違違ってってってって、、、、機機機機械械械械がががが壊壊壊壊れたときのようなれたときのようなれたときのようなれたときのような音音音音ですですですですねねねね。。。。星星星星のののの臨臨臨臨終終終終のののの信信信信号号号号のののの音音音音ですですですです。。。。星星星星がががが、、、、燃燃燃燃ややややすものをすものをすものをすものを全部全部全部全部使使使使いいいい果果果果たたたたしししし、、、、大大大大爆爆爆爆発発発発というかたというかたというかたというかたちちちちでででで木木木木っっっっ端端端端微微微微塵塵塵塵にににに宇宇宇宇宙宙宙宙空空空空間間間間にみずからのにみずからのにみずからのにみずからの体体体体をまきをまきをまきをまきちちちちらしますらしますらしますらします。。。。超超超超新新新新星星星星爆爆爆爆発発発発といいますがといいますがといいますがといいますが、、、、そのそのそのその時時時時、、、、星星星星のののの中心中心中心中心にはにはにはには、、、、桁桁桁桁外外外外れにれにれにれに密度密度密度密度のののの高高高高いいいい小小小小さなさなさなさな星星星星のののの芯芯芯芯がががが残残残残りまりまりまりますがすがすがすが、、、、それがそれがそれがそれが、、、、毎毎毎毎秒秒秒秒 13回回回回というすさまというすさまというすさまというすさまじじじじいいいい速速速速さでさでさでさで回回回回転転転転しているときにしているときにしているときにしているときに出出出出しているしているしているしている電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。パルサーといいますパルサーといいますパルサーといいますパルサーといいます。。。。 一一一一般般般般的的的的にいえにいえにいえにいえばばばば、、、、星星星星のののの誕誕誕誕生生生生はははは水水水水素素素素のののの雲雲雲雲のかたまりからのかたまりからのかたまりからのかたまりから始始始始まるのですがまるのですがまるのですがまるのですが、、、、それがそれがそれがそれが重力重力重力重力でででで縮縮縮縮まってまってまってまって、、、、中心中心中心中心部部部部のののの温度温度温度温度がががが上上上上がるとがるとがるとがると、、、、水水水水素素素素ががががヘヘヘヘリウリウリウリウムにムにムにムに変変変変わるわるわるわる核核核核融融融融合合合合反反反反応応応応がががが起起起起こりこりこりこり、、、、光光光光りりりり輝輝輝輝きはきはきはきはじじじじめますめますめますめます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、水水水水素素素素がががが枯渇枯渇枯渇枯渇してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、ヘヘヘヘリウリウリウリウムがムがムがムが 3 つつつつ集集集集まってまってまってまって炭炭炭炭素素素素をつくるをつくるをつくるをつくる反反反反応応応応にににに転転転転じじじじますますますます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、炭炭炭炭素素素素ににににヘヘヘヘリウリウリウリウムがつムがつムがつムがつくとくとくとくと窒窒窒窒素素素素になりになりになりになり、、、、酸酸酸酸素素素素になり・・というになり・・というになり・・というになり・・というふふふふううううにいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな元元元元素素素素をををを生生生生成成成成していきますがしていきますがしていきますがしていきますが、、、、最最最最後後後後にあなたのにあなたのにあなたのにあなたの血血血血液液液液のののの中中中中にもにもにもにも入入入入っているっているっているっている鉄鉄鉄鉄をつをつをつをつくったくったくったくった時時時時点点点点でででで、、、、星星星星のののの中中中中のののの核核核核融融融融合合合合反反反反応応応応はははは停停停停止止止止しししし、、、、星星星星のののの命命命命はははは尽尽尽尽きるのですきるのですきるのですきるのです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、鉄鉄鉄鉄にはにはにはには吸吸吸吸熱熱熱熱反反反反応応応応があるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上のののの核反核反核反核反応応応応をををを起起起起こすことができなくなるためですこすことができなくなるためですこすことができなくなるためですこすことができなくなるためです。。。。あなたのあなたのあなたのあなたの
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血血血血液液液液のののの中中中中にににに含含含含まれているまれているまれているまれている鉄鉄鉄鉄はははは、、、、星星星星がががが最最最最後後後後につくったにつくったにつくったにつくった産産産産物物物物だだだだったのですったのですったのですったのです。。。。そのようにそのようにそのようにそのように、、、、星星星星のののの中中中中でででで反反反反応応応応がががが起起起起こらなくなるとこらなくなるとこらなくなるとこらなくなると、、、、自分自分自分自分のののの体重体重体重体重をををを支支支支えきれなくなりえきれなくなりえきれなくなりえきれなくなり、、、、さらにさらにさらにさらに収収収収縮縮縮縮しししし始始始始めますめますめますめます。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、再再再再びびびび温度温度温度温度がががが上上上上がるとがるとがるとがると、、、、残残残残ったったったった燃燃燃燃料料料料にににに火火火火がついてがついてがついてがついて、、、、大大大大爆爆爆爆発発発発をををを起起起起こすこすこすこすのですのですのですのです。。。。今今今今、、、、聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだいたいたいたいた音音音音はははは、、、、そのそのそのその爆爆爆爆発発発発のののの後後後後にににに残残残残されたされたされたされた星星星星のののの芯芯芯芯がががが、、、、発発発発しているさようならのしているさようならのしているさようならのしているさようならの信信信信号号号号ですですですです。。。。 それではもうそれではもうそれではもうそれではもうひひひひとつとつとつとつ、、、、音音音音をををを聞聞聞聞いてくいてくいてくいてくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（CD 再再再再生生生生））））いいいいろろろろいいいいろろろろなななな音音音音がまがまがまがまざざざざっていたのっていたのっていたのっていたのがおわかりでしがおわかりでしがおわかりでしがおわかりでしょょょょうかうかうかうか。。。。ゴゴゴゴーというーというーというーという音音音音。。。。これはこれはこれはこれは 137 億億億億年年年年前前前前にににに宇宇宇宇宙宙宙宙ができたときのができたときのができたときのができたときの名名名名残残残残のののの電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。チチチチンンンンチチチチンンンンチチチチンというようなンというようなンというようなンというような音音音音がががが聞聞聞聞こえましたこえましたこえましたこえましたねねねね。。。。生生生生まれたまれたまれたまれたばばばばかりのかりのかりのかりの赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん星星星星、、、、ままままだだだだ、、、、温度温度温度温度がががが低低低低くくくく赤赤赤赤外外外外線線線線しかしかしかしか出出出出していませんからしていませんからしていませんからしていませんから、、、、人人人人間間間間のののの目目目目にはにはにはには見見見見えませんえませんえませんえません。。。。しかししかししかししかし、、、、電電電電波波波波だだだだけはけはけはけはだだだだしていますしていますしていますしています。。。。赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんのんのんのんの鼓鼓鼓鼓動動動動のののの音音音音のようですのようですのようですのようですねねねね。。。。ココココツツツツココココツツツツココココツツツツココココツツツツというというというという音音音音もももも聞聞聞聞こえこえこえこえていましたていましたていましたていましたねねねね。。。。爆爆爆爆発発発発というかたというかたというかたというかたちちちちでででで一一一一生生生生をををを終終終終ええええ、、、、最最最最後後後後にににに私私私私たたたたちちちちにににに視視視視界界界界からからからから消消消消えてえてえてえていくいくいくいく直直直直前前前前のののの星星星星、、、、さきさきさきさきほほほほどどどど、、、、おおおお話話話話したパルサーがしたパルサーがしたパルサーがしたパルサーが発発発発しているしているしているしている電電電電波波波波のののの音音音音ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの音音音音はははは、、、、天天天天のののの川川川川にそってにそってにそってにそって電電電電波波波波望望望望遠遠遠遠鏡鏡鏡鏡をををを動動動動かしていくとかしていくとかしていくとかしていくと、、、、星星星星のののの一一一一生生生生のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな側側側側面面面面をををを聞聞聞聞くことがでくことがでくことがでくことができるというわけできるというわけできるというわけできるというわけで、、、、今今今今からからからから生生生生まれようとしているまれようとしているまれようとしているまれようとしている赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん星星星星からからからから、、、、一一一一生生生生をををを終終終終えようとしてえようとしてえようとしてえようとしているいるいるいる星星星星にににに至至至至までのまでのまでのまでの星星星星たたたたちちちちががががだだだだしているしているしているしている電電電電波波波波のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえてくるというわけですこえてくるというわけですこえてくるというわけですこえてくるというわけです。。。。星星星星のののの一一一一生生生生のののの一大一大一大一大絵絵絵絵巻巻巻巻ですですですですねねねね、、、、そしてそしてそしてそして、、、、星星星星がががが終終終終焉焉焉焉をををを迎迎迎迎ええええ、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙空空空空間間間間ににににばばばばらまかれたらまかれたらまかれたらまかれた星星星星のかけらからのかけらからのかけらからのかけらから地地地地球球球球ができができができができ、、、、私私私私たたたたちちちちがががが誕誕誕誕生生生生しましたしましたしましたしました。。。。私私私私たたたたちちちちのののの命命命命のののの主成分主成分主成分主成分になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、炭炭炭炭素素素素ですですですです。。。。生物生物生物生物体体体体がががが焼焼焼焼けるとけるとけるとけると黒黒黒黒くなるのはくなるのはくなるのはくなるのは、、、、いきものがいきものがいきものがいきものが炭炭炭炭素素素素でできていることのでできていることのでできていることのでできていることの証拠証拠証拠証拠ですですですです。。。。そのそのそのその命命命命のもとになのもとになのもとになのもとになるるるる炭炭炭炭素素素素はははは、、、、星星星星のののの死死死死によってによってによってによって、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙空空空空間間間間にもたらされるわけですからにもたらされるわけですからにもたらされるわけですからにもたらされるわけですから、、、、星星星星のののの死死死死はははは、、、、次世代次世代次世代次世代のののの新新新新しいもののしいもののしいもののしいものの誕誕誕誕生生生生をををを約約約約束束束束しているということになりますしているということになりますしているということになりますしているということになります。。。。消消消消滅滅滅滅とととと再再再再生生生生、、、、復復復復活活活活、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは輪輪輪輪廻廻廻廻だだだだといってもいいかもしれませんといってもいいかもしれませんといってもいいかもしれませんといってもいいかもしれません。。。。 すこしすこしすこしすこし、、、、言言言言いいいい方方方方をををを変変変変えれえれえれえればばばば、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙をををを舞舞舞舞台台台台にしたにしたにしたにした壮壮壮壮大大大大なななな物質物質物質物質循環循環循環循環ののののひひひひとこまとしてとこまとしてとこまとしてとこまとして、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、今今今今、、、、ここにここにここにここに存存存存在在在在していますしていますしていますしています。。。。さきさきさきさきほほほほどどどどごごごご紹介紹介紹介紹介したしたしたした金子金子金子金子みすみすみすみすゞゞゞゞのののの詩詩詩詩でででで締締締締めくくりたいめくくりたいめくくりたいめくくりたい思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それはそれはそれはそれは「「「「繭繭繭繭とととと墓墓墓墓」」」」というタイというタイというタイというタイトルのトルのトルのトルの詩詩詩詩ですですですです。。。。 「「「「蚕蚕蚕蚕はははは繭繭繭繭にににに入入入入りますりますりますります。。。。窮屈窮屈窮屈窮屈そうなあのそうなあのそうなあのそうなあの繭繭繭繭にににに。。。。けれどけれどけれどけれど、、、、蚕蚕蚕蚕はうれしかはうれしかはうれしかはうれしかろろろろ、、、、チチチチョョョョウチウチウチウチョになョになョになョになってってってって飛飛飛飛べべべべるのよるのよるのよるのよ。。。。人人人人はおはおはおはお墓墓墓墓へへへへ入入入入りますりますりますります。。。。暗暗暗暗いいいい、、、、寂寂寂寂しいあのしいあのしいあのしいあの墓墓墓墓へへへへ。。。。そしていいそしていいそしていいそしていい子子子子はははは羽羽羽羽がががが生生生生ええええ、、、、天天天天使使使使になってになってになってになって飛飛飛飛べべべべるのよるのよるのよるのよ」。」。」。」。ややややさしいさしいさしいさしい悲悲悲悲しさにしさにしさにしさに彩彩彩彩られてはいますがられてはいますがられてはいますがられてはいますが、、、、持続持続持続持続するするするする命命命命へのへのへのへの壮壮壮壮大大大大なななな賛賛賛賛歌歌歌歌ですですですですねねねね。。。。命命命命のののの連連連連鎖鎖鎖鎖のののの中中中中のののの 1コマコマコマコマをををを占占占占めているのがめているのがめているのがめているのが、、、、今今今今のののの私私私私たたたたちちちちのののの存存存存在在在在ですですですです。。。。 時時時時間間間間があれがあれがあれがあればばばば、、、、ここでここでここでここで、、、、私私私私がかかわったがかかわったがかかわったがかかわったボボボボイジイジイジイジャャャャーーーー計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、太陽太陽太陽太陽系系系系探探探探査査査査をををを終終終終えたえたえたえた探探探探査査査査機機機機ボボボボイジイジイジイジャャャャーがーがーがーが、、、、太陽太陽太陽太陽系系系系をををを後後後後にににに、、、、未未未未知知知知のののの宇宇宇宇宙宙宙宙空空空空間間間間へとへとへとへと旅旅旅旅立立立立つつつつ日日日日にににに、、、、65 億億億億キキキキロロロロメメメメートルのートルのートルのートルのかなたからかなたからかなたからかなたから地球地球地球地球をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって撮撮撮撮ったったったった写写写写真真真真をおをおをおをお見見見見せしたかったのですがせしたかったのですがせしたかったのですがせしたかったのですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら時時時時間間間間切切切切れになってしまいましたれになってしまいましたれになってしまいましたれになってしまいました。。。。ごごごご縁縁縁縁があれがあれがあれがあればばばば、、、、私私私私のののの本本本本にににに掲掲掲掲載載載載されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、ごごごごらんくらんくらんくらんくだだだだささささいいいい。。。。1990 年年年年 2 月月月月 15 日日日日でしたでしたでしたでした。。。。65 億億億億キキキキロロロロメメメメートルというートルというートルというートルという距距距距離離離離はははは、、、、光光光光のののの速速速速さでさでさでさで走走走走ってもってもってもっても 4 時時時時間間間間 15 分分分分かかるくらいのかかるくらいのかかるくらいのかかるくらいの遠遠遠遠いいいい距距距距離離離離ですですですです。。。。太陽太陽太陽太陽まではまではまではまでは、、、、8 分分分分 15秒秒秒秒、、、、月月月月まではたったまではたったまではたったまではたった 1秒秒秒秒、、、、1秒秒秒秒間間間間でででで地球地球地球地球をををを 7回回回回半半半半もももも回回回回ってしまうってしまうってしまうってしまうほほほほどどどど速速速速いいいい光光光光でででで走走走走ったとしてもったとしてもったとしてもったとしても、、、、4時時時時間間間間 15 分分分分もかかるとこもかかるとこもかかるとこもかかるところろろろからからからからボボボボイジイジイジイジャャャャーはーはーはーは、、、、振振振振りりりり返返返返ったのですったのですったのですったのです。「。「。「。「ボボボボイジイジイジイジャャャャーくんーくんーくんーくん、、、、あなたをあなたをあなたをあなたを生生生生みみみみ出出出出したおかあさしたおかあさしたおかあさしたおかあさんのんのんのんの地球地球地球地球をををを最最最最後後後後にににに振振振振りりりり返返返返ってってってって！！！！」」」」というというというという信信信信号号号号をををを電電電電波波波波でででで送送送送りりりり、、、、それにそれにそれにそれにボボボボイジイジイジイジャャャャーがーがーがーが「「「「はーいはーいはーいはーい」」」」とととと返返返返事事事事したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、それがそれがそれがそれが地球地球地球地球にににに届届届届くにはくにはくにはくには、、、、呼呼呼呼びかけてからびかけてからびかけてからびかけてから 8 時時時時間半間半間半間半後後後後になるになるになるになるほほほほどどどど、、、、遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろににににボボボボイジイジイジイジャャャャーはいたのでしたーはいたのでしたーはいたのでしたーはいたのでした。。。。そこからそこからそこからそこから撮撮撮撮ったったったった写写写写真真真真にはにはにはには、、、、針針針針のののの先先先先ほほほほどのどのどのどの小小小小さなさなさなさな青青青青いいいい地球地球地球地球がががが太陽太陽太陽太陽からのからのからのからの光光光光のののの中中中中にににに 1 個個個個だだだだけけけけポポポポツツツツンとンとンとンと写写写写っていますっていますっていますっています。。。。もしもしもしもし地球地球地球地球にににに何何何何かがかがかがかが起起起起こったこったこったこったとしてもとしてもとしてもとしても、、、、どこからもどこからもどこからもどこからも救救救救援援援援にかけつけてくれるにかけつけてくれるにかけつけてくれるにかけつけてくれるだろだろだろだろうううう気気気気配配配配はありませんはありませんはありませんはありません。。。。６５６５６５６５億億億億キキキキロロロロメメメメーーーートルのトルのトルのトルの距距距距離離離離からからからから見見見見たたたた孤孤孤孤独独独独なななな地球地球地球地球のののの姿姿姿姿ですですですです。。。。あのあのあのあの小小小小さいさいさいさい点点点点のののの中中中中にににに、、、、あなたもいるしあなたもいるしあなたもいるしあなたもいるし、、、、あなたあなたあなたあなたのののの家家家家族族族族もいるしもいるしもいるしもいるし、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。敵敵敵敵もももも見見見見方方方方もあのもあのもあのもあの小小小小さなさなさなさな点点点点のののの中中中中にいにいにいにいるのでするのでするのでするのです。。。。 
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これまでこれまでこれまでこれまで、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと思思思思いつくままのことをおいつくままのことをおいつくままのことをおいつくままのことをお話話話話ししてきましたがししてきましたがししてきましたがししてきましたが、、、、まとめますとまとめますとまとめますとまとめますと、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙のののの研究研究研究研究からわかったことはからわかったことはからわかったことはからわかったことは、、、、おおまかにいえおおまかにいえおおまかにいえおおまかにいえばばばば、、、、三三三三つあってつあってつあってつあって、「、「、「、「すすすすべべべべてはてはてはてはひひひひとつのものかとつのものかとつのものかとつのものからららら生生生生まれたということまれたということまれたということまれたということ。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、すすすすべべべべてはかかわっているということてはかかわっているということてはかかわっているということてはかかわっているということ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それそれそれそれらがらがらがらが共存共存共存共存するためにはするためにはするためにはするためには、、、、相相相相反反反反するするするする性質性質性質性質がががが仲仲仲仲良良良良くくくくババババランスしていなけれランスしていなけれランスしていなけれランスしていなければばばばならないならないならないならない」」」」というというというということですことですことですことです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、語語語語呂呂呂呂合合合合わせのようにはなりますがわせのようにはなりますがわせのようにはなりますがわせのようにはなりますが、、、、自分自分自分自分というというというという言言言言葉葉葉葉のののの「「「「自自自自」」」」とはとはとはとは、、、、自自自自然然然然のののの「「「「自自自自」、」、」、」、自分自分自分自分のののの「「「「分分分分」」」」はははは、、、、分分分分身身身身のののの「「「「分分分分」」」」だだだだとととと考考考考えてはどうでしえてはどうでしえてはどうでしえてはどうでしょょょょうううう。。。。自分自分自分自分とはとはとはとは自自自自然然然然のののの分分分分身身身身だだだだというというというという意意意意味味味味だだだだっっっったのですたのですたのですたのです。。。。だだだだからこそからこそからこそからこそ、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに他他他他にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ってってってって生生生生きるしきるしきるしきるしかないということですかないということですかないということですかないということです。「。「。「。「私私私私とあなたとあなたとあなたとあなた」」」」からからからから「「「「あなたとあなたとあなたとあなたと私私私私」」」」にににに見見見見方方方方をををを変変変変えましえましえましえましょょょょうというこうというこうというこうということですとですとですとですねねねね。。。。相相相相手手手手にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うということはうということはうということはうということは、、、、sympathy のののの sy をををを em にににに変変変変えてえてえてえて empathy にしましにしましにしましにしましょょょょうということですうということですうということですうということです。。。。同情同情同情同情ではなくではなくではなくではなく「「「「共共共共感感感感」」」」ということですということですということですということです。。。。 ここでここでここでここで、、、、ほほほほんとうのんとうのんとうのんとうの優優優優しさとはしさとはしさとはしさとは何何何何かということをかということをかということをかということを金子金子金子金子みすみすみすみすゞゞゞゞのののの詩詩詩詩ををををごごごご紹介紹介紹介紹介しておしまいしておしまいしておしまいしておしまいにしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「さびしいときさびしいときさびしいときさびしいとき」」」」というタイトルですというタイトルですというタイトルですというタイトルです。。。。 「「「「私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、よそのよそのよそのよその人人人人はははは知知知知らないのらないのらないのらないの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、おおおお友友友友達達達達はははは笑笑笑笑うのうのうのうの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、おおおお母母母母さんはさんはさんはさんは優優優優しいのしいのしいのしいの。。。。私私私私がががが寂寂寂寂しいときにしいときにしいときにしいときに、、、、仏仏仏仏様様様様はははは寂寂寂寂しいのしいのしいのしいの」」」」というというというという詩詩詩詩でででですすすす。。。。私私私私はははは、、、、かつてかつてかつてかつて、、、、たがいにたがいにたがいにたがいに宗宗宗宗教対教対教対教対立立立立しているしているしているしている国国国国々々々々のののの青青青青年年年年たたたたちちちちにににに講講講講話話話話をするをするをするをする機機機機会会会会にににに恵恵恵恵まれまれまれまれましたがましたがましたがましたが、、、、話話話話のののの出出出出発発発発点点点点をすをすをすをすべべべべてててて宇宇宇宇宙宙宙宙にしたことがにしたことがにしたことがにしたことが効効効効をををを奏奏奏奏したのかしたのかしたのかしたのか、、、、まったくまったくまったくまったく混混混混乱乱乱乱はははは起起起起こりこりこりこりませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。そのときそのときそのときそのとき、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙研究研究研究研究からからからから知知知知りえたりえたりえたりえた最最最最新新新新のののの知識知識知識知識をもとにしたをもとにしたをもとにしたをもとにした平平平平和和和和教育教育教育教育もももも可能可能可能可能だだだだというというというという思思思思いをいをいをいを強強強強くくくく感感感感じじじじたのでしたたのでしたたのでしたたのでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは、、、、宇宇宇宇宙宙宙宙教育教育教育教育をををを平平平平和和和和教育教育教育教育ののののひひひひとつとしとつとしとつとしとつとしてててて位位位位置置置置づけるきっかけになったづけるきっかけになったづけるきっかけになったづけるきっかけになった貴貴貴貴重重重重なななな経経経経験験験験にもなりましたにもなりましたにもなりましたにもなりました。。。。 

  少少少少しししし、、、、所所所所定定定定のののの時時時時間間間間もももも過過過過ぎぎぎぎましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、人生人生人生人生はははは旅旅旅旅のようのようのようのようなものなものなものなものだだだだということをということをということをということを付付付付けけけけ加加加加えさせていたえさせていたえさせていたえさせていただだだだきききき、、、、おしまいにしたいとおしまいにしたいとおしまいにしたいとおしまいにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ここでここでここでここで留留留留意意意意しておきたいことはしておきたいことはしておきたいことはしておきたいことは、、、、旅旅旅旅とととと旅旅旅旅行行行行のののの違違違違いですいですいですいです。。。。旅旅旅旅行行行行とはとはとはとは行行行行きききき先先先先がはっきりがはっきりがはっきりがはっきり決決決決まっていてまっていてまっていてまっていて、、、、そこにそこにそこにそこに行行行行ったらったらったらったら再再再再びびびび元元元元のとこのとこのとこのところろろろにににに戻戻戻戻ってくることでってくることでってくることでってくることで完完完完結結結結しますしますしますします。。。。それにそれにそれにそれにひひひひきかえきかえきかえきかえ、、、、旅旅旅旅にはにはにはには戻戻戻戻ってくるってくるってくるってくる必必必必要要要要がなくがなくがなくがなく、、、、たたたただだだだひひひひたすらたすらたすらたすら続続続続けるものけるものけるものけるもの、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そこにはそこにはそこにはそこには不不不不安安安安とととと希希希希望望望望がががが同同同同居居居居していますしていますしていますしています。。。。松松松松尾芭蕉尾芭蕉尾芭蕉尾芭蕉のののの「「「「奥奥奥奥のののの細細細細道道道道」」」」のののの冒冒冒冒頭頭頭頭のののの部部部部分分分分にににに書書書書かれているかれているかれているかれている通通通通りですりですりですりです。「。「。「。「月月月月日日日日はははは百百百百代代代代のののの過過過過客客客客にしてにしてにしてにして、、、、行行行行きかきかきかきかふふふふ年年年年ももももまたまたまたまた旅旅旅旅人人人人なりなりなりなり」。」。」。」。月月月月日日日日はははは永永永永遠遠遠遠にににに旅旅旅旅をををを続続続続けるけるけるける旅旅旅旅人人人人のようなものであってのようなものであってのようなものであってのようなものであって、、、、毎毎毎毎年年年年去去去去ってはってはってはっては来来来来たりたりたりたり、、、、来来来来たってはまたたってはまたたってはまたたってはまた去去去去っていくっていくっていくっていく、、、、まさにまさにまさにまさに旅旅旅旅人人人人のようなもののようなもののようなもののようなものだだだだ。。。。人生人生人生人生もそうでしもそうでしもそうでしもそうでしょょょょうううう。。。。そういえそういえそういえそういえばばばば、、、、ウウウウナギもナギもナギもナギも旅旅旅旅をするようですをするようですをするようですをするようですねねねね。。。。6,500キキキキロロロロ、、、、稚稚稚稚魚魚魚魚からからからから成成成成魚魚魚魚になるまでになるまでになるまでになるまで。。。。しかししかししかししかし、、、、人人人人間間間間ととととウウウウナギのナギのナギのナギの違違違違いはいはいはいは、、、、芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉のののの最最最最後後後後のののの作作作作品品品品とされているとされているとされているとされている有有有有名名名名なななな句句句句にににに集約集約集約集約されていますされていますされていますされています。「。「。「。「旅旅旅旅にににに病病病病んんんんでででで、、、、夢夢夢夢はははは枯枯枯枯野野野野をかけをかけをかけをかけ廻廻廻廻るるるる」。」。」。」。芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉はははは、、、、途途途途中中中中でででで病病病病気気気気になってになってになってになって、、、、足足足足でででで歩歩歩歩くというくというくというくという現実現実現実現実のののの旅旅旅旅はできはできはできはできなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたが、、、、夢夢夢夢のののの中中中中ではではではでは、、、、未未未未だだだだにににに旅旅旅旅をををを続続続続けているというのですけているというのですけているというのですけているというのです。。。。人人人人間間間間のののの特質特質特質特質はははは、、、、夢夢夢夢にににに生生生生きるということができるということでしきるということができるということでしきるということができるということでしきるということができるということでしょょょょうううう。。。。これからさきこれからさきこれからさきこれからさき、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろのののの問問問問題題題題とととと遭遇遭遇遭遇遭遇するでしするでしするでしするでしょょょょうがうがうがうが、、、、まずまずまずまずはははは、、、、夢夢夢夢をををを持持持持ってってってって第第第第一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出しまししまししまししましょょょょうううう。。。。第第第第一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出さないさないさないさない限限限限りりりり、、、、旅旅旅旅はははは始始始始まらずまらずまらずまらず、、、、成成成成果果果果はゼロですはゼロですはゼロですはゼロです。。。。地球地球地球地球外知外知外知外知的的的的生命生命生命生命体体体体、、、、つまりつまりつまりつまり E.T.探探探探査査査査のののの草草草草分分分分けけけけ的的的的なななな存存存存在在在在としてとしてとしてとして有有有有名名名名ななななモモモモリリリリソソソソンンンン博博博博士士士士のののの言言言言葉葉葉葉をををを借借借借りれりれりれりればばばば、「、「、「、「E.T.がいるかがいるかがいるかがいるか、、、、いないかいないかいないかいないか、、、、そのそのそのその探探探探査査査査がががが成成成成功功功功するするするする確確確確率率率率をををを予予予予見見見見するのはするのはするのはするのは難難難難しいしいしいしい。。。。しかししかししかししかし、、、、もしもしもしもし、、、、私私私私たたたたちちちちがががが探探探探査査査査にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切らなけれらなけれらなけれらなければばばば成成成成功功功功するするするする確確確確率率率率はははは完完完完全全全全にゼロであるにゼロであるにゼロであるにゼロである」」」」ということですということですということですということですねねねね。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、行行行行動動動動ですですですです。。。。 

  定刻定刻定刻定刻をををを 5 分分分分過過過過ぎぎぎぎてしまいましたてしまいましたてしまいましたてしまいました。。。。好好好好きききき勝勝勝勝手手手手なことをおなことをおなことをおなことをお話話話話ししましたがししましたがししましたがししましたが、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの心心心心のどのどのどのどこかにこかにこかにこかに、、、、ほほほほんのんのんのんの些些些些細細細細なことでもなことでもなことでもなことでも残残残残っていれっていれっていれっていればばばば、、、、大大大大変変変変うれしうれしうれしうれしくくくく思思思思いますいますいますいます。。。。御御御御静静静静聴聴聴聴ありがとうありがとうありがとうありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  佐佐佐佐治先治先治先治先生生生生、、、、どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 
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ここでここでここでここで、、、、いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、笛笛笛笛をををを吹吹吹吹いていたいていたいていたいていただだだだきましたきましたきましたきました雲雲雲雲龍龍龍龍さんにさんにさんにさんにごごごご登登登登場場場場いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。「。「。「。「地球地球地球地球のかけらののかけらののかけらののかけらの響響響響きききき」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして笛笛笛笛をををを演演演演奏奏奏奏していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました雲雲雲雲龍龍龍龍さんさんさんさん、、、、そしてそしてそしてそして、、、、「「「「体体体体はははは地球地球地球地球（（（（ほほほほしししし））））からできているからできているからできているからできている」」」」とととと題題題題してしてしてして講演講演講演講演していたしていたしていたしていただだだだきましたきましたきましたきました佐佐佐佐治治治治晴夫晴夫晴夫晴夫先先先先生生生生ですですですです。。。。おおおお二人二人二人二人にもうにもうにもうにもう一度一度一度一度拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））どうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうどうもありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、いかがいかがいかがいかがだだだだったでしったでしったでしったでしょょょょうかうかうかうか。。。。少少少少しししし余余余余韻韻韻韻にににに浸浸浸浸っていたいっていたいっていたいっていたい感感感感じじじじがしますよがしますよがしますよがしますよねねねね。。。。私私私私もももも、、、、思思思思いをいをいをいを整整整整理理理理しようとしようとしようとしようと思思思思うんですけれどもうんですけれどもうんですけれどもうんですけれども、、、、もっともっともっともっと聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい、、、、もっともっともっともっと知知知知りたいりたいりたいりたい、、、、もっともっともっともっと考考考考ええええたいたいたいたい、、、、もっともっともっともっと調調調調べべべべてみたいというてみたいというてみたいというてみたいという思思思思いがいっいがいっいがいっいがいっぱぱぱぱいでいでいでいで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか整整整整理理理理ができないができないができないができない状態状態状態状態ですですですです。。。。 

  ききききょょょょうのこのうのこのうのこのうのこの時時時時間間間間がががが皆皆皆皆さんにとってよきさんにとってよきさんにとってよきさんにとってよき時時時時間間間間がががが過過過過ごごごごせたならせたならせたならせたならばばばば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの時時時時間間間間がががが、、、、よきよきよきよき飯田市飯田市飯田市飯田市づくりづくりづくりづくり、、、、そしてよきそしてよきそしてよきそしてよき地球地球地球地球づくりにつながれづくりにつながれづくりにつながれづくりにつながればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  以以以以上上上上をもをもをもをもちちちちましてましてましてまして、「、「、「、「国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN IIDA」」」」をををを終了終了終了終了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。本本本本日日日日はははは、、、、ごごごご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうまことにありがとうごごごござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

――    了了了了    ―― 

 


