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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緊密緊密緊密緊密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、、、、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創設以来創設以来創設以来創設以来このこのこのこの活動活動活動活動をををを支援支援支援支援してきたしてきたしてきたしてきた有志有志有志有志グループとグループとグループとグループと協働協働協働協働してしてしてして    国連連合大学国連連合大学国連連合大学国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。。。。本本本本フォーラムはフォーラムはフォーラムはフォーラムは、、、、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、、、、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れされされされ、、、、３３３３グルグルグルグループがープがープが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有固有固有固有のニーズのニーズのニーズのニーズにもとづいたにもとづいたにもとづいた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、、、、ＺＥＦＺＥＦＺＥＦＺＥＦがががが自治体自治体自治体自治体のののの協力協力協力協力をえてをえてをえてをえて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・地地地地域域域域」」」」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・・・・普及活普及活普及活普及活動動動動をををを進進進進めてめてめてめているいるいるいる。。。。    ２００８２００８２００８２００８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、、、、沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県でででで開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの主題主題主題主題はははは次次次次のようであったのようであったのようであったのようであった；；；；    宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市：：：：結結結結いでひろげるエコアイランドいでひろげるエコアイランドいでひろげるエコアイランドいでひろげるエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島    千葉市千葉市千葉市千葉市    ：：：：挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！    焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ１１１１／／／／３３３３削減削減削減削減    愛知県愛知県愛知県愛知県    ：：：：持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へとつづくへとつづくへとつづくへとつづく道道道道をひらくをひらくをひらくをひらく    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（（（（議事録議事録議事録議事録＆＆＆＆資料資料資料資料））））にににに詳詳詳詳細細細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最最最重要課重要課重要課重要課題題題題であるであるであるである地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防防防防止止止止活動活動活動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」」」」とととと要約要約要約要約することができるすることができるすることができるすることができる。。。。２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度からからからから２００２００２００２００７７７７年度年度年度年度にににに開催開催開催開催さささされたれたれたれた２０２０２０２０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いらしいらしいらしい活活活活動事動事動事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されておされておされておりりりり、、、、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まままりりりりととと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、、、、環境環境環境環境事業事業事業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改改改改めてめてめてめて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、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活動活動活動活動・・・・３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進ののののためのためのため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しておしておしておりりりり、、、、同様同様同様同様のののの成成成成果果果果がががが実現実現実現実現されているであろうされているであろうされているであろうされているであろう。。。。    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」」」」にににに要望要望要望要望されているされているされているされている行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されされされ、、、、各国各国各国各国にににに多多多多くのくのくのくの好影響好影響好影響好影響をををを与与与与えつつあるえつつあるえつつあるえつつある。。。。ここここれはれはれはれは、、、、わがわがわがわが国国国国のすのすのすのすべべべべてのてのてのての機機機機関関関関・・・・関係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国際連国際連国際連合大学合大学合大学合大学・・・・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ていくこげていくこげていくこげ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密密密接接接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要必要必要必要とするプロとするプロとするプロとするプロセセセセススススやややや手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活動普及活動普及活動普及活動にもにもにもにも協力協力協力協力しししし、、、、活力活力活力活力あるあるあるある持続可能持続可能持続可能持続可能なななな自治体自治体自治体自治体・・・・地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ごストとしてごストとしてごストとしてご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた機機機機関関関関はははは次次次次のとおのとおのとおのとおりりりりであるであるであるである。。。。これらこれらこれらこれら機機機機関関関関ならびにならびにならびにならびに各各各各位位位位にににに深甚深甚深甚深甚なななな謝意謝意謝意謝意をををを表表表表しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、フォーラ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、、、、貴重貴重貴重貴重なごなごなごな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げますしあげますしあげますしあげます。。。。    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））））        国国国国機機機機関関関関    ：：：：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、、、、独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所        自治体自治体自治体自治体    ：：：：沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市沖縄県宮古島市、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県    教育機教育機教育機教育機関関関関：：：：琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学、、、、沖縄県宮古沖縄県宮古沖縄県宮古沖縄県宮古総総総総合合合合実業実業実業実業高高高高等学等学等学等学校校校校、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学、、、、                        愛知愛知愛知愛知工工工工業大学業大学業大学業大学、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋大学大学大学大学、、、、豊橋豊橋豊橋豊橋技術科学大学技術科学大学技術科学大学技術科学大学            産業界産業界産業界産業界        ：：：：㈱㈱㈱㈱りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき、、、、イイイイオオオオンンンンリリリリテールテールテールテール㈱㈱㈱㈱、、、、環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ、、、、                                トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車    
            ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ        ：ＧＯＮＥ：ＧＯＮＥ：ＧＯＮＥ：ＧＯＮＥＴＴＴＴ（（（（ごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットちばちばちばちば２１２１２１２１））））    
            団体団体団体団体            ：：：：千葉市千葉市千葉市千葉市南町共栄南町共栄南町共栄南町共栄会会会会、（、（、（、（社社社社））））日日日日本本本本都都都都市市市市計画計画計画計画学会学会学会学会    環境市民環境市民環境市民環境市民：：：：宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市エコエコエコエコピピピピープループループループル、、、、環境環境環境環境省省省省３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進ママママイスターイスターイスターイスター    
    注注注注記記記記・・・・「「「「全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会＆＆＆＆ゼロ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 2008 in2008 in2008 in2008 in愛知愛知愛知愛知」」」」分科会分科会分科会分科会ではではではでは、、、、２２２２００００のののの活動活動活動活動紹介紹介紹介紹介（（（（自治体自治体自治体自治体・・・・企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体））））があがあがあがありりりりましましましましたたたた。。。。資料資料資料資料編編編編・・・・第第第第３３３３回回回回フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの案案案案内内内内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。。。。    
    ２００９２００９２００９２００９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（（（（アドアドアドアドババババイサーイサーイサーイサー））））    竹林竹林竹林竹林    征雄征雄征雄征雄（（（（プログラムコープログラムコープログラムコープログラムコ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        

    

ⅠⅠⅠⅠ    議事録議事録議事録議事録    

    

第第第第１１１１回回回回：：：：ゼロエミッションフォーラムゼロ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 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008             ・・・・    ・・・・    ・・・・        ４４４４ 

                                    ～～～～    結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古  ～～～～ 開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺 亮亮亮亮  氏氏氏氏  宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長 

              藤村藤村藤村藤村 宏幸宏幸宏幸宏幸  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 記記記記念講演念講演念講演念講演    「「「「環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」                             鈴木鈴木鈴木鈴木 基基基基之之之之    氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 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代表代表代表代表、、、、放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授、、、、                                                                  環境環境環境環境省中央省中央省中央省中央環境環境環境環境審審審審議会会議会会議会会議会会長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「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構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発発発発信信信信－－－－」」」」 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学教授教授教授教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事 

 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                             テーテーテーテーママママ：「：「：「：「エコアイラエコアイラエコアイラエコアイランドンドンドンド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」                         ・コー・コー・コー・コーディディディディネーターネーターネーターネーター 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学教授教授教授教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事                         ・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストストストスト 坂坂坂坂本本本本 憲憲憲憲一一一一  氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF プロジェクトアドプロジェクトアドプロジェクトアドプロジェクトアドババババイイイイザザザザーーーー 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺 亮亮亮亮    氏氏氏氏            宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長 奥奥奥奥島島島島 憲二憲二憲二憲二    氏氏氏氏            ㈱㈱㈱㈱りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー事業本事業本事業本事業本部部部部                                      ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室長室長室長室長                             前里前里前里前里 和和和和洋洋洋洋    氏氏氏氏            宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高高高高等学等学等学等学校校校校環境環境環境環境工工工工学科学科学科学科教諭教諭教諭教諭                             山口山口山口山口 靖子靖子靖子靖子    氏氏氏氏            エコエコエコエコピピピピープループループループル 

 

第第第第２２２２回回回回：：：：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・イン・イン・イン・イン・千葉市千葉市千葉市千葉市    ・・・・    ・・・・            ４４４４７７７７    

～～～～挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/31/31/31/3 削減削減削減削減～～～～    開会開会開会開会挨拶挨拶挨拶挨拶            林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎    氏氏氏氏 千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、 

                                千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会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  ～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～～～～」」」」 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 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表、、、、 

                                千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 2     講演講演講演講演「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くくくくねねねね！」！」！」！」 

              白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子  氏氏氏氏      シンシンシンシンガガガガー・ー・ー・ー・ソソソソングライターングライターングライターングライター 
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                                                                環境環境環境環境省省省省 3R 推進推進推進推進ママママイスターイスターイスターイスター 

 タンタンタンタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団とのミニコンサートとのミニコンサートとのミニコンサートとのミニコンサート 

 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 テーテーテーテーママママ：「：「：「：「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」                         ・コー・コー・コー・コ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 倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史    氏氏氏氏            千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学法法法法経学経学経学経学部教授部教授部教授部教授                         ・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストストストスト 井上健井上健井上健井上健治治治治  氏氏氏氏            NPO 団体団体団体団体 GONET（（（（ごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットちばちばちばちば 21））））代表代表代表代表 表表表表  知知知知子子子子  氏氏氏氏      「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議委員委員委員委員 児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷 弘弘弘弘 氏氏氏氏      南町共栄南町共栄南町共栄南町共栄会会会会会会会会長長長長 高橋高橋高橋高橋  晋晋晋晋  氏氏氏氏      イイイイオオオオンンンンリリリリテールテールテールテール株式株式株式株式会社環境社会会社環境社会会社環境社会会社環境社会貢献部長貢献部長貢献部長貢献部長 深沢深沢深沢深沢あゆみあゆみあゆみあゆみ氏氏氏氏      千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会 林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎  氏氏氏氏      千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長 

 

第第第第３３３３回回回回：：：：全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会                                                        ・・・・    ・・・・    ・・・・        ８１８１８１８１    

                ＆＆＆＆ゼロ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    2008 in2008 in2008 in2008 in あいちあいちあいちあいち                     

                    基調基調基調基調講演講演講演講演およびおよびおよびおよび報告報告報告報告（（（（１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日・・・・午前午前午前午前）））） 主催主催主催主催者挨拶者挨拶者挨拶者挨拶        神田真秋神田真秋神田真秋神田真秋    氏氏氏氏 愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事 

              深谷紘深谷紘深谷紘深谷紘一一一一  氏氏氏氏      環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB 会会会会長長長長 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜  氏氏氏氏      経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長 

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

 基調基調基調基調講演講演講演講演 I        「「「「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」」」」 武武武武内和内和内和内和彦彦彦彦  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連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大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教授教授教授教授、、、、 

                                東京東京東京東京大学大学大学大学サステサステサステサステイナイナイナイナビリビリビリビリテテテティィィィ学連学連学連学連携携携携研究研究研究研究機機機機構構構構副機副機副機副機構構構構長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの発展形発展形発展形発展形－－－－リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設からからからから環境環境環境環境都都都都市市市市にににに－－－－」」」」 

              藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮  氏氏氏氏      独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所環境技術環境技術環境技術環境技術評価評価評価評価システムシステムシステムシステム                                                                 研究研究研究研究室長室長室長室長、、、、東洋東洋東洋東洋大学大学大学大学教授教授教授教授                                                                  報告報告報告報告 I        「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン政策政策政策政策のののの成成成成果果果果とととと課課課課題題題題」」」」 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜    氏氏氏氏      経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長 

 報告報告報告報告 II        「「「「モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり愛知愛知愛知愛知のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンとそのンとそのンとそのンとその展開展開展開展開」」」」 藤井敏夫藤井敏夫藤井敏夫藤井敏夫  氏氏氏氏      愛知県環境愛知県環境愛知県環境愛知県環境部長部長部長部長 

                                                                                 全全全全体会議体会議体会議体会議((((１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日・・・・午前午前午前午前))))                                    ・・・・    ・・・・    １１１１１１１１５５５５                                シンシンシンシンポポポポジジジジウウウウム・ム・ム・ム・｢｢｢｢持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へのへのへのへの道道道道をひらくをひらくをひらくをひらく｣｣｣｣                                                                （（（（愛知県愛知県愛知県愛知県編編編編集集集集））））    コーコーコーコ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    架架架架谷谷谷谷昌昌昌昌信信信信    氏氏氏氏    愛知愛知愛知愛知工工工工業大学業大学業大学業大学教授教授教授教授・・・・名名名名古古古古屋屋屋屋大学大学大学大学名名名名誉誉誉誉教授教授教授教授    パネラーパネラーパネラーパネラー                    藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮    氏氏氏氏    ((((独独独独))))国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所環境技術環境技術環境技術環境技術評価評価評価評価システムシステムシステムシステム研究研究研究研究室長室長室長室長、、、、                                                                    東洋東洋東洋東洋大学大学大学大学教授教授教授教授    
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                                    小澤小澤小澤小澤一一一一郎郎郎郎    氏氏氏氏    （（（（社社社社））））日日日日本本本本都都都都市市市市計画計画計画計画学会学会学会学会副副副副会会会会長長長長                                        深谷紘深谷紘深谷紘深谷紘一一一一    氏氏氏氏    環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ会会会会長長長長、、、、                                                                    （（（（（（（（株株株株））））デデデデンンンンソソソソーーーー代表代表代表代表取締取締取締取締役副役副役副役副会会会会長長長長））））                                        田田田田島島島島英英英英彦彦彦彦    氏氏氏氏    トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車（（（（株株株株））））ＣＣＣＣＳＳＳＳＲＲＲＲ・・・・環境環境環境環境部部長部部長部部長部部長                                        稲垣隆司稲垣隆司稲垣隆司稲垣隆司    氏氏氏氏    愛知県愛知県愛知県愛知県副副副副知事知事知事知事                                        君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜    氏氏氏氏    経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長    
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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 inininin 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」 

～～～～    結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古  ～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 6 月月月月 29日日日日（（（（木木木木））））14:00－－－－17:00 場場場場所所所所    ：：：：    ママママテテテティィィィダダダダ市民市民市民市民劇劇劇劇場場場場 

 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            伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺 亮亮亮亮  氏氏氏氏  宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長 

              藤村藤村藤村藤村 宏幸宏幸宏幸宏幸  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム会会会会長長長長 

 記記記記念講演念講演念講演念講演    「「「「環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」                             鈴木鈴木鈴木鈴木 基基基基之之之之    氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 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代表代表代表代表、、、、放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授、、、、                                                                  環境環境環境環境省中央省中央省中央省中央環境環境環境環境審審審審議会会議会会議会会議会会長長長長 基調基調基調基調講演講演講演講演        「「「「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構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発発発発信信信信－－－－」」」」 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学教授教授教授教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事 

 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ッシッシッションョンョンョン                             テーテーテーテーママママ：「：「：「：「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」                         ・・・・コーコーコーコーディディディディネーターネーターネーターネーター 伊波伊波伊波伊波 美智子氏美智子氏美智子氏美智子氏            琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学教授教授教授教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF理理理理事事事事                         ・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストストストスト 坂坂坂坂本本本本 憲憲憲憲一一一一  氏氏氏氏            国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF プロジェクトアドプロジェクトアドプロジェクトアドプロジェクトアドババババイイイイザザザザーーーー 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺 亮亮亮亮    氏氏氏氏            宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長 奥奥奥奥島島島島 憲二憲二憲二憲二    氏氏氏氏            ㈱㈱㈱㈱りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき産業産業産業産業エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー事業本事業本事業本事業本部部部部                                      ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室長室長室長室長                             前里前里前里前里 和和和和洋洋洋洋    氏氏氏氏            宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高高高高等学等学等学等学校校校校環境環境環境環境工工工工学科学科学科学科教諭教諭教諭教諭                             山口山口山口山口 靖子靖子靖子靖子    氏氏氏氏            エコエコエコエコピピピピープループループループル 

 

 議議議議事事事事 

 司司司司会会会会 

  会会会会場場場場へへへへおおおお越越越越しのしのしのしの皆皆皆皆様様様様、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。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ゼロ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 宮宮宮宮古島古島古島古島 2008」」」」ににににおおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきききき、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、今今今今年年年年のののの 3 月月月月 31日日日日にエコアイランドにエコアイランドにエコアイランドにエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを行行行行ったことはったことはったことはったことは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様もももも既既既既にごにごにごにご承承承承知知知知のこととのこととのこととのことと思思思思いますいますいますいます。。。。このエコアイランドこのエコアイランドこのエコアイランドこのエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを記記記記念念念念してしてしてして行行行行われるのがわれるのがわれるのがわれるのが、、、、このゼロエミッションフォーラムでごこのゼロエミッションフォーラムでごこのゼロエミッションフォーラムでごこのゼロエミッションフォーラムでござざざざいますいますいますいます。。。。フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、宮古島市国宮古島市国宮古島市国宮古島市国連大学連大学連大学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、、、、そしてエコアイランドそしてエコアイランドそしてエコアイランドそしてエコアイランド宮古島推進宮古島推進宮古島推進宮古島推進委員委員委員委員会会会会のののの共同共同共同共同でのでのでのでの開催開催開催開催となっとなっとなっとなっていますていますていますています。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、講演講演講演講演、、、、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等等等等がががが予定予定予定予定されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してきしてきしてきしてきょょょょうはさまうはさまうはさまうはさまざざざざまなまなまなまな気気気気づきづきづきづきやややや広広広広ががががりりりりをもたらしてくれるものとをもたらしてくれるものとをもたらしてくれるものとをもたらしてくれるものと期待期待期待期待しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、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機機機機にににに、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様のののの行行行行動動動動がががが、、、、ついさっついさっついさっついさっきまでとはきまでとはきまでとはきまでとはがらがらがらがらりりりりとととと変変変変わってわってわってわっ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行行行行動動動動をとってくれるをとってくれるをとってくれるをとってくれることをことをことをことを期待期待期待期待しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、司司司司会進会進会進会進行行行行をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますのはますのはますのはますのは、、、、宮古宮古宮古宮古テテテテレレレレビビビビのののの浦崎淳浦崎淳浦崎淳浦崎淳ですですですです。。。。どうどうどうどう
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ぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

  あらかあらかあらかあらかじじじじめめめめ、、、、本本本本日日日日、、、、舞台舞台舞台舞台でのでのでのでの予定予定予定予定をおをおをおをお伝伝伝伝えしておきましえしておきましえしておきましえしておきましょょょょうううう。。。。まずまずまずまず、、、、環境環境環境環境をテーをテーをテーをテーママママとしとしとしとしたたたた記記記記念講演念講演念講演念講演、、、、基基基基調調調調講演講演講演講演がががが予定予定予定予定されてされてされてされていいいいますますますます。。。。記記記記念講演念講演念講演念講演はははは、、、、テーテーテーテーママママがががが「「「「環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコとエコとエコとエコアイランドアイランドアイランドアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」がテーがテーがテーがテーママママ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。。。。講講講講師師師師にはにはにはには、、、、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ーラムーラムーラム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代表代表代表代表のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之ささささんんんんをおをおをおをお招招招招きしますきしますきしますきします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演のののの演演演演題題題題でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発発発発信信信信－－－－」」」」となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。講講講講師師師師はははは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学観光観光観光観光産業科学産業科学産業科学産業科学部教授部教授部教授部教授、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子ささささんんんん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。。。。続続続続いていていていて、、、、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ですけれどもッションですけれどもッションですけれどもッションですけれども、、、、テーテーテーテーママママはははは、、、、ずずずずばりばりばりばり、、、、「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」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。。。。5名名名名のパネのパネのパネのパネリリリリトストストストスからどからどからどからどんんんんなななな話話話話がががが聞聞聞聞けるのかけるのかけるのかけるのか、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんももももぜぜぜぜひごひごひごひご注目注目注目注目くくく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、、、、このフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムの主主主主人人人人公公公公はははは次世次世次世次世代代代代をををを担担担担うううう子子子子供供供供たたたたちちちちともなっともなっともなっともなっていますていますていますています。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、幕幕幕幕開開開開けにけにけにけに、、、、工工工工業業業業高校高校高校高校とととと宮古宮古宮古宮古高校高校高校高校のののの男女男女男女男女ののののババババンドがそれンドがそれンドがそれンドがそれぞぞぞぞれれれれ出演出演出演出演しましましましましてしてしてして幕幕幕幕開開開開けをけをけをけを飾飾飾飾っていたっていたっていたって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、、、、このフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムのこのフォーラムの中中中中ではではではではメメメメッッッッセセセセージをいたージをいたージをいたージをいただだだだくことにくことにくことにくことにももももなっておなっておなっておなっておりりりりましてましてましてまして、、、、池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校のののの勝勝勝勝連連連連拓海拓海拓海拓海君君君君がががが登場登場登場登場してしてしてして、、、、未未未未来来来来をををを見見見見据据据据えたえたえたえた気気気気持持持持ちちちちををををメメメメッッッッセセセセージにージにージにージに込込込込めてめてめてめて伝伝伝伝えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。最最最最後後後後はははは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを宮古島宮古島宮古島宮古島市内市内市内市内のののの児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの代表代表代表代表らとともにらとともにらとともにらとともに宣言宣言宣言宣言してしてしてして締締締締めくくっていきたいとめくくっていきたいとめくくっていきたいとめくくっていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、このこのこのこの「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」をををを通通通通してしてしてして、、、、環境環境環境環境のためにともにのためにともにのためにともにのためにともに考考考考えることえることえることえること、、、、そしてあわせてそしてあわせてそしてあわせてそしてあわせて行行行行動動動動するするするする心心心心をををを育育育育めれめれめれめればばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその心心心心をををを育育育育むむむむことによってことによってことによってことによって、、、、きっときっときっときっと「「「「我我我我（（（（ばばばば））））んんんんたがたがたがたが美美美美（（（（かかかか））））ぎぎぎぎ島島島島（（（（すますますますま））））宮古宮古宮古宮古（（（（みみみみややややーくーくーくーく））））」」」」をををを築築築築きききき上上上上げることができるはずですげることができるはずですげることができるはずですげることができるはずです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」、、、、進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。 

  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 まずはまずはまずはまずは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様へへへへ開会開会開会開会のごあいさつですのごあいさつですのごあいさつですのごあいさつです。。。。ごあいさつはごあいさつはごあいさつはごあいさつは、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮よよよよりりりりごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににに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、、、、市民市民市民市民総総総総合合合合文文文文化化化化祭祭祭祭などいろいろイなどいろいろイなどいろいろイなどいろいろイベベベベントもあるントもあるントもあるントもあるんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、このフォーラムにおこのフォーラムにおこのフォーラムにおこのフォーラムにお集集集集ままままりりりりいたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつをををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  本本本本日日日日、、、、ここにここにここにここに「「「「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008」」」」をををを開催開催開催開催するにするにするにするに当当当当たたたたりりりり、、、、主主主主催催催催者者者者をををを代表代表代表代表しししし、、、、一言一言一言一言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  皆皆皆皆様様様様ごごごご承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、今今今今年年年年のののの 3 月月月月、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしてをしてをしてをして、、、、ここここれかられかられかられから市民市民市民市民みみみみんんんんなでなでなでなで考考考考ええええ、、、、行行行行動動動動しししし、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに優優優優しいしいしいしい「「「「我我我我ばんんんんたがたがたがたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーく」」」」をつくってをつくってをつくってをつくっていくことをいくことをいくことをいくことを約約約約束束束束しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの宣言宣言宣言宣言がががが、、、、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賛賛賛賛同同同同をををを得得得得ましたことからましたことからましたことからましたことから、、、、本本本本日日日日ののののゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム開催開催開催開催のののの運運運運びとなびとなびとなびとなりりりりましたましたましたました。。。。 

  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、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロのゼロのゼロのゼロの資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会をををを構築構築構築構築しししし、、、、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目目目目標標標標にしたにしたにしたにした計画計画計画計画をををを言言言言いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」宣言宣言宣言宣言のののの構想体構想体構想体構想体系系系系にもにもにもにも位位位位置置置置づけらづけらづけらづけられておれておれておれておりりりり、、、、私私私私たたたたちちちちがががが最最最最終終終終的的的的にににに到達到達到達到達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目目目目標標標標でもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、本本本本日日日日のフォーラムはのフォーラムはのフォーラムはのフォーラムは、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演でででで、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之先先先先生生生生にににに、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの下下下下でのでのでのでの環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動のパラダイムシフトのパラダイムシフトのパラダイムシフトのパラダイムシフト、、、、社会社会社会社会全全全全体体体体のののの価価価価値観値観値観値観のののの移移移移行行行行についてごについてごについてごについてご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。またまたまたまた、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演ではではではでは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学のののの
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伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子先先先先生生生生にににに、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築についてごについてごについてごについてご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。パネルパネルパネルパネルディディディディス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、、、、伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生をコーをコーをコーをコーディディディディネーターにネーターにネーターにネーターに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂坂坂坂本本本本憲憲憲憲一先一先一先一先生生生生、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社りゅりゅりゅりゅうせきのうせきのうせきのうせきの奥奥奥奥島島島島憲二室長憲二室長憲二室長憲二室長、、、、宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高高高高等学等学等学等学校校校校のののの前里前里前里前里和和和和洋教諭洋教諭洋教諭洋教諭、、、、エコエコエコエコピピピピープルのープルのープルのープルの山口靖子様山口靖子様山口靖子様山口靖子様をパネをパネをパネをパネリリリリストにストにストにストに、、、、実実実実践践践践報告報告報告報告とととと提言提言提言提言をいたをいたをいたをいただだだだくなどくなどくなどくなど、、、、多多多多彩彩彩彩なななな内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。最最最最後後後後はははは、、、、環境大環境大環境大環境大臣賞臣賞臣賞臣賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校のののの生生生生徒徒徒徒のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに、、、、漂漂漂漂着着着着ごみごみごみごみ等等等等のクのクのクのクリリリリーンーンーンーン活動活動活動活動をををを通通通通したしたしたしたメメメメッッッッセセセセージージージージ発発発発表表表表、、、、そしてそしてそしてそして子子子子供供供供たたたたちちちちによるエコアイランドによるエコアイランドによるエコアイランドによるエコアイランド宮宮宮宮古島宣言古島宣言古島宣言古島宣言文文文文のののの合唱合唱合唱合唱でででで締締締締めくくめくくめくくめくくりりりりますますますます。。。。 

  私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで自自自自然然然然環境環境環境環境にににに手手手手をををを加加加加ええええ、、、、ごみごみごみごみやややや CO2 などのなどのなどのなどの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを大大大大量量量量にににに排排排排出出出出ししししながらながらながらながら繁繁繁繁栄栄栄栄をもたらしてきましたをもたらしてきましたをもたらしてきましたをもたらしてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、これによこれによこれによこれによりりりり地球環境地球環境地球環境地球環境はははは激変激変激変激変しようとしておしようとしておしようとしておしようとしておりりりり、、、、人類人類人類人類はもとよはもとよはもとよはもとよりりりり、、、、地地地地上上上上のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる生命生命生命生命のののの存存存存在在在在がががが脅脅脅脅かされていますかされていますかされていますかされています。。。。私私私私たたたたちちちちはこのはこのはこのはこの現現現現状状状状をしをしをしをしっかっかっかっかりりりりとととと認識認識認識認識しししし、、、、一一一一人人人人一一一一人人人人がががが自分自自分自自分自自分自身身身身のののの生生生生きききき方方方方をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないでしがあるのではないでしがあるのではないでしがあるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。本本本本フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが、、、、宮古宮古宮古宮古のののの自自自自然然然然やややや地球環境地球環境地球環境地球環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを与与与与えないえないえないえない行行行行動動動動についてたくさについてたくさについてたくさについてたくさんんんんのののの示唆示唆示唆示唆をををを与与与与えてくれるものとえてくれるものとえてくれるものとえてくれるもの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契契契契機機機機にににに、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで学学学学びびびび合合合合いいいい、、、、行行行行動動動動しししし、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい「「「「我我我我ばんんんんたがたがたがたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーく」」」」をををを創創創創ってまいってまいってまいってまいりりりりましましましましょょょょうううう。。。。 

  最最最最後後後後になになになになりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、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ごにごにごにご尽尽尽尽力力力力くくく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国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学ゼロエゼロエゼロエゼロエミッションフォーラム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、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島推進宮古島推進宮古島推進宮古島推進委員委員委員委員会会会会、、、、またごまたごまたごまたご後後後後援援援援をををを賜賜賜賜りりりりましたましたましたました各各各各省省省省庁庁庁庁、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、協力協力協力協力・・・・協協協協賛賛賛賛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企業企業企業企業、、、、ママママスコミスコミスコミスコミ各社各社各社各社にににに深深深深くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、主催主催主催主催者者者者のあいさつとしますのあいさつとしますのあいさつとしますのあいさつとします。。。。平平平平成成成成 20 年年年年 6 月月月月 29 日日日日、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮。。。。本本本本日日日日はまことにあはまことにあはまことにあはまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざ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 

  皆皆皆皆様様様様へのへのへのへの開会開会開会開会のあいさつはのあいさつはのあいさつはのあいさつは、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮よよよよりりりり申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッション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よよよよりりりり、、、、皆皆皆皆様様様様へごあへごあへごあへごあいいいいさつですさつですさつですさつです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、高校生高校生高校生高校生のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方のライブのライブのライブのライブ、、、、そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの会会会会場場場場にもにもにもにも、、、、中中中中学学学学生生生生のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、高校生高校生高校生高校生のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちがたくさがたくさがたくさがたくさんんんんおおおお見見見見えになってえになってえになってえになって、、、、ほんほんほんほんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりががががとうごとうごとうごとうござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、いろいろゼロエミッションフォーラムをいろいろゼロエミッションフォーラムをいろいろゼロエミッションフォーラムをいろいろゼロエミッションフォーラムを海海海海外外外外とかとかとかとか国内国内国内国内でででで開催開催開催開催いたしいたしいたしいたしますがますがますがますが、、、、ここここんんんんなになになになに若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちがががが集集集集まったフォーラムはまったフォーラムはまったフォーラムはまったフォーラムは初初初初めてでごめてでごめてでごめてでござざざざいましていましていましていまして、、、、私私私私らもらもらもらも、、、、国国国国連大学連大学連大学連大学ののののメメメメンンンンババババーではーではーではーでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような企企企企画画画画はははは到底到底到底到底できなかったであろうとできなかったであろうとできなかったであろうとできなかったであろうと、、、、感感感感銘銘銘銘をををを深深深深くしてくしてくしてくしておおおおりりりりますますますます。。。。ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの環境環境環境環境にににに対対対対するするするする認識認識認識認識のののの高高高高さにさにさにさに敬服敬服敬服敬服いたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでいたしたわけでごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ライブのライブのライブのライブの間間間間にもにもにもにも環境環境環境環境のおのおのおのお話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたましたがががが、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、私私私私はははは実実実実はははは初初初初めてのめてのめてのめての訪問訪問訪問訪問でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はきれいはきれいはきれいはきれいだだだだというというというという話話話話はははは聞聞聞聞いていたわけですけいていたわけですけいていたわけですけいていたわけですけれれれれどどどど、、、、ここここんんんんなになになになにきれいなきれいなきれいなきれいな島島島島があるとはがあるとはがあるとはがあるとは驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。何何何何しろしろしろしろ海海海海のののの色色色色、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうにややややわわわわらかくてらかくてらかくてらかくて美美美美しいしいしいしい海海海海のののの色色色色でしたでしたでしたでした。。。。緑緑緑緑もももも鮮鮮鮮鮮ややややかですしかですしかですしかですし、、、、ブーブーブーブーゲゲゲゲンンンンビリビリビリビリアのアのアのアの赤赤赤赤さもさもさもさも――――――――我我我我がががが家家家家にもブーにもブーにもブーにもブーゲゲゲゲンンンンビリビリビリビリアがアがアがアが花花花花をつけをつけをつけをつけるわけでるわけでるわけでるわけですけどすけどすけどすけど、、、、明明明明るさがまるっきるさがまるっきるさがまるっきるさがまるっきりりりり違違違違いますいますいますいます。。。。ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに美美美美しいしいしいしい島島島島でごでごでごでござざざざいますいますいますいますしししし、、、、またまたまたまた、、、、おおおお会会会会いするいするいするいする皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、大大大大変笑顔変笑顔変笑顔変笑顔でででで迎迎迎迎えていたえていたえていたえていただだだだきましきましきましきましたたたた。。。。こういうこういうこういうこういう美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然のののの中中中中でででで、、、、そそそそしてしてしてして安心安心安心安心したしたしたした生生生生活活活活をなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしをなさっていらっしゃゃゃゃ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島島島島はははは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの高校生高校生高校生高校生のおのおのおのお話話話話にもごにもごにもごにもござざざざいましたようにいましたようにいましたようにいましたように、、、、失失失失われてしまってはわれてしまってはわれてしまってはわれてしまっては次次次次のののの世世世世代代代代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは子子子子孫孫孫孫にににに対対対対してしてしてしてほほほほんんんんとうにとうにとうにとうに申申申申しわけないわしわけないわしわけないわしわけないわけでごけでごけでごけでござざざざいましていましていましていまして、、、、何何何何としてもとしてもとしてもとしても永久永久永久永久にににに維維維維持持持持していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいけいけいけないというないというないというないというふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。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、、、、このエコこのエコこのエコこのエコアイランドアイランドアイランドアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島宣言宣言宣言宣言がながながながなされたわけでごされたわけでごされたわけでごされたわけでござざざざいまいまいまいますしすしすしすし、、、、町全町全町全町全体体体体がががが一体一体一体一体となってそれにとなってそれにとなってそれにとなってそれに向向向向かってかってかってかって活動活動活動活動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
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姿姿姿姿ににににほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに希希希希望望望望をををを持持持持っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。     私私私私はもうはもうはもうはもう 75歳歳歳歳でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、これからこれからこれからこれから先先先先そそそそんんんんなにあるわけでごなにあるわけでごなにあるわけでごなにあるわけでござざざざいませいませいませいませんんんんでででで、、、、ややややははははりりりり次次次次のののの世世世世代代代代のののの皆皆皆皆様様様様方方方方がこがこがこがこんんんんなになになになに熱心熱心熱心熱心にこのにこのにこのにこの運運運運動動動動にににに参画参画参画参画されることされることされることされること、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにうれしくとうにうれしくとうにうれしくとうにうれしく思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ぜぜぜぜひひひひ私私私私たたたたちちちち古古古古いいいい文文文文化化化化、、、、文明文明文明文明のののの中中中中でででで育育育育ったライフスタイルをったライフスタイルをったライフスタイルをったライフスタイルを、、、、古古古古いライフスタいライフスタいライフスタいライフスタイルをイルをイルをイル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間間間間をををを、、、、新新新新しいライフスタイルにしいライフスタイルにしいライフスタイルにしいライフスタイルに導導導導いていっていたいていっていたいていっていたいていっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。循環循環循環循環ののののキキキキーワードはーワードはーワードはーワードは、、、、心心心心のののの問問問問題題題題からいたしますとからいたしますとからいたしますとからいたしますと、、、、「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」というというというという気気気気持持持持ちちちちののののことことことことだだだだとととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、共生共生共生共生社会社会社会社会のためにはのためにはのためにはのためには、、、、他他他他のののの生生生生物物物物、、、、人人人人間間間間だだだだけではごけではごけではごけではござざざざいませいませいませいませんんんんでででで、、、、ほほほほかのものにかのものにかのものにかのものに対対対対するいたわするいたわするいたわするいたわりりりりのののの気気気気持持持持ちちちちがががが基盤基盤基盤基盤になけれになけれになけれになければばばばならないわけでごならないわけでごならないわけでごならないわけでござざざざいましいましいましいましてててて、、、、これからのライフスタイルもこれからのライフスタイルもこれからのライフスタイルもこれからのライフスタイルも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工工工工業技術業技術業技術業技術、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは科学科学科学科学、、、、社会社会社会社会そのものそのものそのものそのもの、、、、経経経経済済済済システムシステムシステムシステム、、、、これこれこれこれららららもももも、、、、そういうもったいないそういうもったいないそういうもったいないそういうもったいない、、、、あるいはいたわあるいはいたわあるいはいたわあるいはいたわりりりりのののの気気気気持持持持ちちちちををををベベベベースにしースにしースにしースにしたものがたものがたものがたものが発展発展発展発展していくしていくしていくしていくんんんんであろうというであろうというであろうというであろ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。。。。そういうものをまずそういうものをまずそういうものをまずそういうものをまず一一一一番番番番先先先先にににに手手手手がけられるのはがけられるのはがけられるのはがけられるのは地域地域地域地域だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜぜぜぜひこのひこのひこのひこの宮古島宮古島宮古島宮古島がががが 21 世世世世紀紀紀紀のののの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のののモデモデモデモデルとルとルとルとしてしてしてして、、、、世界世界世界世界にににに先先先先駆駆駆駆けてすけてすけてすけてすばばばばらしいらしいらしいらしいモデモデモデモデルをルをルをルを構築構築構築構築されてされてされてされて、、、、発発発発信信信信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きたいきたいきたいきたい。。。。そそそそれがれがれがれがひいてひいてひいてひいてはははは環境環境環境環境都都都都市市市市にもなにもなにもなにもなりりりりますしますしますしますし、、、、技術技術技術技術のののの面面面面ではではではでは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは水水水水がががが少少少少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、、、、節水節水節水節水にににに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは水水水水にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが昔昔昔昔からなされてきたわけからなされてきたわけからなされてきたわけからなされてきたわけでででで、、、、それがそれがそれがそれが現在現在現在現在のののの成成成成果果果果をををを生生生生んんんんでいるとでいるとでいるとでいると思思思思うわけでうわけでうわけでうわけですすすす。。。。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、、、、このこのこのこの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生生生生かしたかしたかしたかした、、、、そしてそしてそしてそして美美美美ししししささささ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは人人人人のののの一体一体一体一体感感感感というというというというんんんんですかですかですかですか、、、、地域地域地域地域としてのいたわとしてのいたわとしてのいたわとしてのいたわりりりりのののの気気気気持持持持ちちちちがががが完完完完全全全全にににに残残残残ってってってっているいるいるいる地域地域地域地域、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもうポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルとしてはルとしてはルとしてはルとしては世界世界世界世界にないにないにないにないポポポポテンシテンシテンシテンシャャャャルルルルだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜぜぜぜひひひひ世界世界世界世界にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけてモデモデモデモデルをつくってルをつくってルをつくってルをつくって、、、、発発発発信信信信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。。。。 

  私私私私たたたたちちちちゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましてもゼロエミッションフォーラムとしましても、、、、私私私私たたたたちちちちができることはができることはができることはができることは何何何何でもでもでもでもややややらせらせらせらせていたていたていた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、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ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。。。。これをもこれをもこれをもこれをもちちちちましてあいさましてあいさましてあいさましてあいさつといたしますつといたしますつといたしますつといたします。。。。どうもどうもどうもどうもあああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様へのごあいさつはへのごあいさつはへのごあいさつはへのごあいさつは、、、、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会会会会長長長長、、、、藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸藤村宏幸よよよよりりりり申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。 
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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 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。早速早速早速早速、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演にににに移移移移らせていたらせていたらせていたらせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  講講講講師師師師はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学特特特特別別別別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問、、、、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学界学界学界学界ネットワーネットワーネットワーネットワークククク代表代表代表代表でででで、、、、現在現在現在現在はははは放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授、、、、環境環境環境環境省省省省のののの中央中央中央中央環境環境環境環境審審審審議会会議会会議会会議会会長長長長もももも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いますいますいますいます、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之ささささんんんんをこれからをこれからをこれからをこれから舞台舞台舞台舞台ののののほほほほうにおうにおうにおうにお招招招招きしようときしようときしようときしようと思思思思いますいますいますいます。。。。ききききょょょょうううう、、、、演演演演題題題題はははは、「、「、「、「環境立環境立環境立環境立国戦国戦国戦国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」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。。。。 

  鈴木鈴木鈴木鈴木ささささんんんんをおをおをおをお迎迎迎迎えするえするえするえする前前前前にににに、、、、おおおお時時時時間間間間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経経経経歴歴歴歴をををを紹介紹介紹介紹介していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。1963 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学法法法法学学学学部部部部をををを卒卒卒卒業業業業後後後後、、、、1968 年年年年にににに東京東京東京東京大学大学大学大学でででで科学科学科学科学工工工工業業業業博士博士博士博士をををを取取取取得得得得しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカにににに渡渡渡渡りりりりますますますます。。。。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大学大学大学大学デデデデイイイイビビビビスススス校校校校にてにてにてにて研究研究研究研究員員員員としてとしてとしてとして着着着着任任任任。。。。そそそそのののの後後後後、、、、帰帰帰帰国国国国してしてしてして助助助助教授教授教授教授をををを経経経経てててて、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学生生生生産技術研究産技術研究産技術研究産技術研究所教授所教授所教授所教授にににに着着着着任任任任しますしますしますします。。。。1998 年年年年からはからはからはからは、、、、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としてとしてとしてとして環境環境環境環境とととと開発開発開発開発のののの研究研究研究研究プログラムプログラムプログラムプログラム部門部門部門部門をををを担当担当担当担当。。。。2003 年年年年からはからはからはからは放送放送放送放送大大大大学学学学教授教授教授教授、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学特特特特別顧問別顧問別顧問別顧問にににに着着着着任任任任。。。。2005 年年年年からはからはからはからは、、、、環境環境環境環境省省省省のののの中央中央中央中央環環環環境境境境審審審審議会会議会会議会会議会会長長長長にににに就任就任就任就任ししししていますていますていますています。。。。研究研究研究研究領領領領域域域域はははは、、、、環境技術開発環境技術開発環境技術開発環境技術開発、、、、環境環境環境環境ののののモデモデモデモデルルルル化化化化、、、、ババババイイイイオオオオアッアッアッアッセセセセーなどをーなどをーなどをーなどを研究研究研究研究対象対象対象対象としていますとしていますとしていますとしています。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、2007 年年年年のののの 5 月月月月にはにはにはには、、、、21 世世世世紀紀紀紀環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略のののの策策策策定定定定にににに向向向向けたけたけたけた提言提言提言提言をををを取取取取りりりりまとめていますまとめていますまとめていますまとめています。。。。現在現在現在現在はははは、、、、特特特特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のののの実現実現実現実現のためののためののためののための研究開発研究開発研究開発研究開発のののの推進推進推進推進にににに尽尽尽尽力力力力されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、先先先先ほほほほどからゼロエミッションどからゼロエミッションどからゼロエミッションどからゼロエミッションというフというフというフというフレレレレーズーズーズーズ、、、、耳耳耳耳にににに届届届届いていることといていることといていることといていることと思思思思いますいますいますいますけけけけれどもれどもれどもれども、、、、このフォーラムのタイトルのこのフォーラムのタイトルのこのフォーラムのタイトルのこのフォーラムのタイトルのフフフフレレレレーズーズーズーズとしてもとしてもとしてもとしても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。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ、、、、つつつつままままりりりりごみのごみのごみのごみの出出出出ないないないない資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの社会社会社会社会をつくることををつくることををつくることををつくることを目指目指目指目指すことをすことをすことをすことを言言言言いますいますいますいます。。。。このゼロエミこのゼロエミこのゼロエミこのゼロエミッションはッションはッションはッションは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが 1994 年年年年にににに提唱提唱提唱提唱したしたしたした構想構想構想構想でででで、、、、このこのこのこの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの構想構想構想構想体体体体系系系系にもにもにもにも含含含含まれておまれておまれておまれておりりりりますますますます。。。。 

  これからこれからこれからこれから演演演演題題題題でおでおでおでお話話話話しししししてしてしてしていたいたいたいただだだだくくくく鈴木鈴木鈴木鈴木ささささんんんんのののの著著著著書書書書のののの中中中中にはにはにはには、、、、『『『『ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション型産業型産業型産業型産業をめをめをめをめざざざざしてしてしてして』』』』等等等等、、、、300……………………以以以以上上上上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。。。。受賞受賞受賞受賞経経経経歴歴歴歴ではではではでは、、、、日日日日本本本本水水水水環境学会学術環境学会学術環境学会学術環境学会学術賞賞賞賞、、、、国際国際国際国際水水水水学会学会学会学会ジェンジェンジェンジェンキキキキンズンズンズンズ賞賞賞賞などなどなどなど数数数数多多多多くくくく受賞受賞受賞受賞していますしていますしていますしています。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木ささささんんんんにににに、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のもとでののもとでののもとでののもとでの環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略がががが紹介紹介紹介紹介されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みみみみとととと人人人人間間間間活動活動活動活動のパラダイムシフトについておのパラダイムシフトについておのパラダイムシフトについておのパラダイムシフト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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、改改改改めてごめてごめてごめてご紹介紹介紹介紹介しまししまししまししましょょょょうううう。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学特特特特別別別別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問、、、、国連大学国連大学国連大学国連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代表代表代表代表でででで、、、、放送放送放送放送大学大学大学大学教授教授教授教授、、、、環境環境環境環境省中央省中央省中央省中央環境環境環境環境審審審審議会会議会会議会会議会会長長長長もももも務務務務めめめめていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之ささささんんんんですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞおおおお入入入入りりりりくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  演演演演題題題題はははは、「、「、「、「環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」となってとなってとなってとなっていいいいますますますます。。。。ではではではでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 鈴木鈴木鈴木鈴木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代表代表代表代表 

  このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島でででで今今今今年年年年 3 月月月月にエコアイランドにエコアイランドにエコアイランドにエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をなさいましたをなさいましたをなさいましたをなさいました。。。。そのそのそのその記記記記念念念念としてことしてことしてことしてこのののの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をここでのゼロエミッションフォーラムをここでのゼロエミッションフォーラムをここでのゼロエミッションフォーラムをここで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くことをくことをくことをくことを、、、、大大大大変光変光変光変光栄栄栄栄にににに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。私私私私はははは、、、、最最最最初初初初のイントロダクションさせてのイントロダクションさせてのイントロダクションさせてのイントロダクションさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろ皆皆皆皆様様様様もうもうもうもう環境環境環境環境問問問問題題題題についてよくについてよくについてよくについてよく存存存存じじじじ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とるとるとると思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、またまたまたまた、、、、もうもうもうもう間間間間もなくもなくもなくもなく洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖でででで G8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されされされ、、、、そこのそこのそこのそこの大大大大きなきなきなきな話話話話題題題題のののの 1 つがつがつがつが地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題ですですですです。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、実実実実はそのはそのはそのはその準備準備準備準備ということでもあということでもあということでもあということでもありりりりませませませませんんんんがががが、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、日日日日本本本本はははは 21 世世世世紀紀紀紀環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略というものというものというものというもの、、、、これはこれはこれはこれは安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相のころですがのころですがのころですがのころですが、、、、きっきっきっきっちりちりちりちりとつくってあとつくってあとつくってあとつくってありりりりますますますます。。。。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簡単簡単簡単簡単にごにごにごにご紹紹紹紹介介介介しながらしながらしながらしながら、、、、このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島がががが今後今後今後今後環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの新新新新しいしいしいしい発発発発信信信信基地基地基地基地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きたいきたいきたい、、、、そういそういそういそうい
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うううう願願願願いをいをいをいを込込込込めてめてめてめて、、、、今今今今我我我我々々々々のののの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ををををざざざざっとおっとおっとおっとお話話話話しできれしできれしできれしできればばばばとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  一体一体一体一体、、、、今今今今、、、、私私私私たたたたちちちちはどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか、、、、私私私私たたたたちちちちはははは一体一体一体一体どこからどこからどこからどこから来来来来てどこにいるのてどこにいるのてどこにいるのてどこにいるのかかかか。。。。人人人人間間間間活動活動活動活動がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくなってしまっているきくなってしまっているきくなってしまっているきくなってしまっている、、、、そういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをそういうようなことをベベベベースにいたしースにいたしースにいたしースにいたしましてましてましてまして、、、、21 世世世世紀紀紀紀環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略というものはというものはというものはというものは一体一体一体一体どういうものなのかどういうものなのかどういうものなのかどういうものなのか、、、、それをそれをそれをそれをざざざざっとおっとおっとおっとお話話話話しししししたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ややややははははりりりりこれからこれからこれからこれから一体一体一体一体私私私私たたたたちちちちはどこへはどこへはどこへはどこへ向向向向かっていかなくてはかっていかなくてはかっていかなくてはかっていかなくてはいけないのかいけないのかいけないのかいけないのか、、、、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、、、、パラダイムシフトというパラダイムシフトというパラダイムシフトというパラダイムシフトという言葉言葉言葉言葉をここにをここにをここにをここに使使使使ってあってあってあってありりりりますがますがますがますが、、、、考考考考ええええ方方方方をどうをどうをどうをどう変変変変えていかなくてはいえていかなくてはいえていかなくてはいえていかなくてはいけないかけないかけないかけないか、、、、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、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと雑駁雑駁雑駁雑駁なななな話話話話になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、進進進進めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類というものはどこからというものはどこからというものはどこからというものはどこから来来来来てててて、、、、一体一体一体一体、、、、今今今今どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はかなはかなはかなはかなりりりり深深深深刻刻刻刻なななな状況状況状況状況にあにあにあにありりりりますますますます。。。。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、、、、人類人類人類人類、、、、ヒヒヒヒトというのはトというのはトというのはトというのは約約約約 500万万万万年年年年前前前前にアフにアフにアフにアフリカリカリカリカのののの東東東東側側側側でででで発発発発生生生生しましたしましたしましたしました。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは、、、、我我我我々々々々のののの祖祖祖祖先先先先はははは木木木木のののの上上上上をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってって生生生生きていたわけですきていたわけですきていたわけですきていたわけです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境問問問問題題題題とととと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカのののの東東東東側側側側がががが乾燥乾燥乾燥乾燥化化化化しししし、、、、砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化といってよいでしといってよいでしといってよいでしといってよいでしょょょょうがうがうがうが、、、、森森森森林林林林がががが劣劣劣劣化化化化したしたしたした。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、木木木木のののの上上上上にににに暮暮暮暮らしていたらしていたらしていたらしていた我我我我々々々々のののの祖祖祖祖先先先先がががが、、、、暮暮暮暮らすらすらすらす場場場場がなくながなくながなくながなくなりりりり、、、、地地地地上上上上におにおにおにおりりりり立立立立ってってってって生生生生活活活活しなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけなくなったなくなったなくなったなくなった。。。。これがこれがこれがこれが実実実実はははは人類人類人類人類のののの発発発発生生生生のののの最最最最初初初初ですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題というところがというところがというところがというところが、、、、ああああるるるる意意意意味味味味ではではではではヒヒヒヒトがトがトがトが発発発発生生生生したきっかけになったしたきっかけになったしたきっかけになったしたきっかけになった、、、、こういうおもしろいこういうおもしろいこういうおもしろいこういうおもしろい事事事事象象象象でもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。そそそそれれれれ以来以来以来以来、、、、直直直直立立立立歩歩歩歩行行行行をををを始始始始めますからめますからめますからめますから、、、、脳脳脳脳がががが発発発発達達達達しししし、、、、手手手手がががが使使使使えるようになえるようになえるようになえるようになりりりり、、、、集集集集団団団団でででで移移移移動動動動するするするするようになってようになってようになってようになって言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いいいい、、、、火火火火をををを使使使使うようになるというようなうようになるというようなうようになるというようなうようになるというような進化進化進化進化をををを経経経経てててて、、、、随随随随分分分分時時時時間間間間がたがたがたがたちちちちますがますがますがますが、、、、8,000 年年年年からからからから 1万万万万年年年年前前前前ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに人類人類人類人類はははは定住定住定住定住生生生生活活活活をををを始始始始めるめるめるめる。。。。それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかといいますかといいますかといいますかといいますとととと、、、、食糧難食糧難食糧難食糧難にににに陥陥陥陥ったことにったことにったことにったことによってよってよってよって農農農農業業業業というというというという手手手手段段段段をををを手手手手にするにするにするにする。。。。それによってそれによってそれによってそれによって十十十十分分分分なななな食糧食糧食糧食糧をををを得得得得るるるる。。。。こういうこういうこういうこういう方方方方法法法法をををを開発開発開発開発するわけであするわけであするわけであするわけでありりりりますますますます。。。。それはそれはそれはそれはややややははははりりりり地球環境地球環境地球環境地球環境のののの変変変変化化化化にににに関連関連関連関連してしてしてしていますいますいますいます。。。。ここにここにここにここに「「「「ヤヤヤヤンンンンガガガガードードードードリリリリアスアスアスアス」」」」とあとあとあとありりりりますがますがますがますが、、、、地球地球地球地球がががが冷冷冷冷えたえたえたえた時時時時期期期期にににに食糧食糧食糧食糧がががが十十十十分分分分にににに採採採採取取取取出出出出来来来来なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。それでそれでそれでそれで、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは地地地地上上上上をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってって野野野野生生生生動動動動物物物物をををを狩狩狩狩りりりり、、、、野野野野生生生生植物植物植物植物からからからから食糧食糧食糧食糧をををを得得得得るということがるということがるということがるということが出出出出来来来来なくななくななくななくなりりりり、、、、農農農農業業業業というというというという形形形形でででで定住定住定住定住生生生生活活活活をををを始始始始めますめますめますめます。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境のののの変変変変化化化化とととと絡絡絡絡んんんんでいたといえるのはでいたといえるのはでいたといえるのはでいたといえるのは、、、、実実実実はははは地球地球地球地球のののの上上上上のののの全全全全くくくく違違違違うううう場場場場所所所所、、、、すなわすなわすなわすなわちちちち、、、、パパパパレレレレステステステスティィィィナナナナ、、、、メメメメソポソポソポソポタミアタミアタミアタミア、、、、ナイルナイルナイルナイルデデデデルタルタルタルタ、、、、東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア、、、、中中中中国国国国、、、、というというというという全全全全くくくく違違違違うところでうところでうところでうところで、、、、ほぼほぼほぼほぼ同同同同じじじじ時時時時期期期期にこういうにこういうにこういうにこういう農農農農業業業業のののの発発発発生生生生があったことからがあったことからがあったことからがあったことから、、、、環境環境環境環境変変変変化化化化がそのきっかけになっているとがそのきっかけになっているとがそのきっかけになっているとがそのきっかけになっていると言言言言わわわわれるわけですれるわけですれるわけですれるわけです。。。。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、、、、定住定住定住定住をををを始始始始めたことによめたことによめたことによめたことによりりりり、、、、実実実実はははは地球地球地球地球というものはというものはというものはというものは非常非常非常非常にににに大大大大きくきくきくきく変変変変わっていくこととなわっていくこととなわっていくこととなわっていくこととなりりりりますますますます。。。。 さらにさらにさらにさらに大大大大きなきなきなきな変革変革変革変革がががが生生生生じじじじたのはたのはたのはたのは、、、、3,000 年年年年からからからから 4,000 年年年年前前前前にににに、、、、4 大大大大文明文明文明文明とととと言言言言われるわれるわれるわれる、、、、よくよくよくよく皆皆皆皆ささささんんんんごごごご存存存存じじじじのエジプトのエジプトのエジプトのエジプト、、、、シシシシュメュメュメュメールールールール、、、、黄河黄河黄河黄河、、、、インダスインダスインダスインダス、、、、こういうこういうこういうこういう文明文明文明文明がががが発発発発達達達達したことでしたことでしたことでしたことでししししょょょょうううう。。。。ここではここではここではここでは、、、、農農農農業業業業のののの進進進進歩歩歩歩がががが大大大大きくかかわっていますきくかかわっていますきくかかわっていますきくかかわっています。。。。産業産業産業産業としてのとしてのとしてのとしての農農農農業業業業がががが発発発発達達達達するするするする。。。。それまではそれまではそれまではそれまでは自分自分自分自分のののの食食食食べべべべるものをるものをるものをるものを自分自分自分自分でででで耕耕耕耕すとすとすとすといういういういう、、、、自自自自給給給給自自自自足足足足的的的的ななななやりやりやりやり方方方方だだだだ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、、、、ここでそうではなくなったここでそうではなくなったここでそうではなくなったここでそうではなくなった。。。。1 人人人人でででで 10 人人人人分分分分のののの食糧食糧食糧食糧をををを生生生生産産産産できるできるできるできる。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、9 人人人人のののの人人人人はははは食糧食糧食糧食糧生生生生産産産産のののの仕仕仕仕事事事事がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる。。。。それによってそれによってそれによってそれによって、、、、いわいわいわいわばばばば社会社会社会社会システムというものがシステムというものがシステムというものがシステムというものが生生生生まれていまれていまれていまれていくくくくんんんんですですですですねねねね。。。。都都都都市市市市のののの文明文明文明文明というものがというものがというものがというものが生生生生まれていくまれていくまれていくまれていく、、、、というようなというようなというようなというような経経経経過過過過をたどをたどをたどをたどりりりりますますますます。。。。 

  近近近近代代代代科学科学科学科学とととと言言言言われるものがわれるものがわれるものがわれるものが発発発発生生生生したのはしたのはしたのはしたのは、、、、17 世世世世紀紀紀紀、、、、ヨヨヨヨーロッパでのみーロッパでのみーロッパでのみーロッパでのみ発発発発生生生生したというしたというしたというしたという皮皮皮皮肉肉肉肉なことがあなことがあなことがあなことがありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、小小小小氷氷氷氷期期期期、、、、ややややははははりりりり寒寒寒寒冷期冷期冷期冷期にににに、、、、西欧西欧西欧西欧でででで大大大大航航航航海海海海時代時代時代時代にににに他他他他のののの地域地域地域地域かかかからららら入入入入ってきたってきたってきたってきた感感感感染症染症染症染症のののの広広広広ががががりりりりであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、貧困貧困貧困貧困であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題がががが起起起起ここここりりりりますますますます。。。。そそそそれをれをれをれを克克克克服服服服するためにするためにするためにするために、、、、いわいわいわいわばばばば近近近近代代代代科学科学科学科学、、、、理理理理科科科科のののの教教教教科書科書科書科書によくによくによくによく出出出出てくるニてくるニてくるニてくるニュュュュートンであるとートンであるとートンであるとートンであるとかかかか、、、、ボボボボイルイルイルイル、、、、シシシシャャャャルルルルルルルル、、、、ララララボボボボアジェアジェアジェアジェ、、、、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人人人人々々々々、、、、それからそれからそれからそれから社会科学社会科学社会科学社会科学、、、、哲哲哲哲学学学学でもでもでもでもデカデカデカデカルトルトルトルト、、、、ベベベベーコンーコンーコンーコン、、、、こういうこういうこういうこういう方方方方々々々々がががが生生生生まれてくるわけですまれてくるわけですまれてくるわけですまれてくるわけです。。。。ここでここでここでここで、、、、自自自自然然然然というものをというものをというものをというものを機機機機械械械械的的的的にににに、、、、物物物物理理理理的的的的にににに考考考考えるというえるというえるというえるという、、、、そういうそういうそういうそういう哲哲哲哲学学学学がががが西欧西欧西欧西欧でででで発発発発生生生生してしまいましたしてしまいましたしてしまいましたしてしまいました。。。。それがそれがそれがそれが、、、、
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そのそのそのその後後後後、、、、石炭石炭石炭石炭、、、、石油石油石油石油というというというという便便便便利利利利なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーーーー源源源源をををを手手手手にしてにしてにしてにして、、、、産業産業産業産業革革革革命命命命につながにつながにつながにつながりりりり、、、、実実実実はははは、、、、そのことがそのことがそのことがそのことが現在現在現在現在のののの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを生生生生むむむむことになことになことになことになりりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれが今今今今私私私私たたたたちちちちがががが直面直面直面直面しているしているしているしている問問問問題題題題でででで、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動がががが巨巨巨巨大化大化大化大化してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、我我我我々々々々のののの環境環境環境環境がががが有有有有限限限限であるであるであるである、、、、我我我我々々々々のののの身身身身のののの回回回回りりりりのののの色色色色々々々々なななな環環環環境境境境というものがというものがというものがというものが有有有有限限限限であるということをいわであるということをいわであるということをいわであるということをいわばばばば知知知知らされてしまうことにならされてしまうことにならされてしまうことにならされてしまうことになりりりりますますますます。。。。有有有有限限限限とととというのはいうのはいうのはいうのは一体一体一体一体どういうことなのかどういうことなのかどういうことなのかどういうことなのか。。。。これはわかこれはわかこれはわかこれはわかりりりりにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、特特特特にににに有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを強強強強くくくく認識認識認識認識しなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのはしなくてはいけなくなったのは 1990 年年年年代代代代、、、、今今今今からからからから 20 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前からのからのからのからの話話話話ですですですです。。。。 

  実実実実はははは、、、、1980 年年年年代代代代ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから情情情情報技術報技術報技術報技術、、、、コンコンコンコンピピピピュュュュータをータをータをータを使使使使ってのってのってのっての技術技術技術技術、、、、ネットスネットスネットスネットスケケケケープとープとープとープとかかかか、、、、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普及普及普及普及してきたのがしてきたのがしてきたのがしてきたのが 1980 年年年年代代代代。。。。それからそれからそれからそれから突如突如突如突如世界世界世界世界中中中中がネットでがネットでがネットでがネットで結結結結ばばばばれるれるれるれるというようというようというようというようなことになったわけですなことになったわけですなことになったわけですなことになったわけです。。。。衛星衛星衛星衛星をををを通通通通じじじじてててて、、、、モザモザモザモザンンンンビビビビークのークのークのークの洪洪洪洪水水水水などなどなどなど、、、、地球地球地球地球のののの反反反反対側対側対側対側でででで何何何何がががが起起起起こっているかということがこっているかということがこっているかということがこっているかということが瞬瞬瞬瞬時時時時にににに見見見見えるようになってしまったえるようになってしまったえるようになってしまったえるようになってしまった。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、地球地球地球地球におけるにおけるにおけるにおける情情情情報報報報距離距離距離距離がががが小小小小さくなるさくなるさくなるさくなる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、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、、、、89 年年年年ににににベベベベルルルルリリリリンンンンのののの壁壁壁壁がががが破破破破れてれてれてれて、、、、それまではそれまではそれまではそれまでは東東東東とととと西西西西というというというという 2 つのつのつのつの地域地域地域地域にににに分分分分かれていたかれていたかれていたかれていた、、、、そのそのそのその価価価価値観値観値観値観がいわがいわがいわがいわばばばば 1つにまとまってしまいましたつにまとまってしまいましたつにまとまってしまいましたつにまとまってしまいました。。。。これがこれがこれがこれが実実実実はははは良良良良いこともあいこともあいこともあいこともありりりりますがますがますがますが、、、、大大大大変変変変困困困困ったったったった問問問問題題題題をいろをいろをいろをいろいろといろといろといろと生生生生みみみみ出出出出しましたしましたしましたしました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、地球地球地球地球上上上上をををを全部全部全部全部 1 つのつのつのつの、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ型型型型のののの経済経済経済経済がががが支支支支配配配配してしましてしましてしましてしまうううう、、、、こういうようなことになってこういうようなことになってこういうようなことになってこういうようなことになって、、、、かえっかえっかえっかえってててて不不不不安定安定安定安定感感感感をををを増増増増していくというようなことになしていくというようなことになしていくというようなことになしていくというようなことになってきましたってきましたってきましたってきました。。。。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、、、、投投投投機機機機的的的的なおなおなおなお金金金金によってによってによってによって今今今今物物物物価価価価がががが、、、、石油石油石油石油のののの値段値段値段値段であったであったであったであったりりりり、、、、食糧食糧食糧食糧であったであったであったであったりりりり、、、、色色色色々々々々なもののなもののなもののなものの値段値段値段値段がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん上上上上がっていくというようなこともがっていくというようなこともがっていくというようなこともがっていくというようなことも、、、、このこのこのこの経経経経済済済済のののの一一一一元元元元化化化化がなけれがなけれがなけれがなければばばばそそそそんんんんなになになになに大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題にはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれないにはなっていなかったかもしれない。。。。世界世界世界世界全全全全体体体体がそういうがそういうがそういうがそういう形形形形でででで、、、、いわゆるグローいわゆるグローいわゆるグローいわゆるグローババババルルルル化化化化というというというという形形形形でででで 1 つになっていくということはつになっていくということはつになっていくということはつになっていくということは、、、、それそれそれそれはそれでまたはそれでまたはそれでまたはそれでまた大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題をををを生生生生んんんんでいくわけですでいくわけですでいくわけですでいくわけです。。。。それによってそれによってそれによってそれによって地球地球地球地球のののの全全全全体体体体像像像像がががが見見見見えてきてえてきてえてきてえてきてしまったしまったしまったしまった。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、地球地球地球地球にににに関関関関するするするする非常非常非常非常にににに大大大大きなことはきなことはきなことはきなことは、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動。。。。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ににに見見見見られるようられるようられるようられるようにににに、、、、地球地球地球地球のののの上上上上でででで一体一体一体一体何何何何がががが起起起起これこれこれこればばばばどこにどこにどこにどこに影響影響影響影響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見見見見えてきてしまいましたえてきてしまいましたえてきてしまいましたえてきてしまいました。。。。これもこれもこれもこれも 20 年以年以年以年以上前上前上前上前、、、、私私私私たたたたちちちちのののの前前前前のののの世世世世代代代代のののの方方方方々々々々はははは、、、、自分自分自分自分のところでいくらのところでいくらのところでいくらのところでいくら石炭石炭石炭石炭をををを燃燃燃燃ややややそうがそうがそうがそうが何何何何しようがしようがしようがしようが、、、、地球地球地球地球がそれによってがそれによってがそれによってがそれによって影響影響影響影響をををを受受受受けるなけるなけるなけるなんんんんてててて考考考考えてもいなかったえてもいなかったえてもいなかったえてもいなかった。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今はははは科学科学科学科学がががが進進進進歩歩歩歩したことによってしたことによってしたことによってしたことによって、、、、それがそれがそれがそれが見見見見えるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけですえるようになってしまったわけです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、地地地地球球球球というもののというもののというもののというものの大大大大きさがきさがきさがきさが有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを知知知知ってしまったということのってしまったということのってしまったということのってしまったということの現現現現れなのでれなのでれなのでれなのですすすす。。。。 

  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はにはにはには限限限限られたられたられたられた資源資源資源資源しかないしかないしかないしかない。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、水水水水、、、、環境資源環境資源環境資源環境資源といといといというもうもうもうものものものものも有有有有限限限限ですですですです。。。。自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系というものもというものもというものもというものも有有有有限限限限。。。。そういうものをめそういうものをめそういうものをめそういうものをめぐぐぐぐってってってって多多多多分分分分これからいろこれからいろこれからいろこれからいろいろないろないろないろな取取取取りりりり合合合合いにいにいにいに基基基基づくづくづくづく紛争紛争紛争紛争がががが起起起起こっていくかもしれないこっていくかもしれないこっていくかもしれないこっていくかもしれない。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、1 つになったつになったつになったつになった地球地球地球地球のののの上上上上にににに、、、、文明文明文明文明、、、、倫倫倫倫理理理理、、、、宗宗宗宗教教教教、、、、価価価価値観値観値観値観のののの違違違違うううう人人人人たたたたちちちちがいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい共共共共存存存存することになっていくすることになっていくすることになっていくすることになっていく。。。。大大大大変変変変大大大大きなきなきなきな変変変変化化化化がこれからがこれからがこれからがこれから起起起起こっていくわけですこっていくわけですこっていくわけですこっていくわけですねねねね。。。。またまたまたまた、、、、有有有有限限限限なところにすなところにすなところにすなところにすんんんんでいるとでいるとでいるとでいるといういういういう閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感というのもまたというのもまたというのもまたというのもまた私私私私はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいときいときいときいと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、問問問問題題題題がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、幌幌幌幌馬馬馬馬車車車車でででで西西西西へへへへ西西西西へとへとへとへと進進進進んんんんでででで行行行行くとくとくとくと、、、、そこにそこにそこにそこに新新新新天天天天地地地地があるがあるがあるがある。。。。船船船船にににに乗乗乗乗ってってってって大大大大航航航航海海海海にににに乗乗乗乗りりりり出出出出すとすとすとすと、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに新新新新しいしいしいしい未未未未知知知知のののの世界世界世界世界ががががあるあるあるある。。。。そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代もあもあもあもありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、今今今今はそういうものはなはそういうものはなはそういうものはなはそういうものはないいいいんんんんですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そこからそこからそこからそこから起起起起こるこるこるこる閉塞閉塞閉塞閉塞感感感感というものはというものはというものはというものは人人人人間間間間のののの心心心心理理理理状状状状態態態態にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影影影影響響響響をををを与与与与えるかもしれないえるかもしれないえるかもしれないえるかもしれない。。。。くどいようですがくどいようですがくどいようですがくどいようですが、、、、有有有有限限限限であるということをであるということをであるということをであるということを我我我我々々々々はははは知知知知ってしまってしまってしまってしまったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。このこのこのこの有有有有限限限限であるということにであるということにであるということにであるということに真真真真のののの意意意意味味味味でででで直面直面直面直面したのはしたのはしたのはしたのは、、、、実実実実はははは今今今今ここにいるここにいるここにいるここにいる世世世世代代代代がががが、、、、人類人類人類人類のののの 500 万万万万年年年年のののの歴歴歴歴史史史史のののの中中中中でででで初初初初めてなめてなめてなめてなんんんんですですですですねねねね。。。。あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いことでいことでいことでいことでもあもあもあもありりりりますますますます。。。。 

  図図図図にはにはにはには人口人口人口人口のののの増増増増加加加加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。。。。農農農農業業業業をををを始始始始めてからずっとめてからずっとめてからずっとめてからずっと人口人口人口人口はははは増増増増えていきましたがえていきましたがえていきましたがえていきましたが、、、、
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年率年率年率年率 0.05%位位位位のののの緩緩緩緩ややややかなかなかなかな伸伸伸伸びがびがびがびが続続続続いていていていていましたいましたいましたいました。。。。急急急急激激激激にににに増増増増ええええだだだだしたのはしたのはしたのはしたのは産業産業産業産業革革革革命命命命からですからですからですからです。。。。農農農農業業業業をををを始始始始めたころはめたころはめたころはめたころは地球地球地球地球上上上上でででで 300 万万万万人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それがそれがそれがそれが、、、、キキキキリリリリストがストがストがストが生生生生まれたころにはまれたころにはまれたころにはまれたころには 2 億億億億人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それがそれがそれがそれが今今今今はははは 67 億億億億、、、、大大大大変変変変なななな数数数数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。。。。67 億億億億人位今人位今人位今人位今いるわけですがいるわけですがいるわけですがいるわけですが、、、、50年年年年前前前前にはにはにはには 30億億億億人位人位人位人位、、、、2050 年年年年にはこれがにはこれがにはこれがにはこれが 90億億億億人人人人になろうとしていますになろうとしていますになろうとしていますになろうとしています。。。。今今今今でさえでさえでさえでさえ地球地球地球地球のののの大大大大きさがきさがきさがきさが有有有有限限限限であることがであることがであることがであることが問問問問題題題題となっているのにとなっているのにとなっているのにとなっているのに、、、、それがさらにそれがさらにそれがさらにそれがさらに人口人口人口人口がががが今今今今よよよよりりりり 5 割割割割近近近近くくくく増増増増ええええるるるる。。。。一体一体一体一体将将将将来来来来どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか。。。。これはこれはこれはこれは実実実実はははは人類人類人類人類にとってはにとってはにとってはにとって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迎迎迎迎えることにえることにえることにえることになるとなるとなるとなると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  次次次次のアジアのアジアのアジアのアジア地域地域地域地域のののの図図図図をごをごをごをご覧覧覧覧下下下下さいさいさいさい。。。。雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが地域地域地域地域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違違違違うううう。。。。降降降降水量水量水量水量のののの多多多多いいいい青青青青いいいい地域地域地域地域はははは緑緑緑緑がががが多多多多いいいい。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、衛星衛星衛星衛星からからからから見見見見るとるとるとると次次次次のののの図図図図のようにのようにのようにのように、、、、緑緑緑緑にににに見見見見えるわけですがえるわけですがえるわけですがえるわけですが、、、、これをよこれをよこれをよこれをよりりりり詳細詳細詳細詳細にににに見見見見るとるとるとると、、、、実実実実はははは昔昔昔昔はははは森森森森林林林林であったものでであったものでであったものでであったもので今今今今残残残残っているのはこのっているのはこのっているのはこのっているのはこの濃濃濃濃いいいい緑緑緑緑のとのとのとのところころころころだだだだけですけですけですけです。。。。薄薄薄薄いいいい緑緑緑緑はははは、、、、人工林人工林人工林人工林、、、、後後後後でででで植植植植林林林林されたところされたところされたところされたところ。。。。茶茶茶茶色色色色いところはいところはいところはいところ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、、、、空空空空からからからから見見見見れれれればばばば緑緑緑緑ですがですがですがですが、、、、もはもはもはもはやややや森森森森林林林林ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、農農農農地地地地になっているになっているになっているになっている部部部部分分分分ですですですです。。。。中中中中国国国国、、、、インインインインドなどドなどドなどドなど、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが多多多多いですいですいですいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、そこはそこはそこはそこは人人人人間間間間がががが農農農農業業業業をををを始始始始めたことによっめたことによっめたことによっめたことによってててて土土土土地利用地利用地利用地利用がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わってしまったところわってしまったところわってしまったところわってしまったところ、、、、というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えるえるえるえることがことがことがことが出出出出来来来来ますますますます。。。。ちちちちななななみにみにみにみに、、、、このこのこのこの同同同同じじじじ地域地域地域地域をををを夜眺夜眺夜眺夜眺めてみるとめてみるとめてみるとめてみると、、、、次次次次のののの図図図図のようにのようにのようにのように見見見見えるえるえるえるんんんんですですですです。。。。さっきさっきさっきさっき茶茶茶茶色色色色くくくく塗塗塗塗らららられていたれていたれていたれていた部部部部分分分分にはにはにはには、、、、ずっとずっとずっとずっと点点点点々々々々とととと明明明明かかかかりりりりがついていますがついていますがついていますがついています。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、人人人人間間間間がががが住住住住んんんんでいるとでいるとでいるとで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。。。。黒黒黒黒いいいい部部部部分分分分、、、、モモモモンンンンゴゴゴゴルはこのルはこのルはこのルはこの辺辺辺辺でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、北朝北朝北朝北朝鮮鮮鮮鮮、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが黒黒黒黒いいいいわけですわけですわけですわけです。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、夜夜夜夜になるとになるとになるとになると宇宙宇宙宇宙宇宙からしっかからしっかからしっかからしっかりりりり見見見見えるわけですえるわけですえるわけですえるわけです。。。。 

  こういうようなことでこういうようなことでこういうようなことでこういうようなことで、、、、人人人人間間間間のののの活動活動活動活動というのがいかにというのがいかにというのがいかにというのがいかに地球地球地球地球上上上上でででで広広広広がっていってしまったがっていってしまったがっていってしまったがっていってしまったのかのかのかのか。。。。これをこれをこれをこれを見見見見てててて感感感感じじじじ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よろしいわけですよろしいわけですよろしいわけですよろしいわけです。。。。 

  今今今今、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動がががが大大大大きくなきくなきくなきくなりりりり過過過過ぎぎぎぎたためにいたためにいたためにいたためにいろろろろんんんんなななな問問問問題題題題がががが起起起起こっていてこっていてこっていてこっていて、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち一一一一番番番番大大大大きいときいときいときいと思思思思われるわれるわれるわれる問問問問題題題題はははは温暖温暖温暖温暖化化化化のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。これはもうおこれはもうおこれはもうおこれはもうお話話話話しするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませしするまでもないかもしれませんんんん。。。。地球地球地球地球全全全全体体体体がががが目玉目玉目玉目玉焼焼焼焼きのようにきのようにきのようにきのように温温温温まっているということですまっているということですまっているということですまっているということですねねねね。。。。これもこれもこれもこれも新新新新聞聞聞聞そのそのそのその他他他他でででで皆皆皆皆ささささんんんんよくごよくごよくごよくご承承承承知知知知だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。いろいろいろいろんんんんなななな、、、、例例例例ええええばばばば、、、、北北北北極域極域極域極域のののの海海海海氷氷氷氷、、、、海海海海のののの上上上上のののの氷氷氷氷がががが 24 年年年年間間間間のののの間間間間にこれにこれにこれにこれだだだだけのけのけのけの大大大大きさからきさからきさからきさから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、、、、こういうようなことですこういうようなことですこういうようなことですこういうようなことです。。。。北北北北極極極極のののの部部部部分分分分のののの氷氷氷氷のののの面面面面積積積積ななななんんんんてどうってことないてどうってことないてどうってことないてどうってことないだだだだろうろうろうろう、、、、こうこうこうこう思思思思われるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませんんんんがががが、、、、これをこれをこれをこれを仔仔仔仔細細細細にににに面面面面積積積積をををを追追追追いかけていきますといかけていきますといかけていきますといかけていきますと、、、、1980 年年年年ぐぐぐぐらいからずっとらいからずっとらいからずっとらいからずっと減減減減りりりりつつあるつつあるつつあるつつある。。。。これこれこれこれはははは夏夏夏夏のののの面面面面積積積積。。。。夏夏夏夏とととと冬冬冬冬でででで異異異異ななななりりりりますますますます。。。。今今今今心心心心配配配配されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、これがこれがこれがこれが 2030 年年年年になるになるになるになる前前前前にゼロになるのではなにゼロになるのではなにゼロになるのではなにゼロになるのではないかというようなことですいかというようなことですいかというようなことですいかというようなことです。。。。まあまあまあまあ、、、、減減減減りりりり出出出出すとすとすとすと早早早早いいいい、、、、加加加加速速速速していっているしていっているしていっているしていっている。。。。これこれこれこれ、、、、ゼロにゼロにゼロにゼロになったっていいなったっていいなったっていいなったってい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われるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませわれるかもしれませんんんん。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ゼロになるとゼロになるとゼロになるとゼロになると北北北北極極極極をををを船船船船がががが冬冬冬冬でもでもでもでも通通通通れるようになるれるようになるれるようになるれるようになる、、、、便便便便利利利利になるになるになるになる、、、、いろいろいろいろんんんんなことがあるわけですなことがあるわけですなことがあるわけですなことがあるわけです。。。。このこのこのこの地域地域地域地域でででで雪雪雪雪にににに埋埋埋埋もれていたもれていたもれていたもれていた資源資源資源資源がががが人人人人間間間間のののの手手手手にににに入入入入るかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。しかししかししかししかし、、、、ここでここでここでここで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、北北北北極極極極のののの雪氷雪氷雪氷雪氷だだだだけをけをけをけを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの氷氷氷氷がががが太陽太陽太陽太陽からからからから来来来来るるるる熱熱熱熱線線線線をかなをかなをかなをかなりりりり反射反射反射反射してしてしてして地球地球地球地球をををを守守守守ってくれてってくれてってくれてってくれているいるいるいる部部部部分分分分もあもあもあもありりりりますますますます。。。。それがそれがそれがそれが、、、、反射反射反射反射率率率率がががが少少少少しでもしでもしでもしでも少少少少なくなっていくとなくなっていくとなくなっていくとなくなっていくと、、、、地球地球地球地球のののの温暖温暖温暖温暖化化化化といといといというものがうものがうものがうものが加加加加速速速速されていくということがあされていくということがあされていくということがあされていくということがありりりりますますますます。。。。 このこのこのこの図図図図もよくごらもよくごらもよくごらもよくごらんんんんになるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませんんんんがががが、、、、温温温温度度度度計計計計というものができてからというものができてからというものができてからというものができてから地球地球地球地球上上上上でででで温温温温度度度度をはかっているわけですをはかっているわけですをはかっているわけですをはかっているわけです。。。。ずっとはかっていってずっとはかっていってずっとはかっていってずっとはかっていって、、、、現在現在現在現在このこのこのこの辺辺辺辺でででで、、、、急急急急激激激激にににに温温温温度度度度がががが上上上上ががががっているっているっているっている、、、、というようなグラフですというようなグラフですというようなグラフですというようなグラフです。。。。 

  今今今今地球地球地球地球のののの科学科学科学科学がががが非常非常非常非常にににに進進進進歩歩歩歩しているとおしているとおしているとおしていると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、、、、コンコンコンコンピピピピュュュュータをータをータをータを使使使使ったったったった地球地球地球地球シシシシミミミミュレュレュレュレータというものがータというものがータというものがータというものが、、、、日日日日本本本本でででで最大最大最大最大のののの成成成成果果果果のののの 1 つとつとつとつと言言言言えるものがえるものがえるものがえるものが、、、、開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。我我我我々々々々がががが何何何何のののの対対対対策策策策もとらないでもとらないでもとらないでもとらないで、、、、このままこのままこのままこのまま地球地球地球地球のののの温温温温度度度度がががが上上上上ががががりりりり続続続続けていくとけていくとけていくとけていくと一体一体一体一体どういうことにどういうことにどういうことにどういうことになるのかということがよくなるのかということがよくなるのかということがよくなるのかということがよく心心心心配配配配されますされますされますされます。。。。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はーションはーションはーションは、、、、過去過去過去過去のののの変変変変化化化化とととと合合合合致致致致すすすするようにパラるようにパラるようにパラるようにパラメメメメーターをせーターをせーターをせーターをせんんんんていしますていしますていしますていします。。。。現在現在現在現在、、、、将将将将来来来来のののの状況状況状況状況をみるとをみるとをみるとをみると 2010 年年年年、、、、2020 年年年年、、、、2030
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年年年年、、、、2050 年年年年とととと進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと 、、、、地球地球地球地球上上上上ががががほぼほぼほぼほぼ真真真真っっっっ赤赤赤赤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。。。。さらにそれがそのままさらにそれがそのままさらにそれがそのままさらにそれがそのまま続続続続いていくといていくといていくといていくと、、、、21 世世世世紀紀紀紀のののの終終終終わわわわりりりりのののの年年年年、、、、2100 年年年年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには、、、、地球地球地球地球上全上全上全上全体体体体がががが、、、、とてもとてもとてもとても現現現現状状状状からからからから想想想想像像像像できないできないできないできないぐぐぐぐらいらいらいらい温温温温度度度度がががが上上上上がってしまうがってしまうがってしまうがってしまう、、、、こういうことになるわけですこういうことになるわけですこういうことになるわけですこういうことになるわけです。。。。一体一体一体一体どういうことになるのでしどういうことになるのでしどういうことになるのでしどういうことになるのでしょょょょうううう。。。。温温温温度度度度がががが上上上上がるということはがるということはがるということはがるということは単単単単にににに温温温温度度度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、、、、人人人人間間間間のののの健健健健康康康康にももにももにももにももちちちちろろろろんんんん影影影影響響響響があらわれますがあらわれますがあらわれますがあらわれます。。。。食糧食糧食糧食糧生生生生産産産産、、、、農農農農業業業業にもにもにもにも影響影響影響影響するするするする。。。。水水水水のののの問問問問題題題題にもにもにもにも、、、、雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが変変変変わってわってわってわってくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことでくるというようなことで、、、、水水水水資源資源資源資源にもにもにもにも影響影響影響影響するするするする。。。。沿岸沿岸沿岸沿岸域域域域、、、、海海海海がががが近近近近いところではいところではいところではいところでは、、、、海海海海浜浜浜浜のののの浸浸浸浸食食食食、、、、海面海面海面海面がががが上上上上昇昇昇昇するというようなことがするというようなことがするというようなことがするというようなことが起起起起ここここりりりりますますますます。。。。生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性、、、、いろいろいろいろんんんんなななな貴重貴重貴重貴重なななな生生生生物物物物種種種種がこれによってがこれによってがこれによってがこれによって失失失失われていくわれていくわれていくわれていく。。。。というようなことがいろいろとというようなことがいろいろとというようなことがいろいろとというようなことがいろいろと心心心心配配配配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。。。。 

  もうこれもうこれもうこれもうこれ、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの根拠根拠根拠根拠であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、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こここりりりり得得得得るかというようなことるかというようなことるかというようなことるかというようなことをおをおをおをお話話話話ししているとししているとししているとししていると、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれだだだだけでけでけでけで果果果果てしないのですがてしないのですがてしないのですがてしないのですが、、、、1 つつつつだだだだけおけおけおけお話話話話ししておきたいのししておきたいのししておきたいのししておきたいのはははは、、、、これはこれはこれはこれは IPCC というというというという国際的国際的国際的国際的なななな気気気気候候候候変変変変動動動動のののの検討検討検討検討のののの場場場場でもきでもきでもきでもきちちちちっとっとっとっと評価評価評価評価されたことですがされたことですがされたことですがされたことですが、、、、小小小小さなさなさなさな島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島もそのもそのもそのもその 1 つですつですつですつです、、、、ではではではでは今今今今、、、、このこのこのこの地地地地面面面面のののの下下下下にににに実実実実はははは飲飲飲飲料料料料水水水水となるとなるとなるとなる淡淡淡淡水水水水、、、、海海海海のののの水水水水はははは飲飲飲飲めませめませめませめませんんんんからからからから淡淡淡淡水水水水をををを蓄蓄蓄蓄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。。。。土質土質土質土質がサンがサンがサンがサンゴゴゴゴ礁礁礁礁からからからから出出出出来来来来ていたていたていたていたりりりりしますしますしますしますとととと、、、、海水海水海水海水ももももももももちちちちろろろろんんんん外外外外からからからから侵侵侵侵入入入入していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、雨雨雨雨水水水水からからからから供給供給供給供給されるされるされるされる淡淡淡淡水水水水はははは地地地地下下下下のののの表表表表面面面面部部部部分分分分ににににレレレレンズのンズのンズのンズの形形形形-淡淡淡淡水水水水レレレレンズとンズとンズとンズと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが－－－－そういうそういうそういうそういう形形形形でででで蓄蓄蓄蓄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。。。。それをくそれをくそれをくそれをくみみみみ出出出出してしてしてして使使使使うううう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、場場場場合合合合によってはこのによってはこのによってはこのによってはこの淡淡淡淡水水水水そのものもそのものもそのものもそのものも陸陸陸陸上上上上のののの活動活動活動活動によってによってによってによって汚染汚染汚染汚染されされされされるということもあるということもあるということもあるということもありりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで非常非常非常非常にこういうにこういうにこういうにこういう島島島島におけるにおけるにおけるにおける地地地地下水下水下水下水のののの持持持持つつつつ意意意意味味味味はははは大大大大きいきいきいきい。。。。 

  海水面海水面海水面海水面がががが上上上上昇昇昇昇しますとしますとしますとしますと、、、、海水海水海水海水がががが浸浸浸浸入入入入してきてしてきてしてきてしてきて、、、、レレレレンズのンズのンズのンズの厚厚厚厚さがさがさがさが薄薄薄薄くなくなくなくなりりりり、、、、今今今今までくみまでくみまでくみまでくみ上上上上げていたげていたげていたげていた井井井井戸戸戸戸がががが使使使使えなくなっていくえなくなっていくえなくなっていくえなくなっていく。。。。最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、島島島島がががが沈沈沈沈んんんんでしまわなくてもでしまわなくてもでしまわなくてもでしまわなくても、、、、淡淡淡淡水水水水のののの量量量量がががが減減減減っていくことになっていくことになっていくことになっていくことになりりりり、、、、利用可能利用可能利用可能利用可能なななな水水水水がががが少少少少なくなっていくというわけですなくなっていくというわけですなくなっていくというわけですなくなっていくというわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がががが地地地地下水下水下水下水にににに関関関関してしてしてして非常非常非常非常にににに関関関関心心心心をををを持持持持っておられるというっておられるというっておられるというっておられるという、、、、これはこれはこれはこれは全全全全くくくく正正正正しいことですしいことですしいことですしいことです。。。。それではそれではそれではそれでは一体一体一体一体どういうどういうどういうどういうふふふふうにこれからうにこれからうにこれからうにこれから考考考考えていくかというようなことはえていくかというようなことはえていくかというようなことはえていくかというようなことは、、、、我我我我々々々々がががが、、、、水水水水のののの使使使使いいいい方方方方をををを今後今後今後今後どうするどうするどうするどうするかということとかということとかということとかということと同時同時同時同時にににに、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの影響影響影響影響というものもというものもというものもというものも必必必必ずそこにずそこにずそこにずそこに出出出出てくるということをてくるということをてくるということをてくるということを想想想想定定定定しておかなくてはいけないしておかなくてはいけないしておかなくてはいけないしておかなくてはいけない。。。。恐恐恐恐ろしいことですろしいことですろしいことですろしいことですねねねね。。。。 

  またまたまたまた、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化がががが起起起起こるというのはこるというのはこるというのはこるというのは、、、、単単単単にににに温温温温度度度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、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもよくもよくもよくもよく経経経経験験験験しておられるでししておられるでししておられるでししておられるでしょょょょうがうがうがうが、、、、台台台台風風風風のののの来方来方来方来方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、雨雨雨雨のののの降降降降りりりり方方方方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥のののの仕仕仕仕方方方方がががが変変変変わるわるわるわる、、、、いろいろいろいろんんんんなことがなことがなことがなことが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。。。。異異異異常気象常気象常気象常気象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。。。。このこのこのこの図図図図はははは異異異異常気象常気象常気象常気象とまではいきませとまではいきませとまではいきませとまではいきませんんんんがががが、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化がががが進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと日日日日本本本本でででで真真真真夏夏夏夏日日日日がががが一体一体一体一体どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい増増増増えていくえていくえていくえていくかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは豪雨豪雨豪雨豪雨のののの日日日日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ていくかというようなこえていくかというようなこえていくかというようなこえていくかというようなことのとのとのとの計計計計算算算算結結結結果果果果ですですですです。。。。 

  今今今今、、、、東京東京東京東京でででで真真真真夏夏夏夏日日日日がががが年年年年間間間間 40日日日日ぐぐぐぐらいあるらいあるらいあるらいある。。。。それがそれがそれがそれが、、、、このままこのままこのままこのまま進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと、、、、今今今今世世世世紀紀紀紀のののの末末末末にはにはにはには 120日日日日、、、、1 年年年年のうのうのうのうちちちちのののの 3 分分分分のののの 1 はははは真真真真夏夏夏夏日日日日になるというようなことになるかもしれないになるというようなことになるかもしれないになるというようなことになるかもしれないになるというようなことになるかもしれないんんんんですですですです。。。。これもこれもこれもこれも恐恐恐恐ろしいことですろしいことですろしいことですろしいことです。。。。そのそのそのその根根根根本的本的本的本的なななな原因原因原因原因はははは、、、、色色色色々々々々とあとあとあとありりりりますがますがますがますが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因はははは、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素ですですですです。。。。それはもそれはもそれはもそれはもちちちちろろろろんんんん石油石油石油石油、、、、石炭石炭石炭石炭をををを燃燃燃燃ややややすことによってすことによってすことによってすことによって出出出出てきているてきているてきているてきている二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素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。。。。二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素はははは地球地球地球地球上上上上でどうでどうでどうでどう動動動動いいいいているかというようなこともかなているかというようなこともかなているかというようなこともかなているかというようなこともかなりりりり正確正確正確正確にににに推推推推定定定定できるようになってできるようになってできるようになってできるようになって、、、、人人人人間間間間のののの活動活動活動活動からこれからこれからこれからこれくらくらくらくらいいいい出出出出しているしているしているしている。。。。そのうそのうそのうそのうちちちちのののの一一一一部部部部はははは自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系によってによってによってによって固固固固定定定定されますがされますがされますがされますが、、、、残残残残りりりりはははは大大大大気気気気中中中中にににに残残残残留留留留してしてしてして増増増増えていくえていくえていくえていく。。。。このこのこのこの増増増増えていくのがえていくのがえていくのがえていくのが、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素濃濃濃濃度度度度がががが上上上上がっていったがっていったがっていったがっていったグラフにグラフにグラフにグラフに相当相当相当相当するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。これをこれをこれをこれを一体一体一体一体どうするのかというのがどうするのかというのがどうするのかというのがどうするのかというのが 1 つのつのつのつの問問問問題題題題ということにということにということにということにななななりりりりますますますます。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、地球地球地球地球上上上上のののの大大大大気気気気というのはというのはというのはというのは図図図図にみられるにみられるにみられるにみられる青青青青色色色色にににに見見見見えるえるえるえる部部部部分分分分のののの厚厚厚厚さしかさしかさしかさしかないないないないんんんんですですですです。。。。ここがここがここがここがちちちちょょょょうどアフうどアフうどアフうどアフリカリカリカリカ・エ・エ・エ・エチチチチオピオピオピオピアですアですアですアです。。。。先先先先ほほほほどどどど人類人類人類人類がががが生生生生まれたというのまれたというのまれたというのまれたというのはこのはこのはこのはこの大地大地大地大地溝帯溝帯溝帯溝帯、、、、このこのこのこの辺辺辺辺でででで生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。まあまあまあまあ、、、、それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして、、、、ここここんんんんなになになになに薄薄薄薄いいいい大大大大気気気気層層層層
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によってによってによってによって地球地球地球地球はははは守守守守られているられているられているられている。。。。そこのそこのそこのそこの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素濃濃濃濃度度度度ががががちちちちょょょょっとっとっとっと変変変変わっていくことがわっていくことがわっていくことがわっていくことが大大大大ききききなななな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる。。。。非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いこといこといこと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ぜぜぜぜひひひひ認識認識認識認識していたしていたしていたしていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと入入入入りりりり口口口口がががが長長長長くなくなくなくなりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略というのはどういうものかというのはどういうものかというのはどういうものかというのはどういうものか。。。。
21 世世世世紀紀紀紀環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略というのはというのはというのはというのは、、、、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でででで、、、、昨昨昨昨年年年年のののの前前前前半半半半にににに 10回回回回にわたるにわたるにわたるにわたる検討検討検討検討会会会会をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその提言提言提言提言をををを環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣、、、、若若若若林林林林ささささんんんんにおにおにおにお出出出出ししましたししましたししましたししました。。。。それはそれはそれはそれは、、、、国内国内国内国内外外外外をををを挙挙挙挙げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきききき環境環境環境環境政策政策政策政策のののの方方方方向向向向をををを示示示示してしてしてして、、、、今後今後今後今後のののの世界世界世界世界のののの枠枠枠枠組組組組づくづくづくづくりりりりへへへへ我我我我がががが国国国国としてとしてとしてとして貢献貢献貢献貢献するするするする上上上上でのでのでのでの指指指指針針針針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。。。。そこはそこはそこはそこは 3 つのつのつのつの章章章章からなってからなってからなってからなって、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、環境立環境立環境立環境立国国国国日日日日本本本本のののの創創創創造造造造・・・・発発発発信信信信、、、、そしてそしてそしてそして、、、、ここここここここ一一一一、、、、二二二二年年年年でででで重重重重点点点点的的的的にににに着手着手着手着手するするするする 8 つのつのつのつの戦戦戦戦略略略略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何何何何ををををややややるるるるべべべべきかということがきかということがきかということがきかということが、、、、挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。まずまずまずまず、、、、今今今今のののの認識認識認識認識としてとしてとしてとして地球地球地球地球上上上上のののの 3つのつのつのつの課課課課題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、さっきおさっきおさっきおさっきお話話話話ししたししたししたしした地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、それからそれからそれからそれから二二二二番番番番目目目目にににに資源資源資源資源のののの浪費浪費浪費浪費によるによるによるによる危危危危機機機機、、、、有有有有限限限限なななな資源資源資源資源をどういうをどういうをどういうをどういうふふふふうにうにうにうに使使使使うかうかうかうか、、、、三三三三番番番番目目目目にににに生生生生態態態態系系系系のののの危危危危機機機機、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた自自自自然然然然環境環境環境環境ををををいかにいかにいかにいかに守守守守るかるかるかるか。。。。こういうこういうこういうこういう 3 つのつのつのつの機機機機軸軸軸軸をををを統統統統合合合合してしてしてして、、、、それからそれからそれからそれから 3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像というものをというものをというものをというものを出出出出ししししてきているわけですてきているわけですてきているわけですてきているわけです。。。。低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会、、、、そしてそしてそしてそして循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生型社会型社会型社会型社会、、、、このこのこのこの 3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像をきをきをきをきちちちちんんんんとととと実現実現実現実現することがすることがすることがすることが「「「「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」、」、」、」、すなわすなわすなわすなわちちちち将将将将来来来来のののの世世世世代代代代にににに手手手手渡渡渡渡せるせるせるせる社会社会社会社会をつをつをつをつくることになるくることになるくることになるくることになる、、、、こういうことなこういうことなこういうことなこういうことなんんんんですですですです。。。。ちちちちょょょょっとわかっとわかっとわかっとわかりりりりにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませんんんんがががが、、、、まあまあまあまあ、、、、そういうようなことがそういうようなことがそういうようなことがそういうようなことが、、、、八八八八つのつのつのつの戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとして示示示示されておされておされておされておりりりり、、、、そのそのそのその内内内内のののの戦戦戦戦略略略略 1、、、、2、、、、3 というのというのというのというのがががが低炭低炭低炭低炭素素素素であであであでありりりり、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生であであであでありりりり、、、、そしてそしてそしてそして資源循環資源循環資源循環資源循環をををを目指目指目指目指すすすす戦戦戦戦略略略略ですですですです。。。。あとあとあとあと、、、、横串横串横串横串的的的的なななな戦戦戦戦略略略略としてとしてとしてとして、、、、国際国際国際国際貢献貢献貢献貢献とかとかとかとか、、、、環境環境環境環境とととと経済発展経済発展経済発展経済発展とのとのとのとの両両両両立立立立であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地域地域地域地域づくづくづくづくりりりり、、、、人人人人づくづくづくづくりりりり、、、、仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりりのののの五五五五つがつがつがつが挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりりというのはというのはというのはというのは制制制制度度度度というよというよというよというようなものをどうつくっていくかといううなものをどうつくっていくかといううなものをどうつくっていくかといううなものをどうつくっていくかというようなことですようなことですようなことですようなことです。。。。 つまつまつまつまりりりり、、、、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というのはというのはというのはというのは、、、、3 つのつのつのつの社会社会社会社会像像像像、、、、非常非常非常非常にわかにわかにわかにわかりりりりにくいとにくいとにくいとにくいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、1 つのつのつのつの社会社会社会社会でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの違違違違うううう面面面面からからからから見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のようにのようにのようにのように見見見見えるえるえるえる、、、、そしてこっそしてこっそしてこっそしてこっちちちちからからからから見見見見れれれればばばば低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会にににに見見見見えるえるえるえる、、、、上上上上からからからから見見見見れれれればばばば自自自自然然然然共生共生共生共生社会社会社会社会にににに見見見見えるえるえるえる、、、、こうこうこうこういうようなものをいうようなものをいうようなものをいうようなものを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提言提言提言提言がまとめられているということがまとめられているということがまとめられているということがまとめられているということですですですです。。。。 

  そのそのそのその中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの温暖温暖温暖温暖化化化化にににに関連関連関連関連するところではするところではするところではするところでは、「、「、「、「美美美美しいしいしいしい星星星星 50」、」、」、」、これもよくこれもよくこれもよくこれもよく新新新新聞聞聞聞などなどなどなどでででで取取取取りりりり上上上上げられていますげられていますげられていますげられています。。。。2050 年年年年までにまでにまでにまでに CO2 のののの人人人人間間間間活動活動活動活動からのからのからのからの排排排排出出出出量量量量をををを地球地球地球地球全全全全体体体体でででで 50%減減減減らしましらしましらしましらしましょょょょうううう。。。。安倍安倍安倍安倍ささささんんんんがががが、、、、ハハハハイイイイリリリリゲゲゲゲンダムサミットでおっしンダムサミットでおっしンダムサミットでおっしンダムサミットでおっしゃゃゃゃったったったった内容内容内容内容ですですですです。。。。さっきのさっきのさっきのさっきの炭炭炭炭素素素素のののの循環循環循環循環のののの図図図図からからからから見見見見てててて、、、、今今今今 72億億億億トントントントン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、、、、それをそれをそれをそれを 36億億億億トンにしましトンにしましトンにしましトンにしましょょょょうううう。。。。しかししかししかししかし、、、、人口人口人口人口はははは 2050 年年年年にににに 92 億億億億人人人人になっていますからになっていますからになっていますからになっていますから、、、、1 人人人人当当当当たたたたりりりり CO2 のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、炭炭炭炭素素素素のののの目目目目方方方方をををを基基基基準準準準にしてにしてにしてにして 0.4 トンになトンになトンになトンになりりりりますますますます。。。。簡単簡単簡単簡単なななな算算算算数数数数ですですですですねねねね。。。。 ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、日日日日本本本本がどういうがどういうがどういうがどういう生生生生活活活活をしているかというとをしているかというとをしているかというとをしているかというと、、、、皆皆皆皆ささささんんんん一一一一人人人人ひとひとひとひとりりりりがががが出出出出してしてしてしているいるいるいる CO2 はははは炭炭炭炭素素素素トンにしてトンにしてトンにしてトンにして実実実実はははは 2.5 トンもあるトンもあるトンもあるトンもある。。。。このこのこのこの 2.5 トンからトンからトンからトンから 2050 年年年年にににに 0.4 トンにトンにトンにトンに減減減減らそうらそうらそうらそう、、、、こういうこういうこういうこういう提提提提案案案案ななななんんんんですですですです。。。。実実実実はすごいはすごいはすごいはすごい提提提提案案案案ななななんんんんですですですです。。。。実際実際実際実際これはこれはこれはこれは 84%減減減減らすというらすというらすというらすということになことになことになことになりりりりますますますます。。。。福福福福田田田田ビビビビジョンというのがジョンというのがジョンというのがジョンというのが最最最最近近近近出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、それはこのそれはこのそれはこのそれはこの 84 というというというという数数数数字字字字をををを出出出出しているわけでなくてしているわけでなくてしているわけでなくてしているわけでなくて、、、、60 からからからから 80 というというというという数数数数字字字字をををを出出出出しているしているしているしているんんんんですですですですねねねね。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、それそれそれそれははははぜぜぜぜひひひひ守守守守らなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないいけないいけないいけない問問問問題題題題ですですですです。。。。84%削減削減削減削減というのはというのはというのはというのは 6 分分分分のののの 1 にににに減減減減らすということらすということらすということらすということですですですですねねねね。。。。エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー消費消費消費消費量量量量がががが現在現在現在現在のののの消費消費消費消費量量量量にににに比比比比べべべべてててて 6 分分分分のののの 1 であったであったであったであった時代時代時代時代というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは私私私私たたたたちちちちはもはもはもはもちちちちろろろろんんんん経経経経験験験験していますしていますしていますしています。。。。それはそれはそれはそれは昭昭昭昭和和和和 30 年年年年ごろなのですごろなのですごろなのですごろなのです。。。。最最最最近近近近ははははややややったったったった映映映映画画画画でででではははは『『『『ALWAYS』』』』というというというという映映映映画画画画があがあがあがありりりりましたましたましたました、、、、「「「「三三三三丁丁丁丁目目目目のののの夕夕夕夕日日日日」、」、」、」、あれはあれはあれはあれはちちちちょょょょうどこのころなうどこのころなうどこのころなうどこのころなんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、あのころのあのころのあのころのあのころの生生生生活活活活でででで使使使使っていたエネルっていたエネルっていたエネルっていたエネルギギギギーにあるーにあるーにあるーにある意意意意味味味味ではではではでは戻戻戻戻るるるる。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、それはそれはそれはそれは電電電電力力力力のののの話話話話であってであってであってであって、、、、それにそれにそれにそれにババババイイイイオオオオエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、エタエタエタエタノノノノールとかールとかールとかールとか、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がががが一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命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、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは風風風風力力力力、、、、太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱、、、、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加加加加えてえてえてえて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原子子子子力力力力をををを加加加加ええええ
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てエネルてエネルてエネルてエネルギギギギーーーー消費消費消費消費量量量量をどこにをどこにをどこにをどこに設設設設定定定定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重要重要重要重要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。     世界世界世界世界中中中中でエネルでエネルでエネルでエネルギギギギーをどれくらいーをどれくらいーをどれくらいーをどれくらい使使使使っているかをっているかをっているかをっているかを二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量でででで比較比較比較比較していますしていますしていますしています。。。。国国国国によってによってによってによって随随随随分分分分違違違違ううううんんんんですがですがですがですが、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはははは 1人人人人当当当当たたたたりりりり炭炭炭炭素素素素基基基基準準準準でででで 5.5 トントントントン位位位位使使使使っていっていっていっているるるるんんんんでででですすすす。。。。日日日日本本本本はははは 2.5 トントントントン。。。。中中中中国国国国はははは 0.7ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、インドはインドはインドはインドは 0.3ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。それをそれをそれをそれを、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの話話話話ではではではでは、、、、全部全部全部全部そろえてそろえてそろえてそろえて 0.4 にしましにしましにしましにしましょょょょうううう、、、、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言言言言っていますっていますっていますっています。。。。我我我我々々々々はどこまではどこまではどこまではどこまで努努努努力力力力できるできるできるできるかかかか、、、、ヨヨヨヨーロッパはもうーロッパはもうーロッパはもうーロッパはもう既既既既にこれにこれにこれにこれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの目目目目標標標標をををを立立立立てているてているてているてている、、、、フランスもフランスもフランスもフランスも 0.5 ななななんんんんていうことていうことていうことていうことをををを言言言言っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。フランスのフランスのフランスのフランスの現現現現状状状状がががががががが低低低低いのはいのはいのはいのは原原原原子子子子力力力力をををを使使使使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。。。。炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生量量量量ではではではでは、、、、中中中中国国国国はこれをはこれをはこれをはこれを既既既既にににに 0.4 というというというという目目目目標標標標をををを超超超超えているえているえているえているんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、今後今後今後今後どのどのどのどのようにようにようにように進進進進めるかはめるかはめるかはめるかは実実実実はははは難難難難しいところもあしいところもあしいところもあしいところもありりりりますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、一体一体一体一体これからこれからこれからこれから我我我我々々々々はどはどはどはどうするのかということになうするのかということになうするのかということになうするのかということになりりりりますがますがますがますが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの日日日日本本本本のののの経済発展経済発展経済発展経済発展をををを眺眺眺眺めてみましめてみましめてみましめてみましょょょょうううう。。。。1960 年年年年代代代代のののの高高高高度成度成度成度成長時代長時代長時代長時代のののの考考考考ええええ方方方方をこれからをこれからをこれからをこれから継継継継続続続続ししししてゆくことはてゆくことはてゆくことはてゆくことは勿論勿論勿論勿論出出出出来来来来ませませませませんんんん。。。。簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げれげれげれげればばばば、、、、人人人人間間間間のののの社会社会社会社会というのはいつまでもというのはいつまでもというのはいつまでもというのはいつまでも成成成成長長長長率一率一率一率一定定定定でででで成成成成長長長長していくわけにはいかないしていくわけにはいかないしていくわけにはいかないしていくわけにはいかない。。。。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でででで暮暮暮暮らすらすらすらすんんんんですからですからですからですから、、、、どこかどこかどこかどこかにににに持続可能持続可能持続可能持続可能（（（（サステイナブルサステイナブルサステイナブルサステイナブル））））なななな、、、、平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点をををを見見見見つけてることがつけてることがつけてることがつけてることが必要必要必要必要ですですですです。。。。それがわかそれがわかそれがわかそれがわかれれれればばばば、、、、ほんほんほんほんとうはそこへとうはそこへとうはそこへとうはそこへ向向向向かっていけかっていけかっていけかっていけばばばばいいいいいいいいんんんんですがですがですがですが、、、、どうもどうもどうもどうも我我我我々々々々はそのはそのはそのはその平平平平衡衡衡衡安定安定安定安定点点点点をををを超超超超えてえてえてえて過過過過大大大大になってしまっているになってしまっているになってしまっているになってしまっている。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素排排排排出出出出量量量量でででで見見見見れれれればばばば、、、、0.4 トンがトンがトンがトンが並並並並行行行行安定安定安定安定点点点点であるとすれであるとすれであるとすれであるとすればばばば、、、、現在現在現在現在はははは 2.5 トンまでトンまでトンまでトンまで来来来来てしまったてしまったてしまったてしまった。。。。これをこれをこれをこれを一体一体一体一体どうどうどうどうややややってそこへってそこへってそこへってそこへ減減減減らしらしらしらしていくのかということですていくのかということですていくのかということですていくのかということです。。。。こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方はははは今今今今までのようにたまでのようにたまでのようにたまでのようにただだだだたたたただだだだ自自自自転転転転車車車車をこいでいをこいでいをこいでいをこいでいるというるというるというるという、、、、必必必必死死死死でででで成成成成長長長長しなきしなきしなきしなきゃゃゃゃいけないといういけないといういけないといういけないという考考考考ええええ方方方方ではではではでは実現実現実現実現しませしませしませしませんんんん。。。。そこではそこではそこではそこではややややははははりりりり考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えなくてはいけないえなくてはいけないえなくてはいけないえなくてはいけない。。。。それをそれをそれをそれを私私私私はパラダイムシフトとはパラダイムシフトとはパラダイムシフトとはパラダイムシフトと申申申申しししし上上上上げているげているげているげているんんんんですがですがですがですが、、、、成成成成長長長長をををを求求求求めていたパラダイムはここまでめていたパラダイムはここまでめていたパラダイムはここまでめていたパラダイムはここまで。。。。これからはこれからはこれからはこれからは持続持続持続持続性性性性をををを追求追求追求追求するパラダイムにするパラダイムにするパラダイムにするパラダイムに変変変変わわわわっていかなくてはいけないでしっていかなくてはいけないでしっていかなくてはいけないでしっていかなくてはいけないで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、、、、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変変変変わっていくのかわっていくのかわっていくのかわっていくのか。。。。結結結結論論論論だだだだけけけけ申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、産業産業産業産業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、今今今今まではまではまではまでは道道道道路路路路をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、建建建建物物物物をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、何何何何でもつくっていたでもつくっていたでもつくっていたでもつくっていた。。。。そうではないそうではないそうではないそうではない。。。。これからはこれからはこれからはこれからは、、、、今今今今あるものをあるものをあるものをあるものを保守保守保守保守してサーしてサーしてサーしてサービビビビスをしていくスをしていくスをしていくスをしていく。。。。車車車車をををを作作作作るるるる例例例例をををを見見見見れれれればばばば、、、、車車車車をををを作作作作っっっってててて売売売売りりりりっっっっ放放放放しではなくてしではなくてしではなくてしではなくて、、、、作作作作ったったったった車車車車でででで提提提提供供供供するサーするサーするサーするサービビビビスをおスをおスをおスをお客客客客ささささんんんんにににに売売売売るるるる。。。。車車車車そのものはそのものはそのものはそのものは売売売売らなくてもらなくてもらなくてもらなくても、、、、サーサーサーサービビビビスをスをスをスを売売売売れれれればばばばいいいいいいいい、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。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意意意意味味味味でででで、、、、成成成成長長長長をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん追追追追いかけるいかけるいかけるいかける時代時代時代時代とととと、、、、ややややははははりりりりこれからはこれからはこれからはこれからは、、、、今今今今若若若若いいいい方方方方々々々々がががが実際実際実際実際にににに国国国国づくづくづくづくりりりりをなさるときにはをなさるときにはをなさるときにはをなさるときには多多多多分分分分違違違違うものをうものをうものをうものを考考考考えていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないかえていかなくてはいけないのではないか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、環環環環境関境関境関境関連連連連ではではではでは、、、、排水排水排水排水処処処処理理理理、、、、排排排排ガガガガスススス処処処処理理理理、、、、出口出口出口出口でどうでどうでどうでどう処処処処理理理理するかというするかというするかというするかという発想発想発想発想ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、ゼロゼロゼロゼロエミッションをエミッションをエミッションをエミッションを考考考考えなくてはいけませえなくてはいけませえなくてはいけませえなくてはいけませんんんんというのがというのがというのがというのが環境関連環境関連環境関連環境関連でのでのでのでの私私私私たたたたちちちちのののの提提提提案案案案のののの 1つですつですつですつです。。。。システムシステムシステムシステム全全全全体体体体をををを変変変変えていくということですえていくということですえていくということですえていくということです。。。。政策政策政策政策決決決決定定定定ななななんんんんかのときもかのときもかのときもかのときも、、、、ききききょょょょうようようようよりりりりあしたあしたあしたあした、、、、あしたよあしたよあしたよあしたよりりりりそのそのそのその次次次次というのではなくてというのではなくてというのではなくてというのではなくて、、、、どこへどこへどこへどこへ到達到達到達到達するのかするのかするのかするのか、、、、着着着着地地地地点点点点というものをしっかというものをしっかというものをしっかというものをしっかりりりり考考考考えてえてえてえて、、、、そこにそこにそこにそこに向向向向かってかってかってかって進進進進んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。着着着着地地地地点点点点をををを決決決決めるというのはそめるというのはそめるというのはそめるというのはそんんんんなななな簡単簡単簡単簡単なことではなことではなことではなことではないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、着着着着地地地地点点点点をををを設設設設定定定定してしてしてして、、、、そこからそこからそこからそこから現現現現状状状状をををを振振振振りりりり返返返返ってみるというのがこのってみるというのがこのってみるというのがこのってみるというのがこの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考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 時時時時間間間間があまがあまがあまがあまりりりりなくてなくてなくてなくて、、、、大大大大雑雑雑雑把把把把になってしまいますがになってしまいますがになってしまいますがになってしまいますが、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆ささささんんんんにごにごにごにご説説説説明明明明するまするまするまするまでもないでもないでもないでもない、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言。「。「。「。「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地地地地下水下水下水下水をををを守守守守りりりりますますますます」。」。」。」。これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに重要重要重要重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申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。「。「。「。「美美美美しいサンしいサンしいサンしいサンゴゴゴゴ礁礁礁礁のののの海海海海をををを守守守守りりりりますますますます」。」。」。」。下下下下にもにもにもにも、「、「、「、「緑緑緑緑・・・・海海海海・・・・空空空空をををを守守守守りりりり、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生生生生物物物物がががが……………………」、」、」、」、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどのどのどのどの環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略のののの自自自自然然然然共生共生共生共生というとこというとこというとこというところにろにろにろに対対対対応応応応しているわけですしているわけですしているわけですしているわけですねねねね。。。。自自自自然然然然共生共生共生共生型社会型社会型社会型社会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。。。。それからそれからそれからそれから、「、「、「、「限限限限りりりりあるあるあるある資源資源資源資源とエネルとエネルとエネルとエネルギギギギーをーをーをーを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします」、」、」、」、そしてそしてそしてそして地球環境地球環境地球環境地球環境をををを守守守守るるるる、、、、温暖温暖温暖温暖化等化等化等化等々々々々をををを考考考考えたえたえたえた、、、、このこのこのこの 2 つはつはつはつは低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会をつくるとをつくるとをつくるとをつくるということにいうことにいうことにいうことに対対対対応応応応していくわけですしていくわけですしていくわけですしていくわけです。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「ゴゴゴゴミのないミのないミのないミのない地球地球地球地球」、」、」、」、そそそそ
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してしてしてして地球地球地球地球にににに優優優優しいしいしいしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを、、、、それからそれからそれからそれから、、、、ここにここにここにここに限限限限りりりりあるあるあるある資源資源資源資源をとをとをとをと、、、、このこのこのこの 2 つはつはつはつは両両両両方方方方にかかにかかにかかにかか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、、、、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にということにということにということに対対対対応応応応しているしているしているしている。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まさにこのエまさにこのエまさにこのエまさにこのエコアイランドコアイランドコアイランドコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言というのはというのはというのはというのは 21世世世世紀紀紀紀環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方ををををちちちちゃんゃんゃんゃんとこことこことこことここへへへへ取取取取りりりり入入入入れていたれていたれていたれていただだだだいているということであいているということであいているということであいているということでありりりりますますますます。。。。ですからですからですからですから、、、、それをさらにそれをさらにそれをさらにそれをさらに具具具具体的体的体的体的にににに、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからのうにしていくのかというようなことがこれからの課課課課題題題題なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。 ちちちちなみになみになみになみに、、、、ややややははははりりりり観光観光観光観光というというというというキキキキーワードがーワードがーワードがーワードが宮古島宮古島宮古島宮古島ではではではでは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな、、、、観光観光観光観光によっていかによっていかによっていかによっていかにににに経済経済経済経済をあるをあるをあるをある意意意意味味味味ではではではでは自立自立自立自立できるものにしていくのかできるものにしていくのかできるものにしていくのかできるものにしていくのか。。。。これはこれはこれはこれは後後後後でででで多多多多分分分分伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今はははは環境環境環境環境にににに関関関関してしてしてして「「「「エコエコエコエコツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「持続可能持続可能持続可能持続可能なななな観光観光観光観光」」」」とかとかとかとか、、、、新新新新しいしいしいしいキキキキーワードがいろいろとーワードがいろいろとーワードがいろいろとーワードがいろいろと生生生生まれていますまれていますまれていますまれています。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその中中中中身身身身はははは必必必必ずしもはっずしもはっずしもはっずしもはっききききりりりりしているものではないしているものではないしているものではないしているものではないんんんんですですですですねねねね。。。。エコエコエコエコツツツツーーーーリリリリズムというのはズムというのはズムというのはズムというのは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、日日日日本本本本エコエコエコエコツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム協会協会協会協会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、、、、自自自自然然然然・・・・歴歴歴歴史史史史・・・・文文文文化化化化とととと、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。持続可能持続可能持続可能持続可能なななな観光観光観光観光、、、、サステイナブルなサステイナブルなサステイナブルなサステイナブルな観光観光観光観光というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは国際国際国際国際機機機機関関関関があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関関関関、、、、
WTO、、、、環境業環境業環境業環境業者者者者のののの集集集集ままままりりりりですがですがですがですが、、、、ここでもここでもここでもここでも、「、「、「、「あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる資源資源資源資源をををを活用活用活用活用するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては文文文文化化化化のののの尊厳尊厳尊厳尊厳、、、、大大大大切切切切なななな生生生生態態態態系系系系環境環境環境環境、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性、、、、生命生命生命生命をををを支支支支えるえるえるえる仕仕仕仕組組組組みなどをみなどをみなどをみなどを維維維維持持持持しながらしながらしながらしながら、、、、経済経済経済経済的的的的、、、、社会的社会的社会的社会的、、、、美美美美的的的的なななな必要性必要性必要性必要性をををを満満満満たさなけれたさなけれたさなけれたさなければばばばいけないいけないいけないいけない」、」、」、」、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが挙挙挙挙げられてげられてげられてげられていますいますいますいます。。。。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多多多多分宮古島分宮古島分宮古島分宮古島のエコアイランドのエコアイランドのエコアイランドのエコアイランド化化化化というようなところでというようなところでというようなところでというようなところで必要必要必要必要になっになっになっになっていくのかなというようなことでていくのかなというようなことでていくのかなというようなことでていくのかなというようなことで、、、、私私私私自自自自身身身身はははは全全全全くくくく外外外外からからからから見見見見ているようなことでているようなことでているようなことでているようなことで恐縮恐縮恐縮恐縮ですがですがですがですが、、、、
2 つつつつばばばばかかかかりりりり提提提提案案案案をををを挙挙挙挙げさせていたげさせていたげさせていたげさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

1 つはつはつはつは、、、、ややややははははりりりり文文文文化的化的化的化的なななな演出演出演出演出。。。。エコアイランドというものをどういうエコアイランドというものをどういうエコアイランドというものをどういうエコアイランドというものをどういうふふふふうにうにうにうにデザデザデザデザインするインするインするインするのかのかのかのか。。。。特特特特にににに若若若若いいいい方方方方々々々々はこういうところにはこういうところにはこういうところにはこういうところに……………………。。。。エコロジーエコロジーエコロジーエコロジー、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をたをたをたをただだだだたたたただだだだ楽楽楽楽ししししむむむむででででははははだだだだめなめなめなめなんんんんですですですですねねねね。。。。観光観光観光観光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自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系をいかにをいかにをいかにをいかに高高高高めるかめるかめるかめるか。。。。観光観光観光観光者者者者、、、、参加者参加者参加者参加者のののの側側側側からからからから逆逆逆逆にエコシステムにどういうにエコシステムにどういうにエコシステムにどういうにエコシステムにどういう貢献貢献貢献貢献ができるかというようなこともができるかというようなこともができるかというようなこともができるかというようなことも考考考考えなくてはいえなくてはいえなくてはいえなくてはいけないでしけないでしけないでしけないでしょょょょうううう。。。。 

2 つつつつ目目目目はははは、、、、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えるえるえる上上上上でどういうでどういうでどういうでどういう制制制制度度度度をつくるのかをつくるのかをつくるのかをつくるのか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、法法法法的的的的なななな制制制制度度度度ももももあるでしあるでしあるでしあるでしょょょょうううう。。。。地地地地下水下水下水下水をををを保保保保全全全全するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、あるあるあるある程程程程度度度度のののの規規規規制制制制がががが必要必要必要必要になになになになりりりりますますますますねねねね。。。。観光観光観光観光客客客客はははは大体大体大体大体物物物物をををを持持持持たないでたないでたないでたないで入入入入ってもらうってもらうってもらうってもらう。。。。何何何何故故故故ならならならなら、、、、持持持持ってきたものをごみにしてってきたものをごみにしてってきたものをごみにしてってきたものをごみにして島島島島にににに置置置置いいいいてててていくことがあいくことがあいくことがあいくことがありりりりますからますからますからますから、、、、そういうものはそういうものはそういうものはそういうものは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ほほほほしいしいしいしい、、、、というようなことというようなことというようなことというようなことだだだだっっっってあてあてあてありりりり得得得得るかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんんねねねね。。。。経済的経済的経済的経済的なななな仕仕仕仕組組組組みみみみ。。。。これこれこれこれだだだだけけけけ島島島島がががが努努努努力力力力をしてきれいなをしてきれいなをしてきれいなをしてきれいな宮古島宮古島宮古島宮古島をつくっているのをつくっているのをつくっているのをつくっているのだだだだとすれとすれとすれとすればばばば、、、、そこへそこへそこへそこへ観光観光観光観光にににに来来来来るるるる人人人人にはしっかにはしっかにはしっかにはしっかりりりりとととと入入入入島島島島税税税税をををを払払払払ってもらうってもらうってもらうってもらう仕仕仕仕組組組組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる。。。。あるいはここであるいはここであるいはここであるいはここで経済的経済的経済的経済的なななな活動活動活動活動をするのであれをするのであれをするのであれをするのであればばばば、、、、そこでそこでそこでそこで地域地域地域地域通通通通貨貨貨貨のようのようのようのようなななな仕仕仕仕組組組組みつくみつくみつくみつくりりりり上上上上げるげるげるげる。。。。そうしないとそうしないとそうしないとそうしないと、、、、ここでここでここでここで稼稼稼稼いでいでいでいで本本本本土土土土へへへへ持持持持ちちちちかえるというようなことかえるというようなことかえるというようなことかえるというようなことがあってはがあってはがあってはがあっては問問問問題題題題でしでしでしでしょょょょうううう。。。。ここにはここにはここにはここにはざざざざっとっとっとっと思思思思いつくものしかいつくものしかいつくものしかいつくものしか挙挙挙挙げてあげてあげてあげてありりりりませませませませんんんんがががが、、、、いろいろいろいろんんんんなことがあるとなことがあるとなことがあるとなことがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 このこのこのこのようなことをようなことをようなことをようなことを考考考考ええええ、、、、エコエコエコエコツツツツアーなどのアーなどのアーなどのアーなどの場場場場としてのとしてのとしてのとしての宮古島宮古島宮古島宮古島のののの持続可能持続可能持続可能持続可能なななな全全全全体体体体システムシステムシステムシステムをををを考考考考えることがえることがえることがえることが重要重要重要重要ですですですです。。。。部部部部分的分的分的分的なななな何何何何かかかかちちちちょょょょっとしたものをっとしたものをっとしたものをっとしたものを沢山沢山沢山沢山集集集集めてもめてもめてもめても総総総総合合合合性性性性はははは出出出出てこてこてこてこないないないない。。。。専専専専門門門門的的的的なエコなエコなエコなエコツツツツアーのアーのアーのアーのガガガガイドシステムなどもイドシステムなどもイドシステムなどもイドシステムなども島島島島全全全全体体体体としてどうつくるのかとしてどうつくるのかとしてどうつくるのかとしてどうつくるのか、、、、それをそれをそれをそれをどうどうどうどう管管管管理理理理するのかなどということするのかなどということするのかなどということするのかなどということ一一一一つをとってもつをとってもつをとってもつをとっても結構結構結構結構難難難難しいでししいでししいでししいでしょょょょうううう。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、重重重重要要要要なのはなのはなのはなのは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島というものがというものがというものがというものが持持持持っているっているっているっている価価価価値値値値、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にににに来来来来るということがるということがるということがるということが、、、、それにそれにそれにそれに参加参加参加参加するするするする人人人人にあるにあるにあるにある種種種種のプのプのプのプレレレレステステステスティィィィージというかージというかージというかージというか、、、、誇誇誇誇りりりり、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい気気気気持持持持ちちちちをををを持持持持たせるたせるたせるたせる、、、、こういうこういうこういうこういうことがことがことがことが重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、先先先先ほほほほどのパラダイムシフトとどのパラダイムシフトとどのパラダイムシフトとどのパラダイムシフトと同同同同じじじじようにようにようにように、、、、観光観光観光観光・・・・ツツツツーーーーリリリリズムにズムにズムにズムに関関関関してしてしてしてもパラダイムシフトをもパラダイムシフトをもパラダイムシフトをもパラダイムシフトを考考考考えなくてはいけないでしえなくてはいけないでしえなくてはいけないでしえなくてはいけないでしょょょょうううう。。。。 たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、今今今今までのまでのまでのまでの観光観光観光観光業業業業者者者者がパターンがパターンがパターンがパターン化化化化してつくったしてつくったしてつくったしてつくった観光観光観光観光ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの参参参参
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加者加者加者加者ごとのごとのごとのごとの、、、、個個個個別別別別のののの、、、、オオオオン・ン・ン・ン・デマデマデマデマンドのンドのンドのンドの形形形形をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、それにどうそれにどうそれにどうそれにどう対対対対応応応応するのかするのかするのかするのか。。。。長長長長期期期期滞滞滞滞在在在在であであであでありりりり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経済経済経済経済をいかにをいかにをいかにをいかに観光観光観光観光ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにして自立化自立化自立化自立化させていくのかというよさせていくのかというよさせていくのかというよさせていくの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考考考考えることがえることがえることがえることが重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。 ともかくともかくともかくともかく、、、、次次次次のののの世世世世代代代代、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは次次次次のののの次次次次のののの世世世世代代代代にどういうにどういうにどういうにどういう宮古島宮古島宮古島宮古島をををを手手手手渡渡渡渡していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、ここここれがエコアイれがエコアイれがエコアイれがエコアイランドランドランドランド構想構想構想構想のののの一一一一番番番番基本的基本的基本的基本的なところなところなところなところだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその際際際際ににににややややははははりりりり地地地地球環境球環境球環境球環境、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境立国環境立国環境立国環境立国にににに記記記記されましたされましたされましたされました考考考考ええええ方方方方ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、そしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつそしてなおかつ地域地域地域地域のののの力力力力をそこにをそこにをそこにをそこに結結結結集集集集してしてしてして、、、、ぜぜぜぜひすひすひすひすばばばばらしいものをおつくらしいものをおつくらしいものをおつくらしいものをおつくりりりりいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと祈祈祈祈っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 ちちちちょょょょうどうどうどうど時時時時間間間間になになになになりりりりましたのでましたのでましたのでましたので、、、、私私私私ののののほほほほうはこれでうはこれでうはこれでうはこれで終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清聴清聴清聴清聴あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  講演講演講演講演テーテーテーテーママママ「「「「環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略とエコアイランドとエコアイランドとエコアイランドとエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」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きましたきましたきましたきました。。。。国連大国連大国連大国連大学学学学特特特特別別別別学術学術学術学術顧問顧問顧問顧問、、、、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代表代表代表代表、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木基基基基之之之之ささささんんんんでごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 
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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 

  引引引引きききき続続続続きききき、、、、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りりりますますますます。。。。 

  沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内でゼロエミッションのでゼロエミッションのでゼロエミッションのでゼロエミッションの研究研究研究研究をされているをされているをされているをされている、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学のののの伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子ささささんんんんよよよよりりりり、、、、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構築構築構築構築についてについてについてについて、、、、事事事事例例例例をををを交交交交えながらおえながらおえながらおえながらお話話話話をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回のフォーラムにのフォーラムにのフォーラムにのフォーラムに寄寄寄寄せてせてせてせて伊波伊波伊波伊波ささささんんんんはははは、「、「、「、「主主主主人人人人公公公公はははは子子子子供供供供たたたたちちちち。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちのののの笑顔笑顔笑顔笑顔はかけがえのはかけがえのはかけがえのはかけがえのないないないない宝宝宝宝物物物物ですですですです」」」」とととと寄寄寄寄せていますせていますせていますせています。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちがががが健健健健ややややかにかにかにかに育育育育つためにはきれいなつためにはきれいなつためにはきれいなつためにはきれいな自自自自然然然然環境環境環境環境がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、改改改改めてめてめてめ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きましきましきまし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、、、、ゼロエミッゼロエミッゼロエミッゼロエミッションフォーラムションフォーラムションフォーラムションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、講講講講師師師師はははは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学観光観光観光観光産業科学産業科学産業科学産業科学部教授部教授部教授部教授でででで、、、、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理理理理事事事事、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子ささささんんんん。。。。演演演演題題題題はははは、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発発発発信信信信－－－－」」」」でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。たたたただだだだいまごいまごいまごいまご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました伊波伊波伊波伊波ですですですです。。。。タイトルなタイトルなタイトルなタイトルなんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの発発発発信信信信」」」」ではなくてではなくてではなくてではなくて、「、「、「、「宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発発発発信信信信」」」」というというというというふふふふうにうにうにうに変変変変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まきまきまきましたしたしたした。。。。 

 司司司司会会会会 

  少少少少しししし準備準備準備準備がかかがかかがかかがかかりりりりそうなのでそうなのでそうなのでそうなので、、、、伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生のごのごのごの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きましきましきましきましょょょょうううう。。。。現在現在現在現在はははは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学観観観観光光光光産業科学産業科学産業科学産業科学部教授部教授部教授部教授でででで、、、、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理理理理事事事事もももも務務務務めていめていめていめていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。1968 年年年年にににに琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学をををを卒卒卒卒業業業業、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ・・・・デデデデンンンンババババーーーー大学大学大学大学のののの大学大学大学大学院院院院にににに留留留留学学学学。。。。卒卒卒卒業業業業後後後後はははは、、、、財財財財団団団団法人法人法人法人沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究沖縄経済開発研究所所所所研究研究研究研究員員員員をををを経経経経てててて、、、、1973 年年年年からからからから琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学でででで教育教育教育教育とととと研究研究研究研究にににに携携携携わっていますわっていますわっていますわっています。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、伊波伊波伊波伊波ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  先先先先ほほほほどどどど、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生からからからから、、、、私私私私たたたたちちちち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最最最最初初初初のののの世世世世代代代代であるというおであるというおであるというおであるというお話話話話ががががあああありりりりましたましたましたました。。。。皆皆皆皆ささささんんんん、、、、少少少少しししし危危危危機感機感機感機感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たでしいたでしいたでしいたでしょょょょうかうかうかうか。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは大大大大変変変変美美美美しくてしくてしくてしくて、、、、ののののんんんんびびびびりりりりしていてしていてしていてしていて、、、、ここにいれここにいれここにいれここにいればばばばああああままままりりりり何何何何もももも心心心心配配配配ないないないないんんんんだだだだなとなとなとな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、、、、ややややははははりりりり聞聞聞聞いいいいていますとていますとていますとていますと、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化がががが進進進進んんんんでいくとでいくとでいくとでいくと、、、、せっかくのせっかくのせっかくのせっかくの宮古宮古宮古宮古のののの水水水水、、、、これもなくなっていくこれもなくなっていくこれもなくなっていくこれもなくなっていくんんんんだだだだとととと聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、何何何何かかかかぞぞぞぞっとしますっとしますっとしますっとしますねねねね。。。。私私私私はははは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは、、、、3 つのことをおつのことをおつのことをおつのことをお話話話話ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。まずまずまずまず、、、、世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた「「「「ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチ」、」、」、」、そしてそしてそしてそして鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出てきましたてきましたてきましたてきましたババババックックックックキキキキャャャャステステステスティィィィングについてングについてングについてングについて、、、、それからそれからそれからそれから、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島」」」」へのへのへのへの期待期待期待期待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ますきますきますきます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた「「「「ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチ」」」」ということなということなということなということなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、別別別別ににににハチハチハチハチのおのおのおのお話話話話ををををするわけではあするわけではあするわけではあするわけではありりりりませませませませんんんん。。。。ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチのののの種種種種類類類類はははは幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかあるんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、正正正正式式式式にはにはにはには、、、、セセセセイイイイヨウオオマヨウオオマヨウオオマヨウオオマルルルルハハハハナナナナババババチチチチとととと言言言言いましていましていましていまして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にはおにはおにはおにはおりりりりませませませませんんんん。。。。北北北北ヨヨヨヨーロッパにいるーロッパにいるーロッパにいるーロッパにいる種種種種でででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、近近近近ごろではごろではごろではごろでは日日日日本本本本でもでもでもでも、、、、トトトトママママトトトトだだだだとかとかとかとか、、、、果果果果樹樹樹樹のののの受受受受粉粉粉粉にににに使使使使おうということでおうということでおうということでおうということで、、、、輸輸輸輸入入入入していますしていますしていますしています。。。。ところがところがところがところが、、、、今今今今、、、、これがこれがこれがこれが逃逃逃逃げげげげ出出出出してしてしてして、、、、野野野野生生生生化化化化してしてしてして、、、、問問問問題題題題になっているところになっているところになっているところになっているところですですですです。。。。ハチハチハチハチがががが悪悪悪悪いのではないいのではないいのではないいのではないんんんんですですですですねねねね。。。。人人人人間間間間がががが自分自分自分自分のののの都都都都合合合合にににに合合合合わせてよそからわせてよそからわせてよそからわせてよそから持持持持ってきたってきたってきたってきたりりりりしてしてしてして問問問問題題題題をををを起起起起こしているわけですこしているわけですこしているわけですこしているわけです。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、このこのこのこのハチハチハチハチのののの写写写写真真真真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。。。。かわいかわいかわいかわいいでしいでしいでしいでしょょょょうううう。。。。体体体体がころころっとがころころっとがころころっとがころころっと丸丸丸丸くてくてくてくて、、、、羽羽羽羽がががが小小小小さいさいさいさいんんんんですですですです。。。。このこのこのこの小小小小さいさいさいさい羽羽羽羽、、、、それにそれにそれにそれに大大大大きなきなきなきな
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体体体体。。。。これこれこれこれ、、、、航空航空航空航空力学力学力学力学上上上上というかというかというかというか、、、、理理理理論論論論的的的的にににに言言言言うとうとうとうと、、、、ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチはははは飛飛飛飛ぶぶぶぶことはことはことはことは絶絶絶絶対対対対できなできなできなできないいいいんんんんだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。でもでもでもでも現実現実現実現実、、、、飛飛飛飛んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですですですです。。。。うそでもうそでもうそでもうそでも何何何何でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、飛飛飛飛んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。理理理理論論論論上上上上はははは絶絶絶絶対飛対飛対飛対飛ぶぶぶぶことはできないことはできないことはできないことはできない。。。。ということなということなということなということなんんんんですがですがですがですが、、、、皆皆皆皆ささささんんんんななななぜぜぜぜだだだだとととと思思思思いますいますいますいます？？？？    ここここのののの答答答答えはえはえはえは一一一一番番番番最最最最後後後後におにおにおにお話話話話ししますのでししますのでししますのでししますので、、、、ななななぜぜぜぜだだだだろうとろうとろうとろうと考考考考えながらきえながらきえながらきえながら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くいてくいてくいてくだだだださいさいさいさい。。。。 

  このこのこのこのママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチがすがすがすがすんんんんでいるところはでいるところはでいるところはでいるところは、、、、北北北北ヨヨヨヨーロッパですーロッパですーロッパですーロッパです。。。。これはこれはこれはこれはヨヨヨヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの地地地地図図図図、、、、ここにここにここにここに北北北北極極極極海海海海、、、、ラップランドというのがあってラップランドというのがあってラップランドというのがあってラップランドというのがあって、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりりりりからからからから北北北北極極極極圏圏圏圏にににに入入入入りりりりますますますます。。。。これこれこれこれがががが皆皆皆皆ささささんんんんもよくもよくもよくもよく知知知知っているイっているイっているイっているイギリギリギリギリスススス、、、、フランスフランスフランスフランス、、、、ドイドイドイドイツツツツ、、、、デデデデンンンンママママークークークーク、、、、そしてここにスそしてここにスそしてここにスそしてここにスウウウウェーェーェーェーデデデデンというンというンというンという国国国国があがあがあがありりりりますますますます。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン、、、、ノノノノルルルルウウウウェーェーェーェー、、、、フフフフィィィィンランドンランドンランドンランド、、、、デデデデンンンンママママークークークーク、、、、そしてアイスランドをそしてアイスランドをそしてアイスランドをそしてアイスランドを、、、、北欧五北欧五北欧五北欧五カカカカ国国国国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。。。。そのそのそのその真真真真んんんん中中中中辺辺辺辺、、、、このスこのスこのスこのスウウウウェーェーェーェーデデデデンとンとンとンといういういういう国国国国のののの、、、、しかもこのしかもこのしかもこのしかもこの北北北北のはずれのはずれのはずれのはずれ、、、、いわいわいわいわばばばば過疎過疎過疎過疎のののの地域地域地域地域ななななんんんんですですですです。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、日日日日本本本本のののの全全全全体体体体かかかからいうとらいうとらいうとらいうと沖縄沖縄沖縄沖縄。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄からもまたさらにからもまたさらにからもまたさらにからもまたさらに離離離離島島島島のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のまたさらにのまたさらにのまたさらにのまたさらに離離離離島島島島ということでということでということでということで、、、、いろいいろいいろいいろいろなろなろなろな問問問問題題題題をををを抱抱抱抱えていますえていますえていますえています。。。。ススス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ルムルムルム、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりりりりにあにあにあにありりりりますけれどますけれどますけれどますけれど、、、、そこからまそこからまそこからまそこからまだだだだずっとずっとずっとずっと北北北北ののののほほほほうううう。。。。こここここのこのこのこの隣隣隣隣はフはフはフはフィィィィンランドンランドンランドンランド、、、、サンタクロースのサンタクロースのサンタクロースのサンタクロースのふふふふるさとでするさとでするさとでするさとですねねねね。。。。サンタクロースがサンタクロースがサンタクロースがサンタクロースが住住住住んんんんでいるところのでいるところのでいるところのでいるところの近近近近くのくのくのくの地域地域地域地域のおのおのおのお話話話話をきをきをきをきょょょょうはうはうはうはややややっていきますっていきますっていきますっていきます。。。。 

  これがスこれがスこれがスこれがスウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの地地地地図図図図ですですですです。。。。どういうところかというとどういうところかというとどういうところかというとどういうところかというと、、、、これこれこれこれ、、、、写写写写真真真真ですですですですねねねね。。。。このこのこのこのトルネトルネトルネトルネ川川川川、、、、フフフフィィィィンランドとのンランドとのンランドとのンランドとの国境国境国境国境をををを流流流流れるれるれるれる川川川川でででで、、、、向向向向こうこうこうこう側側側側はフはフはフはフィィィィンランドンランドンランドンランド。。。。冬冬冬冬になるとサになるとサになるとサになるとサンタクロースがこのあたンタクロースがこのあたンタクロースがこのあたンタクロースがこのあたりりりりからからからからややややってきますってきますってきますってきます。。。。そのあたそのあたそのあたそのあたりりりりのののの、、、、9 月月月月のののの初初初初めころのめころのめころのめころの風景風景風景風景ですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、サステイナブル・スサステイナブル・スサステイナブル・スサステイナブル・スウウウウェーェーェーェーデデデデン・ン・ン・ン・ツツツツアーというのがあアーというのがあアーというのがあアーというのがありりりりましたましたましたました。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にもにもにもにも出出出出てきましたけれどてきましたけれどてきましたけれどてきましたけれど、、、、サステイナブルサステイナブルサステイナブルサステイナブル、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能ななななススススウウウウェーェーェーェーデデデデンをンをンをンを旅旅旅旅行行行行するとするとするとするといういういういうツツツツアーですアーですアーですアーです。。。。ここにはここにはここにはここには、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ナイアナイアナイアナイアガガガガラのラのラのラの滝滝滝滝であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、富富富富士士士士山山山山とかいうとかいうとかいうとかいう、、、、世界世界世界世界的的的的にににに有有有有名名名名なななな、、、、珍珍珍珍しいしいしいしい自自自自然然然然があるわけでもがあるわけでもがあるわけでもがあるわけでも何何何何でもあでもあでもあでもありりりりませませませませんんんん。。。。ごくごくごくごく普普普普通通通通にににに、、、、まあまあまあまあ、、、、森森森森があっがあっがあっがあってててて、、、、湖湖湖湖があってがあってがあってがあって、、、、平平平平べべべべったいですからったいですからったいですからったいですから、、、、特特特特にきれいなにきれいなにきれいなにきれいな景景景景色色色色というのもなくてというのもなくてというのもなくてというのもなくて、、、、ののののんんんんびびびびりりりりととととしていてしていてしていてしていて、、、、野野野野生生生生のシのシのシのシカだカだカだカだとかがいるというところですとかがいるというところですとかがいるというところですとかがいるというところです。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその地域地域地域地域のののの、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンンのののの普普普普通通通通のののの家家家家ですですですです。。。。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珍珍珍珍しいしいしいしいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりりりりではではではでは何何何何でもないでもないでもないでもない、、、、ごくごくごくごく普普普普通通通通のののの家家家家。。。。よくよくよくよく、、、、ククククリリリリススススママママススススツツツツリリリリーにーにーにーにぶぶぶぶらららら下下下下がっているようなおがっているようなおがっているようなおがっているようなお家家家家ですですですです。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、ラップララップララップララップランドというンドというンドというンドという、、、、このあたこのあたこのあたこのあたりりりりでトナでトナでトナでトナカカカカイをイをイをイを飼飼飼飼育育育育しながらしながらしながらしながら移移移移動動動動しているサーしているサーしているサーしているサーミというミというミというミという人人人人たたたたちちちちのののの住住住住まいですまいですまいですまいです。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその中中中中でででで、、、、煙突煙突煙突煙突のところでのところでのところでのところで火火火火をたいてをたいてをたいてをたいて、、、、暖暖暖暖房房房房をしなをしなをしなをしながらがらがらがら料料料料理理理理をしているをしているをしているをしている。。。。このこのこのこの農農農農家家家家のおのおのおのおばちばちばちばちゃんゃんゃんゃん、、、、私私私私とととと同同同同じじじじ年年年年ぐぐぐぐらいならいならいならいなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおおばばばばちちちちゃんゃんゃんゃんがががが料料料料理理理理をつくってごをつくってごをつくってごをつくってご馳走馳走馳走馳走してくれるしてくれるしてくれるしてくれるんんんんですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、教教教教会会会会ですですですです。。。。立立立立派派派派ななななチチチチャャャャペペペペルがあるわけではないルがあるわけではないルがあるわけではないルがあるわけではない。。。。普普普普通通通通にににに、、、、いつもいつもいつもいつも使使使使っているっているっているっている教教教教会会会会でででで、、、、こういうこういうこういうこういう料料料料理理理理をごをごをごをご馳走馳走馳走馳走ししししてくれるわけですてくれるわけですてくれるわけですてくれるわけです。。。。このこのこのこの料料料料理理理理ははははヘヘヘヘラジラジラジラジカカカカといいましてといいましてといいましてといいまして、、、、年年年年にににに一一一一遍遍遍遍、、、、9 月月月月にににに数数数数週週週週間間間間、、、、狩狩狩狩猟猟猟猟がががが解解解解禁禁禁禁されてされてされてされて、、、、そのそのそのその時時時時期期期期だだだだけにけにけにけに頭頭頭頭数数数数をををを決決決決めてめてめてめて狩狩狩狩猟猟猟猟してよろしてよろしてよろしてよろしいというしいというしいというしいという、、、、非常非常非常非常にににに貴重貴重貴重貴重なシなシなシなシカカカカのののの肉肉肉肉ですですですです。。。。いろいろいろいろんんんんなななな料料料料理理理理のののの仕仕仕仕方方方方があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、それでそれでそれでそれで私私私私たたたたちちちちをもてなしてくれましたをもてなしてくれましたをもてなしてくれましたをもてなしてくれました。。。。 

  要要要要するにするにするにするに、、、、特特特特別別別別なことをなことをなことをなことを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、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にあるにあるにあるにある食食食食べべべべ物物物物、、、、そのそのそのその土土土土地地地地にあるにあるにあるにある料料料料理理理理でででで、、、、ホホホホススススピピピピタタタタリリリリテテテティィィィとととと言言言言いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、真真真真心込心込心込心込めておめておめておめてお客客客客様様様様をををを歓歓歓歓待待待待してくれるということしてくれるということしてくれるということしてくれるということななななんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、このおこのおこのおこのおばちばちばちばちゃんゃんゃんゃん、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でででで言言言言ええええばばばば「「「「かめかめおかめかめおかめかめおかめかめおばばばばああああ」」」」ですですですですねねねね。。。。おなかおなかおなかおなかいっいっいっいっぱぱぱぱいいいいだだだだとととと言言言言ってもってもってもっても、、、、もっともっともっともっと食食食食べべべべろろろろ、、、、私私私私のののの料料料料理理理理はおいしくないのかはおいしくないのかはおいしくないのかはおいしくないのか、、、、もっともっともっともっと食食食食べべべべなさいなさいなさいなさいというというというというふふふふうにうにうにうに、、、、たくさたくさたくさたくさんんんん食食食食べべべべさせてくれるわけですさせてくれるわけですさせてくれるわけですさせてくれるわけです。。。。そこにそこにそこにそこに着着着着いたらいたらいたらいたら、、、、このこのこのこの森森森森のののの中中中中でブルでブルでブルでブルーーーーベベベベリリリリーをーをーをーを摘摘摘摘んんんんでででで、、、、1時時時時間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい遊遊遊遊びますびますびますびます。。。。それをそれをそれをそれを、、、、翌翌翌翌日日日日にはジにはジにはジにはジャャャャムにしておムにしておムにしておムにしてお土土土土産産産産にににに持持持持たせたせたせたせてくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。 

  そこでのそこでのそこでのそこでのツツツツアーアーアーアー、、、、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、、、、何何何何もももも特特特特別別別別なことをなことをなことをなことをややややるわけではないわけでるわけではないわけでるわけではないわけでるわけではないわけですすすす。。。。伝伝伝伝統統統統的的的的なななな方方方方法法法法でパンをつくるでパンをつくるでパンをつくるでパンをつくる。。。。これはこれはこれはこれは、、、、昔昔昔昔はははは駅駅駅駅だだだだったところをったところをったところをったところを改改改改造造造造したしたしたした共同共同共同共同売売売売店店店店ですですですです。。。。
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人人人人ががががだだだだんんんんだだだだんんんんいなくなってしまったものですからいなくなってしまったものですからいなくなってしまったものですからいなくなってしまったものですから、、、、駅駅駅駅もなくなもなくなもなくなもなくなりりりり、、、、共同共同共同共同売売売売店店店店もなくなるともなくなるともなくなるともなくなるといういういういう危危危危機機機機がががが起起起起きたときにきたときにきたときにきたときに、、、、地地地地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちがががが NPO をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、共同共同共同共同売売売売店店店店をををを始始始始めためためためたんんんんですですですです。。。。ここここここここでででで、、、、サーミのサーミのサーミのサーミの人人人人たたたたちちちちのののの手手手手作作作作りりりりのののの品品品品だだだだとかとかとかとか、、、、いろいろいろいろんんんんなおなおなおなお土土土土産産産産品品品品ななななんんんんかをかをかをかを売売売売ってますってますってますってます。。。。またみまたみまたみまたみんんんんなのなのなのなの交交交交流流流流のののの場場場場にもなっているということでにもなっているということでにもなっているということでにもなっているということで、、、、ここもここもここもここも観光観光観光観光地地地地のののの目玉目玉目玉目玉のののの一一一一つになるわけですつになるわけですつになるわけですつになるわけです。。。。特特特特別別別別なものではないなものではないなものではないなものではない。。。。普普普普通通通通にににに、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人たたたたちちちちがががが利用利用利用利用しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。これこれこれこれはエタはエタはエタはエタノノノノールールールールカカカカーというかーというかーというかーというか、、、、ババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料料料料でででで動動動動いているいているいているいている車車車車ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然があるからエコがあるからエコがあるからエコがあるからエコツツツツアーというわけでもないアーというわけでもないアーというわけでもないアーというわけでもない。。。。日日日日本本本本でででで言言言言われているエわれているエわれているエわれているエココココツツツツアーとはアーとはアーとはアーとは一一一一味味味味もももも二二二二味味味味もももも違違違違っていますっていますっていますっています。。。。ももももちちちちろろろろんんんん自自自自然然然然をををを守守守守りりりりたいたいたいたい、、、、大事大事大事大事にするためにエにするためにエにするためにエにするためにエココココツツツツアーをアーをアーをアーをややややるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。だだだだからからからから、、、、そのそのそのその自自自自然然然然をををを、、、、自自自自然然然然のののの中中中中でででで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人人人人々々々々のののの生生生生活活活活をををを、、、、文文文文化化化化をををを見見見見てもらおうというのがてもらおうというのがてもらおうというのがてもらおうというのがツツツツアーなわけですアーなわけですアーなわけですアーなわけです。。。。ここがここがここがここが 1985 年年年年にににに、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンンンン初初初初のエのエのエのエコ・コミコ・コミコ・コミコ・コミュュュューンーンーンーン、、、、環境自治体環境自治体環境自治体環境自治体となったとなったとなったとなった、、、、オオオオーーーーババババートーネートーネートーネートーネオオオオというというというという村村村村ですですですです。。。。1992 年年年年にににに、、、、国連国連国連国連環境会議環境会議環境会議環境会議というのがあというのがあというのがあというのがありりりりましたましたましたました。。。。そこでアジェンダそこでアジェンダそこでアジェンダそこでアジェンダ 21 というというというという文文文文書書書書がががが出出出出ましたがましたがましたがましたが、、、、そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議ををををリリリリードしていったのもここのードしていったのもここのードしていったのもここのードしていったのもここの人人人人たたたたちだちだちだちだったとったとったとったと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。それでそれでそれでそれで、、、、世界世界世界世界をををを変変変変ええええたたたた「「「「ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチ」」」」とととと呼呼呼呼ばばばばれたわけですれたわけですれたわけですれたわけです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、1980 年年年年代代代代のののの初初初初めごろめごろめごろめごろ、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料ゼロをゼロをゼロをゼロを目指目指目指目指すとすとすとすと決決決決めてめてめてめて、、、、実際実際実際実際にににに実実実実行行行行したしたしたしたんんんんですですですです。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島もももも、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランドゼロエミッションアイランド構想構想構想構想というのがあというのがあというのがあというのがありりりりますけれどますけれどますけれどますけれど、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料ゼゼゼゼロをロをロをロを目指目指目指目指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、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。ここここちちちちらがそれをらがそれをらがそれをらがそれを決決決決めためためためたのがのがのがのが 1980 年年年年代代代代。。。。そしてそしてそしてそして、、、、何何何何とととと 20 年年年年後後後後にはにはにはには、、、、自治体業自治体業自治体業自治体業務務務務においてにおいてにおいてにおいて 100%脱脱脱脱化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をををを果果果果たすたすたすたすというというというというビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを達達達達成成成成しましたしましたしましたしました。。。。そこでそこでそこでそこでややややったことはったことはったことはったことは、、、、5 つのつのつのつの地域地域地域地域暖暖暖暖房房房房供給供給供給供給プラントのプラントのプラントのプラントの燃燃燃燃焼焼焼焼設設設設備備備備をををを次次次次第第第第にににに変変変変えていったえていったえていったえていった。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンではンではンではンでは、、、、電電電電力力力力とかとかとかとか熱熱熱熱をををを供給供給供給供給しているのはしているのはしているのはしているのは自治体自治体自治体自治体ななななんんんんですですですですねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ババババスとかスとかスとかスとか車車車車両両両両のののの燃燃燃燃料料料料をををを全部全部全部全部ババババイイイイオオオオ燃燃燃燃料料料料にしたにしたにしたにした。。。。個個個個人人人人ののののレベレベレベレベルではもルではもルではもルではもちちちちろろろろんんんんままままだだだだ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るでしはいるでしはいるでしはいるでしょょょょうけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、自治体自治体自治体自治体ががががややややっているっているっているっている業業業業務務務務にににに関関関関するするするする限限限限りりりり
100%脱脱脱脱化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料をををを実現実現実現実現したというわけですしたというわけですしたというわけですしたというわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、CO2 削減削減削減削減 20%はははは軽軽軽軽いいいい、、、、40%もももも達達達達成成成成したというようなところなしたというようなところなしたというようなところなしたというようなところなんんんんですですですです。。。。 そのそのそのその地域地域地域地域にはにはにはには、、、、オオオオーーーーババババートーネートーネートーネートーネオオオオののののほほほほかにもかにもかにもかにも幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの町町町町やややや村村村村があがあがあがありりりりますますますます。。。。大大大大きいところきいところきいところきいところはははは人口人口人口人口 2万万万万人人人人からからからから、、、、小小小小さいところさいところさいところさいところだだだだとととと数数数数百百百百人人人人というというというという村村村村のののの規規規規模模模模までいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですがまでいろいろあるわけですが、、、、ババババイイイイオオオオ発発発発電電電電をしたをしたをしたをしたりりりりしてしてしてして化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの使使使使用用用用をををを大大大大きくきくきくきく減減減減らしましたらしましたらしましたらしました。。。。これはもうどこでもこれはもうどこでもこれはもうどこでもこれはもうどこでもややややっっっっていますていますていますていますねねねね。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、主主主主なななな産業産業産業産業がががが林林林林業業業業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、、、、木木木木材材材材をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そのそのそのその木木木木くずくずくずくずややややらららら、、、、おがくずおがくずおがくずおがくず、、、、おがおがおがおが粉粉粉粉というかというかというかというか、、、、粉粉粉粉がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいいい出出出出るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。それをそれをそれをそれを固固固固めてめてめてめて、、、、乾乾乾乾電電電電池池池池ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの大大大大きさにしてきさにしてきさにしてきさにして、、、、燃燃燃燃料料料料にしてにしてにしてにしてババババイイイイオオオオ発発発発電電電電ををををややややるわるわるわるわけですけですけですけです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ババババイイイイオガオガオガオガススススややややエエエエタタタタノノノノールもールもールもールもややややっていますっていますっていますっています。。。。ごみのごみのごみのごみ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はははは何何何何とととと 90%。。。。またまたまたまた、、、、絶絶絶絶滅滅滅滅のののの危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕していしていしていしているるるる生生生生態態態態系系系系をををを復復復復元元元元するするするする。。。。ダムダムダムダムやややや堰堰堰堰のないのないのないのない自自自自然然然然のののの河河河河川川川川というのはスというのはスというのはスというのはスウウウウェーェーェーェーデデデデンでもンでもンでもンでも 4 つしかなつしかなつしかなつしかないそうですがいそうですがいそうですがいそうですが、、、、そのうそのうそのうそのうちちちちのののの 1 つがあるつがあるつがあるつがあるんんんんですですですです。。。。そこではサそこではサそこではサそこではサケケケケがががが上上上上っていくのでっていくのでっていくのでっていくので、、、、釣釣釣釣りりりりのののの好好好好きなきなきなきな人人人人たたたたちちちちがががが来来来来るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、健健健健康康康康にににに配配配配慮慮慮慮したエコロジしたエコロジしたエコロジしたエコロジカカカカルなルなルなルな学学学学校校校校。。。。シックシックシックシックハハハハウウウウスススス症候症候症候症候群群群群というかというかというかというか、、、、化学化学化学化学物物物物質過質過質過質過敏敏敏敏症候症候症候症候群群群群というかというかというかというか、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人たたたたちちちちがいますのでがいますのでがいますのでがいますので、、、、それにそれにそれにそれに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、建建建建材材材材にににに有有有有害害害害物物物物質質質質をををを使使使使わないわないわないわない。。。。省省省省エネであるエネであるエネであるエネである。。。。ライトもいっライトもいっライトもいっライトもいっぱぱぱぱいいいい使使使使わずにわずにわずにわずに、、、、おおおお陽陽陽陽様様様様があるがあるがあるがある間間間間はあまはあまはあまはあまりりりり電電電電気気気気をををを使使使使わないようにするわないようにするわないようにするわないようにする。。。。暖暖暖暖房房房房もももも効率的効率的効率的効率的にするにするにするにする。。。。換換換換気気気気にもにもにもにも気気気気をををを遣遣遣遣うううう。。。。それからそれからそれからそれから、、、、これがこれがこれがこれが非常非常非常非常にににに特特特特徴徴徴徴的的的的ななななんんんんですがですがですがですが、、、、野野野野外外外外でのでのでのでの自自自自然然然然教育教育教育教育プログラムにプログラムにプログラムにプログラムに力力力力をををを入入入入れたれたれたれたんんんんですですですです。。。。小小小小さいときからさいときからさいときからさいときから、、、、寒寒寒寒いときでもいときでもいときでもいときでも、、、、雨雨雨雨がががが降降降降っていてもっていてもっていてもっていても、、、、外外外外にににに行行行行ってってってって遊遊遊遊ぶぶぶぶ、、、、学学学学習習習習するするするする。。。。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、、、、自自自自然然然然ののののあああありりりりがたさもがたさもがたさもがたさも、、、、楽楽楽楽しさもしさもしさもしさも、、、、そしてそしてそしてそして怖怖怖怖さもさもさもさも知知知知っていくっていくっていくっていく。。。。雨雨雨雨がががが降降降降るからるからるからるから活動活動活動活動できないのではなできないのではなできないのではなできないのではなくくくく、、、、雨雨雨雨がががが降降降降るのはるのはるのはるのは当当当当たたたたりりりり前前前前ですからですからですからですから、、、、人人人人間間間間がそれにがそれにがそれにがそれに合合合合わせれわせれわせれわせればばばばいいわけですいいわけですいいわけですいいわけです。。。。人人人人間間間間にににに自自自自然然然然をををを合合合合わせるのではなくてわせるのではなくてわせるのではなくてわせるのではなくて、、、、自自自自然然然然にににに人人人人間間間間をををを合合合合わせるというわせるというわせるというわせるという形形形形でででで教育教育教育教育活動活動活動活動、、、、自自自自然然然然教育教育教育教育のプログのプログのプログのプログ
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ラムラムラムラム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、、、、車車車車をををを減減減減らすらすらすらす。。。。自自自自転転転転車車車車、、、、エタエタエタエタノノノノールールールールババババスにスにスにスに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる。。。。若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちをををを対象対象対象対象にににに、、、、エコドライブのエコドライブのエコドライブのエコドライブの講講講講習習習習というのをするというのをするというのをするというのをする。。。。既既既既にスにスにスにスウウウウェーェーェーェーデデデデンではンではンではンでは、、、、若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちににににとってとってとってとって、、、、運運運運転転転転免許免許免許免許をををを取取取取るのはるのはるのはるのは格格格格好好好好悪悪悪悪いということないということないということないということなんんんんだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。運運運運転転転転免許免許免許免許をををを、、、、車車車車をををを持持持持たたたたないのがないのがないのがないのが格格格格好好好好いいとまでいいとまでいいとまでいいとまで言言言言われているとわれているとわれているとわれていると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。 それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた別別別別のところなのところなのところなのところなんんんんですがですがですがですが、、、、日日日日本本本本ではではではでは塩塩塩塩素素素素でででで消消消消毒毒毒毒をするとをするとをするとをするということがいうことがいうことがいうことが法法法法律律律律でででで決決決決められているめられているめられているめられているんんんんですがですがですがですが、、、、結結結結果果果果的的的的にあまにあまにあまにあまりりりりおいしくあおいしくあおいしくあおいしくありりりりませませませませんんんん。。。。健健健健康康康康ににににもあまもあまもあまもあまりりりりよくないとよくないとよくないとよくないと言言言言うううう人人人人もいますもいますもいますもいます。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンではンではンではンでは、、、、このこのこのこの塩塩塩塩素素素素がががが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの原因原因原因原因のののの 1つになっているということでつになっているということでつになっているということでつになっているということで、、、、塩塩塩塩素素素素をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ使使使使わないということにわないということにわないということにわないということに国民国民国民国民がががが合合合合意意意意していしていしていしているるるるんんんんですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、消消消消毒毒毒毒もももも、、、、塩塩塩塩素素素素ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、紫紫紫紫外外外外線線線線をををを使使使使ってってってって消消消消毒毒毒毒をするというをするというをするというをするという形形形形でででで、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい地地地地下水下水下水下水をををを供給供給供給供給しているということですしているということですしているということですしているということです。。。。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もーパーもーパーもーパーも真真真真っっっっ白白白白くくくく漂漂漂漂白白白白しましましましませせせせんんんん。。。。 

  これらのエコ・コミこれらのエコ・コミこれらのエコ・コミこれらのエコ・コミュュュューンにーンにーンにーンに共共共共通通通通していることはしていることはしていることはしていることは、、、、住住住住民民民民やややや職職職職員員員員をををを含含含含めためためためた参加参加参加参加型型型型、、、、つまつまつまつまりりりり民主的民主的民主的民主的なプロなプロなプロなプロセセセセスをとるということをスをとるということをスをとるということをスをとるということを宣言宣言宣言宣言してしてしてして実実実実行行行行しているということなしているということなしているということなしているということなんんんんですですですです。「。「。「。「三三三三方方方方よよよよしししし」」」」とととと日日日日本本本本語語語語ではではではでは言言言言いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、経済経済経済経済もももも発展発展発展発展させるさせるさせるさせる。。。。自自自自然然然然をををを守守守守るからるからるからるから経済経済経済経済がががが発展発展発展発展しないしないしないしないといといといとい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、、、、経済経済経済経済もももも発展発展発展発展させるさせるさせるさせる。。。。社会社会社会社会もももも地域地域地域地域文文文文化化化化もももも守守守守っていくっていくっていくっていく。。。。ももももちちちちろろろろんんんん自自自自然然然然環環環環境境境境もももも保保保保全全全全するするするする。。。。このこのこのこの 3 つなつなつなつなんんんんですですですです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、英英英英語語語語でででで言言言言ええええばばばば win-win-win、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、勝勝勝勝つつつつ、、、、ですですですです。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが矛盾矛盾矛盾矛盾しているとしたらしているとしたらしているとしたらしているとしたら、、、、知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してこのしてこのしてこのしてこの 3 つのことをつのことをつのことをつのことを達達達達成成成成できるようできるようできるようできるようなプログラムをなプログラムをなプログラムをなプログラムをややややっていくっていくっていくっていく。。。。そこにいるのはそこにいるのはそこにいるのはそこにいるのはややややっっっっぱぱぱぱりりりり人人人人ですですですです。。。。何何何何といってもといってもといってもといっても人人人人がこういうがこういうがこういうがこういうことをことをことをことをややややるわけですからるわけですからるわけですからるわけですから、、、、放放放放っておいてできるっておいてできるっておいてできるっておいてできる話話話話ではあではあではあではありりりりませませませませんんんん。。。。熱熱熱熱いいいい志志志志ををを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というのがどのというのがどのというのがどのというのがどの自治体自治体自治体自治体にもにもにもにも必必必必ずいるずいるずいるずいる。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのののの中中中中にもいますにもいますにもいますにもいます。。。。宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市のののの中中中中にもいますにもいますにもいますにもいます。。。。どこにもいるどこにもいるどこにもいるどこにもいるんんんんですですですです。。。。そそそそういうういうういうういう熱熱熱熱いいいい志志志志ををを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をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、そのそのそのその人人人人たたたたちちちちをををを応応応応援援援援してしてしてしていくというかいくというかいくというかいくというか、、、、そのそのそのその人人人人たたたたちちちちがががが動動動動ききききややややすいすいすいすい環境環境環境環境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。。。。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大事大事大事大事なのかなのかなのかなのか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感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 

  ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンでンでンでンで非常非常非常非常にににに成成成成果果果果をををを上上上上げているナげているナげているナげているナチチチチュュュュラル・ステップというラル・ステップというラル・ステップというラル・ステップという環境環境環境環境教育教育教育教育のののの団体団体団体団体ががががあああありりりりますますますます。。。。そこではそこではそこではそこでは 2 つのことをつのことをつのことをつのことを柱柱柱柱にしていますにしていますにしていますにしています。。。。1 つはつはつはつは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会にはルールがあにはルールがあにはルールがあにはルールがあるるるる、、、、つまつまつまつまりりりり、、、、地球地球地球地球のルールというのがあるということですのルールというのがあるということですのルールというのがあるということですのルールというのがあるということです。。。。そのそのそのその地球地球地球地球のルールにのルールにのルールにのルールに人人人人間間間間やややや社社社社会会会会がががが合合合合わせていくわせていくわせていくわせていく。。。。地球地球地球地球のシステムがうまくのシステムがうまくのシステムがうまくのシステムがうまく循環循環循環循環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 4 つのシステムつのシステムつのシステムつのシステム条件条件条件条件ががががあるとあるとあるとあると言言言言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。「。「。「。「ここここんんんんなことなことなことなこと無無無無理理理理」」」」とととと思思思思うかもしれませうかもしれませうかもしれませうかもしれませんんんん。。。。でもでもでもでも、、、、家家家家にににに戻戻戻戻ってってってってからからからから、、、、よくよくよくよく考考考考えてみてくえてみてくえてみてくえてみてくだだだださいさいさいさいねねねね。。。。 

  まずまずまずまず、、、、読読読読みみみみ上上上上げましげましげましげましょょょょうううう。。。。第第第第 1 のシステムのシステムのシステムのシステム条件条件条件条件ですがですがですがですが、「、「、「、「地地地地殻殻殻殻からからからから取取取取りりりり出出出出したしたしたした物物物物質質質質がががが生生生生物物物物圏圏圏圏、、、、人人人人間間間間をををを含含含含めてめてめてめて生生生生物物物物がすがすがすがすんんんんでいるところでいるところでいるところでいるところ、、、、でででで増増増増ええええ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。2 つつつつ目目目目、「、「、「、「人工人工人工人工的的的的につくられにつくられにつくられにつくられたたたた物物物物質質質質、、、、化学化学化学化学物物物物質質質質がががが生生生生物物物物圏圏圏圏にににに増増増増ええええ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。3 つつつつ目目目目、「、「、「、「自自自自然然然然がががが物物物物理理理理的的的的にににに劣劣劣劣化化化化されされされされ続続続続けないけないけないけない」。」。」。」。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のスライドにものスライドにものスライドにものスライドにも、、、、人工人工人工人工衛星衛星衛星衛星からからからから見見見見るとるとるとると緑色緑色緑色緑色だだだだけれどけれどけれどけれど、、、、実実実実はははは畑畑畑畑になっているになっているになっているになっているというところがあというところがあというところがあというところがありりりりましたましたましたましたねねねね。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、都都都都市地域市地域市地域市地域だだだだとコンクとコンクとコンクとコンクリリリリートでートでートでートで固固固固められてしまってめられてしまってめられてしまってめられてしまっていまいまいまいますすすす。。。。とてもとてもとてもとても自自自自然然然然とはとはとはとは言言言言えませえませえませえませんんんん。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄であれであれであれであればばばば海海海海辺辺辺辺、、、、生生生生物物物物がががが卵卵卵卵をををを産産産産みみみみ、、、、子子子子供供供供をををを産産産産みみみみ、、、、育育育育てていくてていくてていくてていく大大大大切切切切なななな海海海海のゆのゆのゆのゆりりりりかごかごかごかご、、、、これがこれがこれがこれが全部全部全部全部埋埋埋埋めめめめ立立立立てられていっていますてられていっていますてられていっていますてられていっていますねねねね。。。。大大大大陸陸陸陸であれであれであれであればばばば森森森森、、、、森森森森もまたもまたもまたもまた生生生生物物物物がががが子子子子供供供供をををを産産産産みみみみ、、、、育育育育てていくてていくてていくてていく、、、、生命生命生命生命のゆのゆのゆのゆりりりりかごとかごとかごとかごと言言言言われるところなわれるところなわれるところなわれるところなんんんんでででですすすすねねねね。。。。そういうそういうそういうそういう森森森森やややや干潟干潟干潟干潟をををを大大大大切切切切にするということはにするということはにするということはにするということは、、、、生生生生態態態態系系系系のののの維維維維持持持持にににに必要必要必要必要なことであるわなことであるわなことであるわなことであるわけですけですけですけです。。。。全部全部全部全部畑畑畑畑にににに変変変変えてしまったらえてしまったらえてしまったらえてしまったら、、、、生生生生物物物物がすみがすみがすみがすみ続続続続けていくためにはあまけていくためにはあまけていくためにはあまけていくためにはあまりりりりいいいいいいいい環境環境環境環境とはとはとはとは言言言言えないわけですえないわけですえないわけですえないわけです。。。。 

  4 つつつつ目目目目、「、「、「、「人人人人々々々々のののの基本的基本的基本的基本的ニーズがニーズがニーズがニーズが世界世界世界世界じじじじゅゅゅゅうでうでうでうで満満満満たされているたされているたされているたされている」。」。」。」。不不不不公平公平公平公平なななな状状状状態態態態があるとがあるとがあるとがあると戦戦戦戦争争争争がががが起起起起ここここりりりりますますますます。。。。今今今今のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、地球地球地球地球のののの 20%のののの人人人人々々々々がががが地球資源地球資源地球資源地球資源のののの 80%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言言言言わわわわれますれますれますれます。。。。そしてそしてそしてそして 10%ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人たたたたちちちちはははは、、、、飲飲飲飲むむむむものものものもの、、、、食食食食べべべべるものもるものもるものもるものも非常非常非常非常にににに困困困困っているっているっているっている状状状状態態態態、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは戦戦戦戦争争争争でででで生命生命生命生命のののの危危危危険険険険にさらされているとにさらされているとにさらされているとにさらされていると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。こういうこともこういうこともこういうこともこういうことも考考考考えてえてえてえて、、、、私私私私たたたたちちちちがががが、、、、20%のののの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をしているをしているをしている人人人人たたたたちちちちがががが、、、、もっともっともっともっと資源資源資源資源をををを大事大事大事大事にににに使使使使っていくというっていくというっていくというっていくということがことがことがことが必要必要必要必要ですしですしですしですし、、、、そしてそしてそしてそして、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにすれうにすれうにすれうにすればばばばこのこのこのこの地球地球地球地球がががが平平平平和和和和でででで、、、、戦戦戦戦争争争争もないもないもないもない形形形形ででででややややっていけるかっていけるかっていけるかっていけるか、、、、基本的基本的基本的基本的なニーズなニーズなニーズなニーズ、、、、生生生生きるためのニーズはどういうきるためのニーズはどういうきるためのニーズはどういうきるためのニーズはどういうふふふふうにすれうにすれうにすれうにすればばばばいいかといいいかといいいかといいいかということをうことをうことをうことを考考考考えていこうというのがえていこうというのがえていこうというのがえていこうというのが４４４４つつつつ目目目目のシステムのシステムのシステムのシステム条件条件条件条件ですですですです。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、2 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱がががが、、、、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手法手法手法手法ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生がががが話話話話しておられましたしておられましたしておられましたしておられました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、将将将将来来来来のあるのあるのあるのあるべべべべきききき姿姿姿姿、、、、つまつまつまつまりりりり、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態からからからから現在現在現在現在をををを振振振振りりりり返返返返りりりり、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態ををを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、、、、限限限限られたられたられたられた時時時時間間間間でででで、、、、今今今今からからからから何何何何ををををややややるかということをるかということをるかということをるかということを考考考考えてえてえてえて計画計画計画計画をををを立立立立てるというてるというてるというてるというやりやりやりやり方方方方ですですですです。。。。出出出出発発発発点点点点はははは、、、、成成成成功功功功したしたしたした状状状状態態態態、、、、そのそのそのそのビビビビジョンをみジョンをみジョンをみジョンをみんんんんなななながががが共共共共有有有有することということですすることということですすることということですすることということです。。。。そのそのそのその基本基本基本基本になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、システムシステムシステムシステム思思思思考考考考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すですですです。。。。生生生生物物物物のシステムのシステムのシステムのシステム、、、、つまつまつまつまりりりり人人人人間間間間のののの体体体体、、、、動動動動物物物物のののの体体体体というのもというのもというのもというのも 1 つのシステムですつのシステムですつのシステムですつのシステムです。。。。植物植物植物植物、、、、またそまたそまたそまたそのののの全全全全体体体体のつながのつながのつながのつながりりりりのののの自自自自然然然然生生生生態態態態系系系系というのもシステムですというのもシステムですというのもシステムですというのもシステムです。。。。これらはこれらはこれらはこれらは有有有有機機機機的的的的なシステなシステなシステなシステムとムとムとム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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、時計時計時計時計やややや自動自動自動自動車車車車もももも 1 つのシステムですつのシステムですつのシステムですつのシステムです。。。。でもでもでもでも、、、、これはこれはこれはこれは無無無無機機機機的的的的なななな、、、、機機機機械械械械のシステムですのシステムですのシステムですのシステムです。。。。会社会社会社会社、、、、市市市市役所役所役所役所、、、、学学学学校校校校はははは社会社会社会社会のシステムですのシステムですのシステムですのシステムです。。。。そのそのそのそのほほほほかにもかにもかにもかにも、、、、地球地球地球地球があってがあってがあってがあって、、、、太陽太陽太陽太陽系系系系があってがあってがあってがあって、、、、銀銀銀銀河系河系河系河系があってというがあってというがあってというがあってという、、、、宇宙宇宙宇宙宇宙のシステムというのもあのシステムというのもあのシステムというのもあのシステムというのもありりりりますますますます。。。。あらゆるところあらゆるところあらゆるところあらゆるところ、、、、いろいろいろいろんんんんなシステムがあなシステムがあなシステムがあなシステムがありりりりますますますます。。。。 木木木木はははは環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるときにシステムのえるときにシステムのえるときにシステムのえるときにシステムの例例例例としてよくとしてよくとしてよくとしてよく取取取取りりりり上上上上げられますげられますげられますげられます。。。。このこのこのこの写写写写真真真真はははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんんもももも見見見見たことがあるとたことがあるとたことがあるとた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、、、、このこのこのこの会会会会場場場場のののの近近近近くでくでくでくで撮撮撮撮ったったったったガガガガジジジジママママルでルでルでルですすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これもこれもこれもこれも立立立立派派派派なななな木木木木ですですですですねねねね。。。。冬冬冬冬になるとになるとになるとになると葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱをををを落落落落としてとしてとしてとして、、、、夏夏夏夏になったらになったらになったらになったら葉葉葉葉をパラをパラをパラをパラソソソソルのようルのようルのようルのようにににに広広広広げてげてげてげて木木木木陰陰陰陰をつくってくれるクワをつくってくれるクワをつくってくれるクワをつくってくれるクワデデデデーサーですーサーですーサーですーサーです。。。。 このこのこのこの木木木木ををををモデモデモデモデルにしてルにしてルにしてルにして考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、幹幹幹幹とととと、、、、枝枝枝枝とととと、、、、葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱというのがあというのがあというのがあというのがありりりりますますますますねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、見見見見えないところにえないところにえないところにえないところに根根根根っこがあっこがあっこがあっこがありりりりますますますます。。。。大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは何何何何でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。皆皆皆皆ささささんんんんがががが木木木木をををを育育育育てようとてようとてようとてようとするときするときするときするとき一一一一番番番番大事大事大事大事なことなことなことなこと……………………。。。。はいはいはいはい、、、、根根根根っこっこっこっこ。。。。それからそれからそれからそれから？？？？    大大大大きなきなきなきな幹幹幹幹ですですですですねねねね。。。。だだだだからからからから、、、、よよよよくくくく根根根根幹幹幹幹とととと言言言言いますいますいますいますねねねね。。。。根根根根っことっことっことっこと幹幹幹幹とととと。。。。それをそれをそれをそれを大事大事大事大事にしておけにしておけにしておけにしておけばばばば、、、、枝枝枝枝葉葉葉葉はははは時時時時々々々々剪剪剪剪定定定定したしたしたしたりりりりししししますますますますねねねね。。。。今日今日今日今日いろいろないろいろないろいろないろいろな環境環境環境環境問問問問題題題題がががが議議議議論論論論されますけれどもされますけれどもされますけれどもされますけれども、、、、多多多多くのくのくのくの場場場場合合合合、、、、このこのこのこの枝枝枝枝葉葉葉葉のののの問問問問題題題題ですですですです。。。。ごみはごみはごみはごみは有料化有料化有料化有料化しようかしようかしようかしようか、、、、いいいいやややや、、、、しないしないしないしないほほほほうがいいかとかうがいいかとかうがいいかとかうがいいかとか、、、、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、、、、そうそうそうそういういういういう問問問問題題題題はははは枝枝枝枝葉葉葉葉のののの問問問問題題題題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。。。。大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。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きていくためきていくためきていくためにににに必要必要必要必要なことをなことをなことをなことをややややっていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大事大事大事大事なことであるわけですなことであるわけですなことであるわけですなことであるわけです。。。。このこのこのこの木木木木がががが成成成成長長長長するのにするのにするのにするのに必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは何何何何でしでしでし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大大大大きなきなきなきな声声声声でででで答答答答えてくえてくえてくえてくだだだださったさったさったさった方方方方がいますけどがいますけどがいますけどがいますけど、、、、木木木木がががが成成成成長長長長すすすするためにるためにるためにるために必要必要必要必要なものはなものはなものはなものは何何何何でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。はいはいはいはい、、、、空空空空気気気気もももも水水水水もももも必要必要必要必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？？？？    太陽太陽太陽太陽ももももももももちちちちろろろろんんんん必要必要必要必要ですですですです。。。。太陽太陽太陽太陽がなけれがなけれがなけれがなければばばば木木木木もももも大大大大きくならないしきくならないしきくならないしきくならないし、、、、人人人人間間間間もももも生生生生きていけませきていけませきていけませきていけませんんんんねねねね。。。。そそそそれかれかれかれからららら？？？？    はいはいはいはい、、、、愛愛愛愛情情情情もももも。。。。そしてそしてそしてそして土土土土もももも必要必要必要必要ですですですですねねねね。。。。環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるときにえるときにえるときにえるときに、、、、土土土土、、、、水水水水、、、、太太太太陽陽陽陽、、、、空空空空気気気気、、、、そしてそしてそしてそして、、、、これこれこれこれだだだだけのけのけのけの木木木木がががが大大大大きくなるためにはきくなるためにはきくなるためにはきくなるためには時時時時間間間間もももも必要必要必要必要ですですですです。。。。時時時時間間間間がかかるがかかるがかかるがかかるんんんんですですですです。。。。ややややろうとろうとろうとろうと思思思思ったらったらったらったら、、、、すすすすぐぐぐぐあしたあしたあしたあした結結結結果果果果がががが出出出出るわけではあるわけではあるわけではあるわけではありりりりませませませませんんんん。。。。根根根根気気気気よくよくよくよく、、、、木木木木がががが大大大大きくなるまでにはきくなるまでにはきくなるまでにはきくなるまでには 10 年年年年、、、、20 年年年年とととと待待待待たなけれたなけれたなけれたなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。穀穀穀穀物物物物をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 1 年年年年のののの計計計計。。。。1年年年年後後後後にににに米米米米もできますもできますもできますもできますねねねね。。。。木木木木をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 20 年年年年のののの計計計計。。。。人人人人をををを育育育育てるのはてるのはてるのはてるのは 100 年年年年のののの計計計計といいますといいますといいますといいます。。。。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ににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした地域地域地域地域、、、、エコアイランドをつくっていくためにはそれなエコアイランドをつくっていくためにはそれなエコアイランドをつくっていくためにはそれなエコアイランドをつくっていくためにはそれなりりりりのののの時時時時間間間間がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。それもそれもそれもそれも、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと予予予予想想想想にににに入入入入れたれたれたれた上上上上でででで、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島計画計画計画計画というのをというのをというのをというのをつくっていかなけれつくっていかなけれつくっていかなけれつくっていかなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。 先先先先ほほほほどのおどのおどのおどのお話話話話にあにあにあにありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、木木木木をををを育育育育てていくにはてていくにはてていくにはてていくには愛愛愛愛情情情情がががが大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの木木木木だだだだっっっってててて、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと支支支支柱柱柱柱とかとかとかとか、、、、台台台台風風風風がががが来来来来てもてもてもても倒倒倒倒れないようにれないようにれないようにれないように支支支支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。。。。こっこっこっこっちちちちににににちちちちゃんゃんゃんゃんとととと支支支支えがあえがあえがあえがありりりりますよますよますよますよねねねね。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島というのはというのはというのはというのは台台台台風風風風がががが来来来来てててて強強強強いいいい風風風風がががが吹吹吹吹きますからきますからきますからきますからねねねね。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ややややははははりりりりこれはこれはこれはこれは土土土土地地地地にににに合合合合ったものでなけれったものでなけれったものでなけれったものでなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのンのンのンの例例例例をををを説説説説明明明明しましたしましたしましたしました
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けれどけれどけれどけれど、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンでンでンでンでややややっていることをそのままっていることをそのままっていることをそのままっていることをそのまま持持持持ってくるというわけにはいきませってくるというわけにはいきませってくるというわけにはいきませってくるというわけにはいきませんんんん。。。。ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチのようにのようにのようにのように、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンでンでンでンでややややっているからといってっているからといってっているからといってっているからといって、、、、宮古宮古宮古宮古にもってきたらにもってきたらにもってきたらにもってきたら宮宮宮宮古島古島古島古島のののの生生生生態態態態系系系系をををを壊壊壊壊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。。。。ですからですからですからですから、、、、土土土土地地地地にににに合合合合ったものをったものをったものをったものを植植植植えることがえることがえることがえることが大事大事大事大事ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、大大大大きくなっていくときにきくなっていくときにきくなっていくときにきくなっていくときに予予予予想想想想できるできるできるできる変変変変化化化化。。。。例例例例ええええばばばば、、、、台台台台風風風風はははは毎毎毎毎年来年来年来年来るるるる。。。。これはこれはこれはこれは予予予予想想想想できますできますできますできますねねねね。。。。それにそれにそれにそれに合合合合わせないといけないわせないといけないわせないといけないわせないといけない。。。。でもでもでもでも、、、、予予予予想想想想できないこともできないこともできないこともできないことも起起起起ここここりりりりますますますます。。。。何何何何がががが起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない。。。。それにもそれにもそれにもそれにも対対対対処処処処できるようにできるようにできるようにできるように、、、、しっかしっかしっかしっかりりりりしたしたしたした、、、、丈丈丈丈夫夫夫夫なななな木木木木をををを育育育育てていくてていくてていくてていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。それをそれをそれをそれを見見見見守守守守るのがるのがるのがるのがややややっっっっぱぱぱぱりりりり愛愛愛愛情情情情ということなということなということなということなんんんんでしでしでしでしょょょょううううねねねね。。。。 ということでということでということでということで、、、、既既既既にににに今今今今までおまでおまでおまでお話話話話ししたことなししたことなししたことなししたことなんんんんですがですがですがですが、、、、根根根根っことっことっことっこと大大大大ききききなななな幹幹幹幹がががが大事大事大事大事。。。。成成成成長長長長にはにはにはには時時時時間間間間がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。土土土土地地地地にににに合合合合ったものをったものをったものをったものを植植植植えるえるえるえる。。。。環境環境環境環境のののの変変変変化化化化にににに耐耐耐耐えられるえられるえられるえられる、、、、つまつまつまつまりりりり柔柔柔柔軟軟軟軟性性性性をををを持持持持つということですつということですつということですつということですねねねね。。。。そのそのそのその時時時時々々々々のののの環境環境環境環境にににに応応応応じじじじてててて対対対対策策策策をををを見見見見直直直直していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいけいけいけませませませませんんんん。。。。計画計画計画計画はははは、、、、一度一度一度一度決決決決めたらめたらめたらめたら 40 年年年年もももも 50 年年年年もももも同同同同じじじじことをことをことをことをややややっていくというわけではあっていくというわけではあっていくというわけではあっていくというわけではありりりりませませませませんんんん。。。。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ろうというをつくろうというをつくろうというをつくろうというビビビビジョンはジョンはジョンはジョンは変変変変わらないですがわらないですがわらないですがわらないですが、、、、どうどうどうどうややややったらいったらいったらいったらいいかいかいかいか。。。。木木木木をををを育育育育てようというてようというてようというてようというビビビビジョンはあるジョンはあるジョンはあるジョンはある、、、、木木木木をそのをそのをそのをその時時時時々々々々にににに応応応応じじじじてててて、、、、水水水水ををををややややったったったったりりりり、、、、柵柵柵柵ををををつくってつくってつくってつくってややややったったったったりりりりとととと、、、、そのそのそのその成成成成長長長長にににに応応応応じじじじてプランをてプランをてプランをてプランを変変変変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要必要必要必要ですですですですねねねね。。。。将将将将来来来来ビビビビジジジジョンにョンにョンにョンに合合合合わせてわせてわせてわせて改改改改善善善善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要必要必要必要なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島にににに対対対対するするするする期待期待期待期待というのをというのをというのをというのを少少少少しししし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。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島構想宮古島構想宮古島構想宮古島構想ではではではでは 3 つのことをつのことをつのことをつのことを挙挙挙挙げていますげていますげていますげています。。。。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、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全のののの推進推進推進推進、、、、産業産業産業産業観光観光観光観光のののの推進推進推進推進。。。。このあたこのあたこのあたこのあたりりりりはははは皆皆皆皆ささささんんんんもよくごもよくごもよくごもよく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、、、、ここでここでここでここで、、、、ききききょょょょうのタイトルうのタイトルうのタイトルうのタイトル、、、、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ということをかということをかということをかということを考考考考えて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。。。。 広広広広いいいい意意意意味味味味ではではではでは、、、、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とととと同同同同じじじじ定定定定義義義義になになになになりりりりますますますます。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、地球地球地球地球のシステムにのシステムにのシステムにのシステムに人人人人間間間間社会社会社会社会のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。しかししかししかししかし、、、、これではこれではこれではこれでは広広広広いのでいのでいのでいので、、、、もっともっともっともっと狭狭狭狭いいいい意意意意味味味味でででで、「、「、「、「自自自自然然然然界界界界にににに廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物ははははないないないない」」」」というというというという形形形形でででで進進進進めていくめていくめていくめていく。「。「。「。「自自自自然然然然にににに見見見見習習習習ってってって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っていくっていくっていくっていく」。」。」。」。つまつまつまつまりりりり、、、、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上上上上げるということですげるということですげるということですげるということです。。。。宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高校高校高校高校でででで、、、、このこのこのこの前前前前、、、、ソバソバソバソバをつくっをつくっをつくっをつくっているところにているところにているところにているところに案案案案内内内内していたしていたしていたし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、、、、それもそれもそれもそれも一一一一つのゼロエミッションのつのゼロエミッションのつのゼロエミッションのつのゼロエミッションの試試試試みですみですみですみです。。。。詳詳詳詳しくはパネルしくはパネルしくはパネルしくはパネルディディディディススススカカカカッションのときにおッションのときにおッションのときにおッションのときにお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 将将将将来来来来ビビビビジョンなジョンなジョンなジョンなんんんんですがですがですがですが、、、、どどどどんんんんなななな社会社会社会社会にしたいかにしたいかにしたいかにしたいか。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、宮古宮古宮古宮古人人人人がががが誇誇誇誇りりりりをををを持持持持ってってってって、「、「、「、「私私私私はははは宮古島宮古島宮古島宮古島のののの出出出出身身身身ですですですです」」」」とととと誇誇誇誇りりりりをををを持持持持ってってってって言言言言えるようなえるようなえるようなえるような島島島島にするということですにするということですにするということですにするということです。。。。でもでもでもでも、、、、生生生生活活活活していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんんからからからから、、、、経済経済経済経済をしっかをしっかをしっかをしっかりりりりつくらなつくらなつくらなつくらないといけませいといけませいといけませいといけませんんんん。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちのののの将将将将来来来来のののの職職職職業業業業はどうするかはどうするかはどうするかはどうするか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、カカカカジジジジノノノノ。。。。カカカカジジジジノノノノででででカカカカードプードプードプードプレレレレーをするーをするーをするーをする仕仕仕仕事事事事をををを子子子子供供供供たたたたちちちちにさせたいですかにさせたいですかにさせたいですかにさせたいですか。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは以以以以前前前前からからからから非常非常非常非常にににに教育教育教育教育熱心熱心熱心熱心なところですなところですなところですなところです。。。。鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のようなのようなのようなのような科科科科学学学学者者者者、、、、将将将将来来来来ノノノノーーーーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞できるようなできるようなできるようなできるような子子子子供供供供たたたたちちちちをををを育育育育てるてるてるてる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの振振振振興興興興開発開発開発開発はははは、、、、いろいろいろいろんんんんなところになところになところになところに投投投投資資資資してますけれどもしてますけれどもしてますけれどもしてますけれども、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちのためののためののためののための環境環境環境環境教育教育教育教育整整整整備備備備ということにはあまということにはあまということにはあまということにはあまりりりりおおおお金金金金をををを使使使使っていませっていませっていませっていませんんんん。。。。ほんほんほんほんとうにこれはとうにこれはとうにこれはとうにこれは胸胸胸胸がががが痛痛痛痛むむむむことですことですことですことです。。。。まずはできることからまずはできることからまずはできることからまずはできることから市市市市がががが率先率先率先率先してしてしてしてややややっていくっていくっていくっていく。。。。何何何何ができるかということでができるかということでができるかということでができるかということで、、、、ひとつひとつひとつひとつ提提提提案案案案があがあがあがありりりりますますますます。。。。 ききききょょょょうのプログラうのプログラうのプログラうのプログラムのムのムのムの後後後後ろのろのろのろのほほほほうにうにうにうに、、、、勝勝勝勝連連連連君君君君がががが読読読読みみみみ上上上上げてくれることになっているげてくれることになっているげてくれることになっているげてくれることになっている作作作作文文文文があがあがあがありりりりますますますます。。。。あのあのあのあの文文文文章章章章をををを読読読読んんんんでででで、、、、私私私私はははは胸胸胸胸ががががキュキュキュキュンとンとンとンと痛痛痛痛みましたみましたみましたみました。。。。ポポポポイイイイ捨捨捨捨てがなくならないてがなくならないてがなくならないてがなくならない。。。。大大大大人人人人たたたたちちちちはははは、、、、だだだだめですめですめですめです。。。。今今今今までずっとなくならないまでずっとなくならないまでずっとなくならないまでずっとなくならない。。。。これをなくすのはこれをなくすのはこれをなくすのはこれをなくすのは子子子子供供供供たたたたちちちちですですですです。。。。徹徹徹徹底底底底してしてしてしてポポポポイイイイ捨捨捨捨てをなくすてをなくすてをなくすてをなくす。。。。たたたたばばばばこのこのこのこの吸殻吸殻吸殻吸殻ををををポポポポイとイとイとイと捨捨捨捨てているてているてているてている大大大大人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、拾拾拾拾いましいましいましいましょょょょうううう。。。。そしてそしてそしてそして徹徹徹徹底底底底してきれいにしまししてきれいにしまししてきれいにしまししてきれいにしましょょょょうううう。。。。 もうもうもうもう時時時時間間間間ですからですからですからですから、、、、まとめますまとめますまとめますまとめます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチはなはなはなはなぜぜぜぜ飛飛飛飛べべべべ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、、、、答答答答えをえをえをえを言言言言いましいましいましいましょょょょうううう。。。。結結結結局局局局、、、、学学学学者者者者たたたたちちちちはははは研究研究研究研究してもわからないものですからしてもわからないものですからしてもわからないものですからしてもわからないものですから、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは飛飛飛飛べべべべなななないということいということいということいということをををを知知知知らないからというのがらないからというのがらないからというのがらないからというのが、、、、学学学学者者者者たたたたちちちちがががが出出出出したしたしたした結結結結論論論論ななななんんんんだだだだそうですそうですそうですそうです。。。。逆逆逆逆にににに言言言言ええええばばばば、、、、飛飛飛飛べべべべるとるとるとると思思思思ってってってって、、、、当当当当たたたたりりりり前前前前にににに飛飛飛飛んんんんでいるというわけですでいるというわけですでいるというわけですでいるというわけです。。。。 
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ということでということでということでということで、、、、未未未未来来来来はははは変変変変えられますえられますえられますえられます。。。。未未未未来来来来はははは予予予予測測測測するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、つくるものつくるものつくるものつくるもの。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちのののの将将将将来来来来はははは自分自分自分自分たたたたちちちちでででで決決決決めるということでめるということでめるということでめるということで、、、、主主主主役役役役はははは若若若若者者者者ですですですです。。。。Boys and girls be ambitious! 皆皆皆皆ささささんんんん、、、、頑張頑張頑張頑張ってくってくってくってくだだだださいさいさいさい。。。。ママママルルルルハハハハナナナナババババチチチチはははは北北北北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日今日今日今日もももも飛飛飛飛んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。Think 

globally, act locally というというというという言葉言葉言葉言葉はははは皆皆皆皆ささささんんんんもももも習習習習いましたいましたいましたいましたねねねね。。。。 どうもどうもどうもどうも、、、、ききききょょょょうはごうはごうはごうはご清聴清聴清聴清聴あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  「「「「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構築構築構築構築をめをめをめをめざざざざしてしてしてして－－－－宮古島宮古島宮古島宮古島からのからのからのからの発発発発信信信信－－－－」」」」でごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。おおおお話話話話はははは、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学観光観光観光観光産業科学産業科学産業科学産業科学部教授部教授部教授部教授でででで、、、、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理理理理事事事事、、、、伊波伊波伊波伊波美智子美智子美智子美智子ささささんんんんでごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、このゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラムこのゼロエミッションフォーラム、、、、1時時時時 10 分分分分からスタートしましたからスタートしましたからスタートしましたからスタートしました。。。。現在現在現在現在時時時時刻刻刻刻はははは 3時時時時 30 分分分分をををを過過過過ぎぎぎぎたところですたところですたところですたところです。。。。トイトイトイトイレレレレにににに行行行行きたいきたいきたいきたい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いますいますいますいますのでのでのでので、、、、5 分分分分ほほほほどどどど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にににに、、、、ゼロエミッションフォーラム・パネゼロエミッションフォーラム・パネゼロエミッションフォーラム・パネゼロエミッションフォーラム・パネルルルルディディディディススススカカカカッッッッションをションをションをションを始始始始めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。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ではッションではッションではッションでは、、、、5人人人人のパネラーにのパネラーにのパネラーにのパネラーに登登登登壇壇壇壇いたいたいたいただだだだいていていていて意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合ってもらうってもらうってもらうってもらう予定予定予定予定ですですですです。。。。テーテーテーテーママママはははは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」ですですですです。。。。 ではではではでは、、、、始始始始まるまるまるまる前前前前にはにはにはには場場場場内内内内アナアナアナアナウウウウンスをンスをンスをンスを入入入入れますのでれますのでれますのでれますので、、、、5 分分分分のののの休憩休憩休憩休憩をををを挟挟挟挟みましてパネルみましてパネルみましてパネルみまして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めてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。ではではではでは、、、、一一一一たたたたんんんん休憩休憩休憩休憩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。。。。 （（（（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     会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。「。「。「。「ゼロ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 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008 ～～～～結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古～～～～」、」、」、」、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、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ですッションですッションですッションです。。。。 

  エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をどうをどうをどうをどう築築築築きききき上上上上げていくかげていくかげていくかげていくか。「。「。「。「我我我我んんんんたがたがたがたが美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」、」、」、」、このフこのフこのフこのフレレレレーズーズーズーズににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい宮古島宮古島宮古島宮古島をどうをどうをどうをどう守守守守りりりり、、、、行行行行動動動動していけしていけしていけしていけばばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合ってってってっていたいたいた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。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、パネパネパネパネリリリリストにストにストにストに 5 名名名名のののの方方方方々々々々にににに登登登登壇壇壇壇いたいたいたいただだだだくくくく予定予定予定予定となってとなってとなってとなっておおおおりりりりますますますます。。。。ききききょょょょうのパネルうのパネルうのパネルうのパネルディディディディス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、、、、ずずずずばりばりばりばり、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方々々々々をををを 5 名名名名続続続続けてけてけてけて紹介紹介紹介紹介していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様のののの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。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、国連国連国連国連大学大学大学大学ゼロエミッション・プロジェクトアドゼロエミッション・プロジェクトアドゼロエミッション・プロジェクトアドゼロエミッション・プロジェクトアドバババ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一一一一ささささんんんん。。。。国連国連国連国連大学大学大学大学のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション研究構想研究構想研究構想研究構想プロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトに 1995年年年年からからからから科学科学科学科学アドアドアドアドバババ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参画参画参画参画。。。。
2002 年以降年以降年以降年以降はゼロエミッションフォーラム・プロジェクトのアドはゼロエミッションフォーラム・プロジェクトのアドはゼロエミッションフォーラム・プロジェクトのアドはゼロエミッションフォーラム・プロジェクトのアドババババイイイイザザザザーをーをーをーを務務務務めていますめていますめていますめています。。。。主主主主にににに国内国内国内国内外外外外におけるゼロエミッション・におけるゼロエミッション・におけるゼロエミッション・におけるゼロエミッション・リリリリサーサーサーサーチチチチ・イニシア・イニシア・イニシア・イニシアチチチチブのブのブのブの学術的学術的学術的学術的理理理理論論論論研究及研究及研究及研究及びびびび普普普普及活動及活動及活動及活動にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。ききききょょょょうはよろしくおうはよろしくおうはよろしくおうはよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高校高校高校高校環境環境環境環境工工工工学科学科学科学科教諭教諭教諭教諭、、、、前里前里前里前里和和和和洋洋洋洋ささささんんんん。。。。2004 年年年年にアジアでにアジアでにアジアでにアジアで初初初初めめめめてストックてストックてストックてストックホホホホルムルムルムルム青青青青少少少少年年年年水水水水大大大大賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした宮古宮古宮古宮古農林高校農林高校農林高校農林高校環境環境環境環境班班班班のののの指指指指導導導導者者者者ですですですです。。。。地地地地下水下水下水下水汚染汚染汚染汚染のののの回回回回避避避避とととと農農農農業業業業のののの振振振振興興興興をテーをテーをテーをテーママママにににに、、、、土土土土壌壌壌壌蓄蓄蓄蓄積積積積リリリリンをンをンをンを活用活用活用活用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有有有有機機機機肥肥肥肥料料料料づくづくづくづくりりりり、、、、ババババイイイイオオオオ－－－－ＰＰＰＰリンにににに成成成成功功功功。。。。現在現在現在現在はサトはサトはサトはサトウウウウキキキキビビビビ生生生生産産産産のののの合合合合間間間間にニにニにニにニホホホホンンンンソバソバソバソバをををを栽培栽培栽培栽培しししし、、、、化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料にににに含含含含ままままれるれるれるれる窒窒窒窒素素素素をををを畑畑畑畑からからからから抜抜抜抜きききき取取取取ることにることにることにることに成成成成功功功功していますしていますしていますしています。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社りゅりゅりゅりゅうせきうせきうせきうせき、、、、ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクトールプロジェクト推進推進推進推進室長室長室長室長、、、、奥奥奥奥島島島島憲二憲二憲二憲二ささささんんんんですですですです。。。。サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを舞台舞台舞台舞台にににに、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止対対対対策策策策のののの最最最最前前前前線線線線にににに立立立立ちちちちますますますます。。。。サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜からつくからつくからつくからつくりりりり出出出出すすす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ールールール燃燃燃燃料料料料のののの開発開発開発開発とととと促進促進促進促進にににに尽尽尽尽力力力力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、、、、エコエコエコエコピピピピープループループループル代表代表代表代表、、、、山口靖子山口靖子山口靖子山口靖子ささささんんんん。。。。環境社会環境社会環境社会環境社会検検検検定定定定試試試試験験験験、、、、通通通通称称称称エコエコエコエコ検検検検定定定定にににに宮古宮古宮古宮古でででで初初初初めてめてめてめて合合合合格格格格したしたしたした山口山口山口山口ささささんんんん。。。。エコエコエコエコ検検検検定定定定はははは、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする幅幅幅幅広広広広いいいい知知知知識識識識をををを持持持持ちちちち、、、、社会社会社会社会のののの中中中中でででで率先率先率先率先してしてしてして環境環境環境環境問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、人人人人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とととと経済経済経済経済をををを両両両両立立立立させたさせたさせたさせた持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をををを目目目目指指指指すことがすことがすことがすことがねねねねらいですらいですらいですらいです。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてもとしてもとしてもとしても歓歓歓歓迎迎迎迎するするするする山口山口山口山口ささささんんんん、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして、、、、そしてそしてそしてそして子子子子をををを持持持持つつつつ母母母母としてのとしてのとしてのとしての提言提言提言提言をををを期待期待期待期待しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろよろよろよ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。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長。。。。今今今今年年年年のののの 3 月月月月 31日日日日にはエコアイランドにはエコアイランドにはエコアイランドにはエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。役所役所役所役所のののの部部部部署署署署にもエコタにもエコタにもエコタにもエコタウウウウンンンン推進推進推進推進室室室室をををを設設設設置置置置、、、、エコのエコのエコのエコの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを築築築築いていきますいていきますいていきますいていきます。。。。自自自自然然然然とととと共生共生共生共生しながらしながらしながらしながら限限限限りりりりあるあるあるある資源資源資源資源をををを有効利用有効利用有効利用有効利用するするするする、、、、21 世世世世紀紀紀紀をををを環境環境環境環境のののの世世世世紀紀紀紀へとへとへとへと邁邁邁邁進進進進してまいしてまいしてまいしてまいりりりりますますますます。。。。 

  こ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ッションッションッション、、、、コーコーコーコ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、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演でででで登登登登壇壇壇壇をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた、、、、琉琉琉琉球大学球大学球大学球大学観光観光観光観光産業科学産業科学産業科学産業科学部教授部教授部教授部教授、、、、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理理理理事事事事、、、、伊波美智子伊波美智子伊波美智子伊波美智子ささささんんんんですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ゼロ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 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、、、、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ッションッションッション。。。。テテテテーーーーママママはははは、「、「、「、「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、伊波伊波伊波伊波ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授（（（（コーコーコーコ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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  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。長長長長いいいい時時時時間間間間になになになになりりりりますけれどますけれどますけれどますけれど、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、頑張頑張頑張頑張ってよくってよくってよくってよく聞聞聞聞いてくいてくいてくいてくだだだだささささっっっってててていますいますいますいますねねねね。。。。ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに感謝感謝感謝感謝していますしていますしていますしています。。。。 ききききょょょょうはうはうはうは、、、、このこのこのこの舞台舞台舞台舞台のののの上上上上にににに若若若若いいいい人人人人のののの代表代表代表代表がいないのががいないのががいないのががいないのがちちちちょょょょっとっとっとっと残残残残念念念念ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私たたたたちちちちのののの世世世世代代代代からからからから皆皆皆皆ささささんんんんのののの若若若若いいいい世世世世代代代代にににに向向向向けてけてけてけて、、、、これまでこれまでこれまでこれまでややややってきたことってきたことってきたことってきたこと、、、、そしてこれからそしてこれからそしてこれからそしてこれからややややっっっっててててほほほほしいこととかしいこととかしいこととかしいこととか、、、、いろいろいろいろんんんんなおなおなおなお話話話話があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そうしたこともしっかそうしたこともしっかそうしたこともしっかそうしたこともしっかりりりり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ていていていて、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい宮古島宮古島宮古島宮古島をつくるをつくるをつくるをつくる参考参考参考参考にしてくにしてくにしてくにしてくだだだださいさいさいさい。。。。ではではではでは、、、、これからパネルこれからパネルこれからパネルこれからパネルディディディディス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始始始始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、、、、まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの坂坂坂坂本本本本様様様様からおからおからおからお話話話話をををを始始始始めていためていためていためていただだだだきますきますきますきます。。。。よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 坂坂坂坂本本本本アドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーー 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生からすからすからすからすばばばばらしいごらしいごらしいごらしいご講演講演講演講演がごがごがごがござざざざいましいましいましいましたたたた。。。。まずまずまずまず、、、、最最最最初初初初にににに、、、、私私私私のののの全全全全体体体体のスコープをのスコープをのスコープをのスコープをちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご覧覧覧覧いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、1992 年年年年にににに国連国連国連国連がブラジルのがブラジルのがブラジルのがブラジルのリオリオリオリオでででで開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました地球地球地球地球サミットのサミットのサミットのサミットの会議会議会議会議でででで、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが直面直面直面直面しているいろいろなしているいろいろなしているいろいろなしているいろいろな問問問問題題題題がががが、、、、ディディディディススススカカカカッションされましたッションされましたッションされましたッションされました。。。。そこでそこでそこでそこで確確確確認認認認されまされまされまされましたのはしたのはしたのはしたのは、、、、20 世世世世紀紀紀紀のののの私私私私どものどものどものどもの持持持持っておっておっておっておりりりりましたましたましたました価価価価値観値観値観値観とかライフスタイルはとかライフスタイルはとかライフスタイルはとかライフスタイルは 21 世世世世紀紀紀紀にそのにそのにそのにそのまままままままま持持持持ちちちち越越越越すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない、、、、このままではこのままではこのままではこのままでは緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを次世次世次世次世代代代代にににに引引引引きききき渡渡渡渡すことができないすことができないすことができないすことができない。。。。考考考考ええええ方方方方をををを考考考考ええええ直直直直そうということをそうということをそうということをそうということを誓誓誓誓ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。 

  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、、、、今今今今までまでまでまで国国国国ベベベベースでースでースでースで行行行行動動動動がががが起起起起こされておこされておこされておこされておりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、国国国国とかとかとかとか行政行政行政行政だだだだけでけでけでけではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、企業企業企業企業のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは言葉言葉言葉言葉をををを変変変変えれえれえれえればばばば大大大大人人人人もももも子子子子供供供供もももも、、、、男男男男性性性性もももも女女女女性性性性もももも、、、、心心心心をををを 1 つにしてつにしてつにしてつにして、、、、新新新新しいしいしいしい世世世世紀紀紀紀にににに向向向向けてけてけてけて、、、、緑緑緑緑のののの地球地球地球地球をををを維維維維持持持持するためにするためにするためにするために行行行行動動動動しよしよしよしよ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。。。。 

  国連国連国連国連のののの機機機機関関関関であであであでありりりりますますますます国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、昭昭昭昭和和和和 50 年年年年、、、、1975 年年年年にににに東京東京東京東京にににに開設開設開設開設されましたされましたされましたされました。。。。地球地球地球地球ササササミットをミットをミットをミットを受受受受けましてけましてけましてけまして新新新新しいしいしいしい研究研究研究研究がががが始始始始ままままりりりりますがますがますがますが、、、、94 年年年年にににに、、、、実実実実践践践践的的的的なプログラムとしてゼロなプログラムとしてゼロなプログラムとしてゼロなプログラムとしてゼロエミッションがスエミッションがスエミッションがスエミッションがスタートしましたタートしましたタートしましたタートしました。。。。そのそのそのその心心心心はははは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言うならうならうならうならばばばば、、、、自自自自然然然然界界界界はははは、、、、動動動動物物物物もももも、、、、植植植植物物物物もももも、、、、循環型循環型循環型循環型共共共共生生生生社会社会社会社会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をををを再再再再認識認識認識認識しししし、、、、我我我我々々々々はそのはそのはそのはそのことことことことをもうをもうをもうをもう一度学一度学一度学一度学びびびび直直直直ししししてててて、、、、これをこれをこれをこれを理念理念理念理念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循環型社会循環型社会循環型社会をつくろうということでスタートををつくろうということでスタートををつくろうということでスタートををつくろうということでスタートを始始始始めたわめたわめたわめたわけですけですけですけです。。。。幸幸幸幸いにしていにしていにしていにして、、、、我我我我々々々々のののの考考考考ええええ方方方方はははは国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体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、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方にににに理理理理解解解解されてされてされてされて、、、、日日日日本本本本ではではではではほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに普及普及普及普及してまいしてまいしてまいしてまいりりりりましたましたましたました。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、日日日日本本本本だだだだけではごけではごけではごけではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。中中中中国国国国やややや韓韓韓韓国国国国でもこのでもこのでもこのでもこの思思思思想想想想をををを理理理理解解解解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、、、、非常非常非常非常にににに広広広広ががががりりりりつつあつつあつつあつつありりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその様子様子様子様子ををををポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵にしたものでにしたものでにしたものでにしたもので、、、、一一一一番番番番最最最最初初初初はははは、、、、物物物物をつくるときにごみをつくをつくるときにごみをつくをつくるときにごみをつくをつくるときにごみをつくらないでらないでらないでらないで製品製品製品製品だだだだけをけをけをけをつくろうというところからスタートをしておつくろうというところからスタートをしておつくろうというところからスタートをしておつくろうというところからスタートをしておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの考考考考えにえにえにえに、、、、共共共共鳴鳴鳴鳴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企業企業企業企業ささささんんんんがががが、、、、そういうそういうそういうそういう行行行行動動動動をををを始始始始めたわけですめたわけですめたわけですめたわけです。。。。そのそのそのその企業企業企業企業 1 つずつのつずつのつずつのつずつの行行行行動動動動がががが、、、、次次次次にはにはにはには複複複複数数数数のののの企業企業企業企業がががが連関連関連関連関しししし合合合合うううう 1 つのグループをつくつのグループをつくつのグループをつくつのグループをつくりりりりましたましたましたました。。。。私私私私どもはこれをクラどもはこれをクラどもはこれをクラどもはこれをクラスターとスターとスターとスターと呼呼呼呼んんんんでおでおでおでおりりりりますますますますがががが、、、、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にンにンにンに向向向向けてけてけてけて協力協力協力協力しししし合合合合うううう企業企業企業企業群群群群ができができができができ上上上上がってがってがってがっていったということいったということいったということいったということですですですです。。。。 

  次次次次のステップはのステップはのステップはのステップは、、、、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、、、、私私私私どものどものどものどもの社会社会社会社会というものはというものはというものはというものは物物物物をををを生生生生産産産産するするするするだだだだけのけのけのけの社会社会社会社会ではあではあではあではありりりりませませませませんんんん。。。。我我我我々々々々もももも、、、、会社会社会社会社でででで働働働働くくくく人人人人もももも、、、、自治体自治体自治体自治体でででで働働働働くくくく人人人人もももも、、、、家家家家にににに帰帰帰帰れれれればばばば市民市民市民市民ですですですです。。。。そそそそこでいろこでいろこでいろこでいろんんんんなものをなものをなものをなものを消費消費消費消費するわけですがするわけですがするわけですがするわけですが、、、、そこからいろそこからいろそこからいろそこからいろんんんんなななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが出出出出てくるわけですけてくるわけですけてくるわけですけてくるわけですけれどもれどもれどもれども、、、、それもできるそれもできるそれもできるそれもできるだだだだけけけけ出出出出さないでおこうさないでおこうさないでおこうさないでおこう、、、、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、、、、生生生生産産産産・・・・消費消費消費消費トータルをトータルをトータルをトータルを含含含含めためためためた大大大大きなきなきなきな組組組組織織織織ができができができができ上上上上ががががりりりりつつあるということでつつあるということでつつあるということでつつあるということでしてしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを右右右右のののの大大大大きなきなきなきな図図図図でででで示示示示してあしてあしてあしてありりりりますますますます。。。。日日日日本本本本のののの状況状況状況状況はははは、、、、今今今今ゼロエミッションがこうゼロエミッションがこうゼロエミッションがこうゼロエミッションがこういういういういうぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに広広広広まっているということまっているということまっているということまっているということですですですです。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういうぐぐぐぐあいにしてあいにしてあいにしてあいにして進進進進めていくのかということでめていくのかということでめていくのかということでめていくのかということですすすす。。。。今今今今までのまでのまでのまでの大大大大きなきなきなきな方方方方針針針針というものはというものはというものはというものは、、、、国国国国、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自治体自治体自治体自治体がおがおがおがお決決決決めめめめになってになってになってになって、、、、我我我我々々々々はそれにはそれにはそれにはそれにフォローフォローフォローフォローししししてついていくというてついていくというてついていくというてついていくという社会社会社会社会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、、、、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そうはそうはそうはそうじゃじゃじゃじゃごごごござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。行政行政行政行政、、、、国国国国、、、、自治体自治体自治体自治体がががが大大大大きいきいきいきい力力力力をををを発発発発揮揮揮揮することはもすることはもすることはもすることはもちちちちろろろろんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、社会社会社会社会をををを構成構成構成構成するするするする企業企業企業企業のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方もももも一一一一緒緒緒緒にににに連連連連携携携携ををををしてしてしてして、、、、心心心心をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、ともにともにともにともに語語語語りりりり、、、、問問問問題題題題点点点点をををを探探探探りりりり、、、、そそそそ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どうしていこうかというところがをどうしていこうかというところがをどうしていこうかというところがをどうしていこうかというところ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課課課題題題題ですですですです。。。。理念理念理念理念をををを共共共共有有有有しししし、、、、動動動動機機機機づけづけづけづけるるるる。。。。それがそれがそれがそれが決決決決まれまれまれまればばばば、、、、どうしてどうしてどうしてどうして進進進進めるかというめるかというめるかというめるかという体体体体制制制制がががが決決決決まってまいまってまいまってまいまってまいりりりりますますますます。。。。枠枠枠枠組組組組みもみもみもみも決決決決ままままりりりりますますますます。。。。そこでそこでそこでそこで共共共共通通通通のののの目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって進進進進んんんんでいくでいくでいくでいく、、、、こういうこういうこういうこういう格格格格好好好好でででで行行行行動動動動がががが進進進進めらめらめらめられていくことになれていくことになれていくことになれていくことになりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの中中中中でででで、、、、1 番番番番目目目目はははは自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの行行行行動動動動。。。。2 番番番番目目目目はははは産業界産業界産業界産業界のののの皆皆皆皆様様様様のののの立立立立場場場場からのからのからのからの行行行行動動動動。。。。3番番番番目目目目はははは市民市民市民市民のののの立立立立場場場場からのからのからのからの行行行行動動動動をををを示示示示してしてしてしていいいいますがますがますがますが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれが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任務任務任務任務とととということはいうことはいうことはいうことは明明明明確確確確にあるわけでしてにあるわけでしてにあるわけでしてにあるわけでして、、、、これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ななななことことことことでででですすすす。。。。 

  そのそのそのその中中中中でもでもでもでも私私私私がががが特特特特にににに申申申申しししし上上上上げたいのはげたいのはげたいのはげたいのは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割はははは基本的基本的基本的基本的でででで最最最最もももも重要重要重要重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ことことことことですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にごにごにごに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、、、、環境立国戦環境立国戦環境立国戦環境立国戦略略略略というようなというようなというようなというような、、、、国国国国全全全全体体体体としてのとしてのとしてのとしての方方方方針針針針はははは国国国国がおがおがおがお考考考考えになえになえになえになりりりり、、、、それをおつくそれをおつくそれをおつくそれをおつくりりりりになってになってになってになって、、、、我我我我々々々々にににに示示示示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わわわわけですけですけですけです。。。。だだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、実際実際実際実際はははは、、、、国国国国がそうしたことをがそうしたことをがそうしたことをがそうしたことを示示示示したからといってしたからといってしたからといってしたからといって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、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ができるわけではあができるわけではあができるわけではあができるわけではありりりりませませませませんんんん。。。。各地域各地域各地域各地域のののの自治体自治体自治体自治体がそれをがそれをがそれをがそれを広広広広めていくことによっめていくことによっめていくことによっめていくことによってててて、、、、各地域各地域各地域各地域にそうしたことがにそうしたことがにそうしたことがにそうしたことが実実実実ってってってっていっていっていっていって初初初初めてめてめてめて全全全全体体体体としてのそういうとしてのそういうとしてのそういうとしてのそういう社会社会社会社会ができができができができ上上上上がっがっがっがっ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。。。。私私私私はははは、、、、ゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションにゼロエミッションに関係関係関係関係してしてしてして、、、、非常非常非常非常にににに僣僣僣僣越越越越なことであなことであなことであなことでありりりりますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、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があがあがありりりりますとますとますとますと自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんとおとおとおとお話話話話をしていろをしていろをしていろをしていろんんんんなことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げてげてげてげておおおおりりりりますますますます。。。。1 つはつはつはつは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様のののの責責責責務務務務、、、、責責責責任任任任ですがですがですがですが、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける理念理念理念理念形成形成形成形成とととと同時同時同時同時にににに、、、、行行行行動動動動のためのプロのためのプロのためのプロのためのプロモモモモーターになっていたーターになっていたーターになっていたーターになっていただだだだきたいきたいきたいきたい、、、、そういうおそういうおそういうおそういうお考考考考えをえをえをえをおつくおつくおつくおつくりりりりになられたらになられたらになられたらになられたら、、、、みずからがみずからがみずからがみずからが先先先先頭頭頭頭になってそれをになってそれをになってそれをになってそれを進進進進めていためていためていためていただだだだきたいということであきたいということであきたいということであきたいということでありりりりますますますます。。。。 

  2 つつつつ目目目目はははは、、、、そのそのそのその構想構想構想構想、、、、理念理念理念理念のののの中中中中にににに何何何何をををを入入入入れれれれ込込込込むむむむかということですがかということですがかということですがかということですが、、、、私私私私はははは、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なこなこなこなことはとはとはとは、、、、地域地域地域地域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな発展発展発展発展だだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな発展発展発展発展というのはというのはというのはというのは、、、、経済経済経済経済、、、、おおおお金金金金はははは大事大事大事大事であることはであることはであることはであることは言言言言うまでもあうまでもあうまでもあうまでもありりりりませませませませんんんん。。。。これなくしてはこれなくしてはこれなくしてはこれなくしては社会社会社会社会はははは成成成成りりりり立立立立ちちちちませませませませんんんん。。。。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、、、、それからそれからそれからそれから社会社会社会社会全全全全体体体体のののの連連連連帯帯帯帯、、、、連連連連携携携携というのもというのもというのもというのも非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なことであなことであなことであなことでありりりりまままますすすす。。。。ともすれともすれともすれともすればばばば 20 世世世世紀紀紀紀はははは経済経済経済経済とととと金金金金のところがのところがのところがのところが非常非常非常非常にににに脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びておびておびておびておりりりりましたましたましたましたがががが、、、、21 世世世世紀紀紀紀とととというのはいうのはいうのはいうのは心心心心のののの問問問問題題題題、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのののの連連連連携携携携というものがというものがというものがというも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課課課課題題題題になってになってになってになっているいるいるいる、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方をををを地域地域地域地域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ににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいたでいたでいたでいただだだだきたいということであきたいということであきたいということであきたいということでありりりりますますますます。。。。 

  3 つつつつ目目目目はははは、、、、地域地域地域地域のののの強強強強ささささ、、、、独独独独自自自自性性性性をををを生生生生かしていたかしていたかしていたかしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。先先先先ほほほほどどどど伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にごにごにごにござざざざいいいいましたがましたがましたがましたが、、、、ススススウウウウェーェーェーェーデデデデンのすンのすンのすンのすばばばばらしいらしいらしいらしい構想構想構想構想をををを日日日日本本本本へへへへ持持持持ってきてってきてってきてってきて、、、、そのままそのままそのままそのまま成成成成りりりり立立立立つつつつわけでわけでわけでわけではあはあはあはありりりりませませませませんんんん。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島ににににはははは宮古島宮古島宮古島宮古島のすのすのすのすぐぐぐぐれたれたれたれた自自自自然然然然とととと、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは伝伝伝伝統統統統、、、、文文文文化化化化、、、、産業産業産業産業ががががあるわあるわあるわあるわけですけですけですけです。。。。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上上上上にににに 1 つのつのつのつの構想構想構想構想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きたいきたいきたいきたい。。。。それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つつつつ大事大事大事大事ななななことはことはことはことは、、、、それがそれがそれがそれが線線線線香香香香花火花火花火花火であってはいけないということですであってはいけないということですであってはいけないということですであってはいけないということです。。。。当初当初当初当初はいろはいろはいろはいろんんんんなことがあっなことがあっなことがあっなことがあってててて、、、、そのそのそのその行行行行動動動動をををを支援支援支援支援されるされるされるされる国国国国、、、、あるいはいろあるいはいろあるいはいろあるいはいろんんんんなななな機機機機関関関関があがあがあがありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、それらのそれらのそれらのそれらの支援支援支援支援はははは長長長長続続続続きしなくてきしなくてきしなくてきしなくて、、、、そうしそうしそうしそうしたたたた意意意意味味味味ではではではでは、、、、みずからのみずからのみずからのみずからの地域地域地域地域のののの力力力力でそれをでそれをでそれをでそれを続続続続けていかなけれけていかなけれけていかなけれけていかなければばばばいけないいけないいけないいけない、、、、そ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。。。。 

  あとあとあとあと 3 つつつつばばばばかかかかりりりり、、、、そうしたいろいろなそうしたいろいろなそうしたいろいろなそうしたいろいろな対象対象対象対象がががが違違違違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、、、、3 つのつのつのつ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ごをごをごをご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

1 つはつはつはつは名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市ですですですです。。。。名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは人口二人口二人口二人口二百百百百数十万数十万数十万数十万。。。。日日日日本本本本のののの代表代表代表代表的的的的なななな大大大大都都都都市市市市ですですですですがががが、、、、実実実実はははは、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋湾湾湾湾のののの北北北北側側側側にににに予定予定予定予定していたしていたしていたしていた藤前藤前藤前藤前干潟干潟干潟干潟というというというというごみのごみのごみのごみの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて場場場場がつくれなくがつくれなくがつくれなくがつくれなくななななりりりりましたましたましたました。。。。それでそれでそれでそれで、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市はははは急急急急遽遽遽遽、、、、ゴゴゴゴミミミミ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出出出出してしてしてして、、、、みずからがみずからがみずからがみずからが新新新新しいしいしいしい行行行行動動動動指指指指針針針針をつくをつくをつくをつく
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るとるとるとると同時同時同時同時にににに、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民ににににごみごみごみごみ排排排排出出出出削減削減削減削減行行行行動動動動をををを訴訴訴訴えたわけですえたわけですえたわけですえたわけです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果はいかがはいかがはいかがはいかがだだだだっっっったでしたでしたでしたでしょょょょうかうかうかうか。。。。2000 年年年年にににに 102万万万万トンであったものがトンであったものがトンであったものがトンであったものが、、、、2002 年年年年、、、、2 年年年年後後後後にはにはにはには 75万万万万トントントントン、、、、25%減減減減りりりりましたましたましたました。。。。こういうこういうこういうこういう 100 万万万万人人人人以以以以上上上上のののの自治体自治体自治体自治体でこのようにでこのようにでこのようにでこのように廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが激激激激減減減減するというのはするというのはするというのはするというのは極極極極めてめてめてめてまれなまれなまれなまれなケケケケースですースですースですースです。。。。国国国国ももももなかなかしなかなかしなかなかしなかなかしゃゃゃゃれたことをれたことをれたことをれたことをされたわけであされたわけであされたわけであされたわけでありりりりますがますがますがますが、、、、そのそのそのその表表表表彰彰彰彰をををを 220万万万万市民市民市民市民とととと名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市にににに与与与与ええええ、、、、行政行政行政行政とととと市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働のののの成成成成果果果果をたたえましたをたたえましたをたたえましたをたたえました。。。。 次次次次はははは、、、、長長長長野県野県野県野県飯飯飯飯田田田田市市市市のののの事事事事例例例例ですですですです。。。。このこのこのこの図図図図はははは 1997 年年年年、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが主催主催主催主催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました「「「「地域地域地域地域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会議会議会議会議でででで、、、、当当当当時時時時のののの飯飯飯飯田田田田市市市市長長長長ささささんんんんががががごごごご発発発発表表表表になられになられになられになられましたましたましたました資料資料資料資料ででででししししてててて、、、、環境環境環境環境をををを主体主体主体主体ににににしたしたしたした新新新新しいしいしいしい地域地域地域地域をつくっていくというをつくっていくというをつくっていくというをつくっていくという、、、、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計画計画計画計画ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中心心心心になるのはになるのはになるのはになるのは、、、、そのそのそのその下下下下にににに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますようにますようにますようにますように、、、、まずまずまずまず人人人人づくづくづくづくりりりり、、、、それからそれからそれからそれから都都都都市市市市づくづくづくづくりりりり、、、、産業産業産業産業づくづくづくづくりりりりですですですです。。。。飯飯飯飯田田田田市市市市はははは、、、、このこのこのこの計画計画計画計画をををを着着着着々々々々とととと、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、市民市民市民市民、、、、青青青青少少少少年年年年とととと共同共同共同共同でででで進進進進めめめめ、、、、優優優優れたれたれたれた実実実実績績績績をあげられをあげられをあげられをあげられ、、、、現在現在現在現在、、、、日日日日本本本本のののの代表代表代表代表的環境自治体的環境自治体的環境自治体的環境自治体のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして評価評価評価評価をされていますをされていますをされていますをされています。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、山山山山形県形県形県形県のののの小小小小さなさなさなさな町町町町、、、、庄庄庄庄内内内内町町町町（（（（旧旧旧旧立立立立川川川川町町町町、、、、人口人口人口人口 7,000人人人人））））でででですがすがすがすが、、、、発発発発生生生生するするするする生生生生ごみごみごみごみををををコンコンコンコンポポポポストにかえストにかえストにかえストにかえるるるる設設設設備備備備をををを 20 年年年年前前前前につくにつくにつくにつくりりりり、、、、そのコンそのコンそのコンそのコンポポポポストをストをストをストを地域地域地域地域のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるである米米米米作作作作、、、、米米米米つくつくつくつくりりりりにににに生生生生かしたかしたかしたかした事事事事例例例例でででで、、、、環境環境環境環境改改改改善善善善とととと地域活地域活地域活地域活性性性性化化化化にににに貢献貢献貢献貢献しましたしましたしましたしました。。。。 

  このこのこのこの図図図図はははは、、、、躍躍躍躍進進進進するエコアイランドするエコアイランドするエコアイランドするエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のイのイのイのイメメメメージをージをージをージを、、、、私私私私ななななりりりりににににがががが描描描描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いいいたものですたものですたものですたものです。。。。図図図図中中中中のののの３３３３人人人人のののの人人人人物物物物像像像像はははは、、、、実実実実はははは飯飯飯飯田田田田市市市市がががが 1997 年年年年にににに作作作作成成成成されたエされたエされたエされたエコタコタコタコタウウウウンプランンプランンプランンプランのののの中中中中のイのイのイのイメメメメージージージージでででで、、、、それをそれをそれをそれ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ましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの躍躍躍躍動動動動するするするする姿姿姿姿にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの３３３３つつつつのコンのコンのコンのコンセセセセプトプトプトプト－－－－環境環境環境環境とととと地地地地下水下水下水下水のののの保保保保全全全全・・・・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・・・・産業環境産業環境産業環境産業環境のののの推進推進推進推進－－－－をををを重重重重ねねねねあわせあわせあわせあわせ、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド構想構想構想構想にこめられたにこめられたにこめられたにこめられた皆皆皆皆様様様様のののの思思思思いといといといと未未未未来来来来へのへのへのへの希希希希望望望望をををを私私私私ななななりりりりにににに表表表表現現現現させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。 

  私私私私はははは、、、、このこのこのこのエコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島宣言宣言宣言宣言のののの強強強強ささささはははは、、、、実実実実はははは心心心心であるとであるとであるとであると思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。「「「「結結結結いいいいのののの輪輪輪輪」、」、」、」、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい言葉言葉言葉言葉ですですですですねねねね、、、、それをそれをそれをそれを宣言宣言宣言宣言のののの中中中中心思心思心思心思想想想想にににに据据据据えられたということえられたということえられたということえられたということ。。。。地域地域地域地域でででで皆皆皆皆がががが協力協力協力協力してエコアイランドしてエコアイランドしてエコアイランドしてエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島ををををつくっていこうということですつくっていこうということですつくっていこうということですつくっていこうということですねねねね。。。。それとそれとそれとそれと、、、、2 つつつつ目目目目はははは、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育のののの重重重重視視視視ですですですです。。。。ききききょょょょうううう、、、、最最最最初初初初にににに、、、、ライブがライブがライブがライブが、、、、高高高高等学等学等学等学校校校校のののの生生生生徒徒徒徒ささささんんんんのののの演演演演奏奏奏奏ががががあああありりりりままままししししたたたた。。。。最最最最後後後後にににに、、、、またまたまたまた小小小小中中中中高校高校高校高校のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを読読読読まれまれまれまれるるるるのですのですのですのですねねねね。。。。私私私私はははは、、、、これをこれをこれをこれを通通通通してしてしてして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のすのすのすのすばばばばらしいらしいらしいらしい将将将将来来来来のののの姿姿姿姿をををを見見見見るるるる思思思思いがいたしますいがいたしますいがいたしますいがいたします。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ぜぜぜぜひひひひ、、、、力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、21 世世世世紀紀紀紀にににに輝輝輝輝くこのエコアイランドくこのエコアイランドくこのエコアイランドくこのエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを実現実現実現実現なさってくなさってくなさってくなさってくだだだださいさいさいさい。。。。私私私私どももどももどももどもも、、、、ごごごご一一一一緒緒緒緒にににに協力協力協力協力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っておっておっておりりりりますますますます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、次次次次にににに、、、、前里前里前里前里先先先先生生生生、、、、よろよろよろよろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいいいたいたいたいたしますしますしますします。。。。 

 前里教諭前里教諭前里教諭前里教諭 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。紹介紹介紹介紹介があがあがあがありりりりましたましたましたました、、、、宮古宮古宮古宮古総総総総合実業合実業合実業合実業高校高校高校高校のののの前里前里前里前里といいますといいますといいますといいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  今日今日今日今日はははは、、、、多多多多くのくのくのくの若若若若いいいい世世世世代代代代のののの小小小小学学学学生生生生、、、、中中中中学学学学生生生生、、、、高校生高校生高校生高校生のののの人人人人たたたたちちちちがたくさがたくさがたくさがたくさんんんん来来来来ますよというますよというますよというますよという連連連連絡絡絡絡があがあがあがありりりり、、、、多多多多分分分分若若若若いいいい世世世世代代代代にににに向向向向かってかってかってかって少少少少しししし応応応応援援援援メメメメッッッッセセセセージをということでージをということでージをということでージをということで私私私私がががが呼呼呼呼ばばばばれたれたれたれたんんんんじゃじゃじゃじゃないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。今日今日今日今日のののの話話話話としてとしてとしてとして持持持持ちちちち時時時時間間間間はははは 6 分分分分ですですですです。。。。6 分分分分のののの中中中中でででで早早早早口口口口になるかになるかになるかになるかもしれませもしれませもしれませもしれませんんんんがががが、、、、おおおお聞聞聞聞きききき苦苦苦苦しいしいしいしい点点点点はおはおはおはお許許許許しししし下下下下さいさいさいさい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、多多多多分大分大分大分大人人人人のののの方方方方々々々々にはにはにはには少少少少しししし耳耳耳耳のののの痛痛痛痛いいいい話話話話がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出出出出てくるかとてくるかとてくるかとてくるかと思思思思います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島島島島のののの環境環境環境環境をををを良良良良くしたいくしたいくしたいくしたい、、、、ゴゴゴゴミをミをミをミを少少少少ししししでもでもでもでも無無無無くしてくしてくしてくして大大大大切切切切なななな地地地地下水下水下水下水をををを保保保保全全全全したいというしたいというしたいというしたいという思思思思いがあいがあいがあいがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜぜぜぜひひひひ一一一一緒緒緒緒にににに考考考考えていえていえていえてい



 28

たたたただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全でででで世界世界世界世界ののののモデモデモデモデルにルにルにルに」、「」、「」、「」、「エコアイランドをエコアイランドをエコアイランドをエコアイランドを目指目指目指目指してしてしてして」。」。」。」。宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、世界世界世界世界でもでもでもでも非常非常非常非常にににに類類類類をををを見見見見ないないないない、、、、地地地地下水下水下水下水がががが唯唯唯唯一一一一のののの飲飲飲飲料料料料水水水水源源源源。。。。飲飲飲飲料料料料水水水水源源源源としてとしてとしてとして川川川川やややや湖湖湖湖がないがないがないがない、、、、地地地地下水下水下水下水しかないしかないしかないしかない島島島島嶼嶼嶼嶼、、、、非常非常非常非常にににに世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも珍珍珍珍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。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がががが持続的持続的持続的持続的にににに発展可能発展可能発展可能発展可能なななな島島島島としとしとしとしてててて次次次次のののの世世世世代代代代にににに地地地地下水下水下水下水がががが引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことができることができることができることができる。。。。美美美美しいしいしいしい島島島島のののの環境環境環境環境をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことができれことができれことができれことができればばばば、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題についについについについてててて、、、、世界世界世界世界にににに注目注目注目注目されるされるされるされる島島島島になになになになりりりり、、、、真真真真のエコアイランドがのエコアイランドがのエコアイランドがのエコアイランドが実現実現実現実現できるのではできるのではできるのではできるのではないかとないかとないかとないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、言言言言いかえれいかえれいかえれいかえればばばば、、、、このこのこのこの地地地地下水下水下水下水しかないしかないしかないしかない島島島島ではではではでは、、、、本来本来本来本来ごみがごみがごみがごみが散乱散乱散乱散乱していてはいけないしていてはいけないしていてはいけないしていてはいけない島島島島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。。。。 

  先先先先ほほほほどどどど鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、それからそれからそれからそれから伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生からもあったからもあったからもあったからもあったんんんんですがですがですがですが、、、、授授授授業業業業でででで使使使使っているものをっているものをっているものをっているものを簡簡簡簡単単単単にににに話話話話をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます。「。「。「。「ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは」」」」というというというという、、、、今日今日今日今日ののののメメメメインタイトルにもあインタイトルにもあインタイトルにもあインタイトルにもあるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、生生生生徒徒徒徒たたたたちちちちにはにはにはには次次次次のようにのようにのようにのように教教教教えていますえていますえていますえています。。。。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廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物などをなどをなどをなどを、、、、限限限限りりりりなくゼロにしていくなくゼロにしていくなくゼロにしていくなくゼロにしていく取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを再再再再利用利用利用利用とかとかとかとかリリリリサイクルによサイクルによサイクルによサイクルによりりりり再再再再資源資源資源資源化化化化していこうというしていこうというしていこうというしていこうという意意意意味味味味。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島のののの外外外外からからからから入入入入ってくるってくるってくるってくる物物物物、、、、使使使使用用用用したしたしたした後後後後のののの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燃燃燃燃ややややしたしたしたしたりりりり捨捨捨捨てたてたてたてたりりりり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、、、、工夫工夫工夫工夫してしてしてして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いこうというしていこうというしていこうというしていこうという取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。 

  次次次次にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にどれにどれにどれにどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの物物物物資資資資がががが入入入入ってくるかってくるかってくるかってくるか、、、、そしてどれそしてどれそしてどれそしてどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの物物物物資資資資がががが出出出出ていくていくていくていくかということですがかということですがかということですがかということですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、平平平平成成成成 17 年年年年ののののデデデデータでータでータでータで紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、約約約約 103万万万万トントントントン、、、、このこのこのこの入入入入荷荷荷荷というというというという部部部部分分分分ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの 103万万万万トンのトンのトンのトンの物物物物資資資資がががが宮古島宮古島宮古島宮古島にににに移入移入移入移入されますされますされますされます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、約約約約 54万万万万トトトトンのンのンのンの物物物物資資資資がががが島島島島からからからから移移移移出出出出されていきますされていきますされていきますされていきます。。。。ということはということはということはということは、、、、引引引引きききき算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、50 万万万万トントントントン以以以以上上上上、、、、約約約約半半半半分分分分がこのがこのがこのがこの島島島島にににに残残残残るということになるということになるということになるということになりりりりますますますます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん有効有効有効有効にににに使使使使われるものもたくさわれるものもたくさわれるものもたくさわれるものもたくさんんんんああああるるるるんんんんですがですがですがですが、、、、大大大大部部部部分分分分がががが廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして廃棄廃棄廃棄廃棄されるといいますかされるといいますかされるといいますかされるといいますか、、、、ごみとなっていくというこごみとなっていくというこごみとなっていくというこごみとなっていくということですとですとですとです。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、このこのこのこの部部部部分分分分をうまくをうまくをうまくをうまく、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、これでもかこれでもかこれでもかこれでもか、、、、これでもかとうまくこれでもかとうまくこれでもかとうまくこれでもかとうまく利用利用利用利用するというするというするというするという仕仕仕仕組組組組みをこれからみをこれからみをこれからみをこれから島民島民島民島民みみみみんんんんなでなでなでなで考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。     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しますとからしますとからしますとからしますと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、非常非常非常非常にににに平平平平坦坦坦坦なななな島島島島でででで、、、、平平平平均均均均標標標標高高高高はははは 66メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐららららいですけどいですけどいですけどいですけど、、、、我我我我々々々々のののの生生生生活活活活空空空空間間間間（（（（陸陸陸陸上上上上））））のののの下下下下にはにはにはには大大大大切切切切なななな地地地地下水下水下水下水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、、、、このこのこのこの島島島島ででででややややははははりりりり望望望望まれるのはまれるのはまれるのはまれるのは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をいかにをいかにをいかにをいかに構築構築構築構築してしてしてしていくかいくかいくかいくか。。。。ということでということでということでということで、、、、つまつまつまつまりりりりそのためそのためそのためそのためにににに低炭低炭低炭低炭素素素素アイランドのアイランドのアイランドのアイランドの形成形成形成形成がががが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。。。。 

  宮古島宮古島宮古島宮古島はははは古来古来古来古来よよよよりりりり非常非常非常非常にににに水水水水のののの乏乏乏乏しいしいしいしい島島島島としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけられづけられづけられづけられ、、、、我我我我々々々々のののの先先先先祖祖祖祖はははは水水水水をををを求求求求めてめてめてめて大大大大変変変変苦労苦労苦労苦労したことしたことしたことしたことだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。理理理理由由由由はははは、、、、透透透透水水水水性性性性のののの高高高高いサンいサンいサンいサンゴゴゴゴ礁礁礁礁がががが隆隆隆隆起起起起してできたしてできたしてできたしてできた島島島島であであであでありりりり、、、、地地地地上上上上にににに川川川川やややや湖湖湖湖がががが形成形成形成形成されにくくされにくくされにくくされにくく、、、、簡単簡単簡単簡単にににに水水水水をををを得得得得るるるる環境環境環境環境になかったとになかったとになかったとになかったと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。しかししかししかししかし、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの地地地地下下下下にはにはにはには、、、、神様神様神様神様がしっかがしっかがしっかがしっかりりりりとととと水水水水をををを守守守守ってくれていてってくれていてってくれていてってくれていて、、、、莫莫莫莫大大大大なななな量量量量のののの地地地地下水下水下水下水があるこがあるこがあるこがあることがわかとがわかとがわかとがわかりりりりましたましたましたました。。。。約約約約 1.4億億億億トンのトンのトンのトンの地地地地下水下水下水下水があがあがあがありりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれを飲飲飲飲料料料料水水水水にににに使使使使ったったったったりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地下下下下ダムのダムのダムのダムの水水水水源源源源としてとしてとしてとして農農農農業業業業にににに使使使使ったったったったりりりりということをしてきているわけですということをしてきているわけですということをしてきているわけですということをしてきているわけです。。。。 

  このこのこのこの仕仕仕仕組組組組みはみはみはみは、、、、全全全全国国国国はこのようにはこのようにはこのようにはこのように降降降降ったったったった雨雨雨雨のかなのかなのかなのかなりりりりのののの部部部部分分分分がががが地地地地表表表表水水水水としてとしてとしてとして川川川川やややや湖湖湖湖にににに流流流流れれれれていくのですがていくのですがていくのですがていくのですが、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島ははははちちちちょょょょうどそのうどそのうどそのうどその逆逆逆逆でででで、、、、このこのこのこの 40%がががが地地地地下下下下にににに流流流流れてれてれてれて、、、、地地地地下水下水下水下水としてことしてことしてことしてこれをくみれをくみれをくみれをくみ上上上上げてげてげてげて利用利用利用利用しているということになしているということになしているということになしているということになりりりりますますますます。。。。 

  ところがところがところがところが、、、、このこのこのこの大大大大切切切切なななな地地地地下水下水下水下水、、、、地地地地上上上上でででで我我我我々々々々がががが生生生生活活活活していることしていることしていることしていること、、、、いろいろいろいろんんんんなことがなことがなことがなことが地地地地下水下水下水下水にににに直直直直接影響接影響接影響接影響しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれは新新新新聞聞聞聞のののの見出見出見出見出しなのですがしなのですがしなのですがしなのですが、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのごみがのごみがのごみがのごみが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄されていされていされていされているというるというるというるという現現現現場場場場ですですですですねねねね。。。。自分自分自分自分のののの大大大大切切切切なななな島島島島をなをなをなをなぜぜぜぜ汚汚汚汚すのですかというタイトルがあすのですかというタイトルがあすのですかというタイトルがあすのですかというタイトルがありりりりますますますます。「。「。「。「モモモモラルのラルのラルのラルの低低低低さにさにさにさに憤憤憤憤りりりり」、」、」、」、非常非常非常非常にににに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。。。。 

  このこのこのこの場場場場合合合合、、、、思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、このこのこのこの島島島島はははは、、、、つまつまつまつまりりりり地地地地下水下水下水下水しかないしかないしかないしかない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは周周周周りりりりをサンをサンをサンをサンゴゴゴゴ礁礁礁礁にににに囲囲囲囲まれているまれているまれているまれている美美美美しいしいしいしい島島島島であるこのであるこのであるこのであるこの島島島島はははは、、、、今今今今をををを生生生生きるきるきるきる我我我我々々々々のものかというとのものかというとのものかというとのものかというと、、、、違違違違いますよいますよいますよいますよねねねね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先祖祖祖祖からからからから引引引引きききき継継継継いでいでいでいで、、、、我我我我々々々々はははは次次次次のののの世世世世代代代代にににに、、、、子子子子やややや孫孫孫孫にににに引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ責責責責任任任任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。。。。エエエエメメメメラルドグラルドグラルドグラルドグリリリリーンのきれいなーンのきれいなーンのきれいなーンのきれいな海海海海ややややサンサンサンサンゴゴゴゴ礁礁礁礁、、、、白白白白いいいい砂砂砂砂浜浜浜浜、、、、地地地地下水下水下水下水もももも、、、、これはこれはこれはこれは今今今今のののの我我我我々々々々がつがつがつがつ
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くったものではあくったものではあくったものではあくったものではありりりりませませませませんんんん。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、利利利利益益益益をををを求求求求めてめてめてめて造造造造ったものではないったものではないったものではないったものではないんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今我我我我々々々々はそのはそのはそのはその恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた地地地地下水下水下水下水とととと自自自自然然然然環境環境環境環境のののの中中中中でででで生生生生かされているわけですかされているわけですかされているわけですかされているわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、ここここれをれをれをれを軽軽軽軽くくくく見見見見てはいけないてはいけないてはいけないてはいけない。。。。1回回回回壊壊壊壊してしまえしてしまえしてしまえしてしまえばばばば、、、、元元元元どおどおどおどおりりりりになるのにかなになるのにかなになるのにかなになるのにかなりりりりのののの年月年月年月年月をををを要要要要しますしますしますします。。。。例例例例ええええばばばば、、、、地地地地下水下水下水下水をををを例例例例にとにとにとにとりりりりますとますとますとますと、、、、地地地地下水下水下水下水はははは、、、、1回回回回汚染汚染汚染汚染してしまいますとしてしまいますとしてしまいますとしてしまいますと、、、、そのそのそのその再再再再生生生生にはにはにはには数十数十数十数十年年年年、、、、数数数数百百百百年年年年。。。。今今今今、、、、世界的世界的世界的世界的にはにはにはには 1,400 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、、、、1回回回回汚染汚染汚染汚染してしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと 1,000 年年年年単単単単位位位位のののの時時時時間間間間がががが必要必要必要必要になるということでになるということでになるということでになるということで、、、、何何何何としてもとしてもとしてもとしても地地地地下水下水下水下水をををを保保保保全全全全するするするする必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  つまつまつまつまりりりり、、、、ゴゴゴゴミをミをミをミを捨捨捨捨てるてるてるてる人人人人がいるからがいるからがいるからがいるから、、、、難難難難儀儀儀儀してしてしてしてゴゴゴゴミをミをミをミを拾拾拾拾うううう人人人人がいるがいるがいるがいる。。。。いろいろいろいろんんんんなごみがなごみがなごみがなごみが不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄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現現現現状状状状ですですですです。。。。多多多多分分分分、、、、推推推推測測測測でででで申申申申しわけあしわけあしわけあしわけありりりりませませませませんんんんがががが、、、、子子子子供供供供はははは捨捨捨捨てないとてないとてないとてない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。。。。大大大大人人人人がががが捨捨捨捨てているとてているとてているとてていると思思思思いますいますいますいます。。。。厄厄厄厄介介介介ですですですですねねねね。。。。 

  またまたまたまた、、、、行政行政行政行政はははは、、、、莫莫莫莫大大大大なななな税金税金税金税金をををを使使使使ってってってって後後後後片付片付片付片付けをするけをするけをするけをする。。。。循環循環循環循環とととと言言言言いましたけどいましたけどいましたけどいましたけど、、、、今今今今度度度度はははは悪悪悪悪循環循環循環循環というわけですというわけですというわけですというわけです。。。。 

  まさにまさにまさにまさに無駄無駄無駄無駄ですですですです。。。。以以以以前前前前、、、、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ノノノノーーーーベベベベルルルル賞賞賞賞をををを取取取取ったったったったママママータイさータイさータイさータイさんんんんとととといういういういう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、、、、本本本本当当当当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。。。。こういうこういうこういうこういう予予予予算算算算があれがあれがあれがあればばばば、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成にににに手手手手当当当当ててててができるとができるとができるとができ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、、、、本本本本当当当当にもったいないですにもったいないですにもったいないですにもったいないですねねねね。。。。 

  これはこれはこれはこれは最最最最近近近近のののの新新新新聞聞聞聞ですですですです。。。。まさにまさにまさにまさに恥恥恥恥ずかしいのですがずかしいのですがずかしいのですがずかしいのですが、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄宮古最宮古最宮古最宮古最多多多多。。。。県県県県全全全全体体体体のののの 36%をををを占占占占めるめるめるめる。。。。というというというという内容内容内容内容でででで、、、、とてもとてもとてもとても恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい新新新新聞聞聞聞ですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、これがこれがこれがこれが現実現実現実現実だだだだとととということでいうことでいうことでいうことですすすす。。。。言言言言いいいい換換換換えれえれえれえればばばば不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄宮古最宮古最宮古最宮古最多多多多はははは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの実力実力実力実力だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは、、、、授授授授業業業業でででで生生生生徒徒徒徒にににに話話話話をするときはをするときはをするときはをするときは、、、、まずまずまずまず現実現実現実現実をををを認識認識認識認識するということをするということをするということをするということを話話話話しますしますしますします。。。。本本本本校校校校のののの環境環境環境環境班班班班のののの生生生生徒達徒達徒達徒達はははは、、、、今今今今年年年年でででで１２１２１２１２年年年年目目目目になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、地地地地下水下水下水下水保保保保全全全全をををを目目目目的的的的にににに地地地地下水下水下水下水のののの硝硝硝硝酸態酸態酸態酸態窒窒窒窒素素素素濃濃濃濃度度度度ののののモモモモニタニタニタニタリリリリンンンングにグにグにグに取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは地地地地下水下水下水下水にににに含含含含有有有有されるされるされるされる硝硝硝硝酸態酸態酸態酸態窒窒窒窒素素素素濃濃濃濃度度度度のののの現現現現状状状状をををを把把把把握握握握ししししなけれなけれなけれなければばばば、、、、進展進展進展進展しませしませしませしませんんんん。。。。現実現実現実現実をををを把把把把握握握握することのすることのすることのすることの大大大大切切切切さをさをさをさを生生生生徒達徒達徒達徒達にはにはにはには指指指指導導導導していますしていますしていますしています。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄をしてをしてをしてをして島島島島のののの環境環境環境環境をををを汚汚汚汚しているしているしているしている、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にににに住住住住むむむむ我我我我々々々々島民島民島民島民のののの実力実力実力実力ですですですです。。。。 

  そのことはそのことはそのことはそのことは、、、、島民一島民一島民一島民一人人人人ひとひとひとひとりりりりのののの地地地地下水下水下水下水保保保保全全全全・・・・ゴゴゴゴミゼロにミゼロにミゼロにミゼロに対対対対するするするする意識改意識改意識改意識改革革革革がががが求求求求められるのめられるのめられるのめられるのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 今今今今世界世界世界世界ではではではでは 8 分分分分間間間間にににに 1 人人人人のののの割割割割合合合合でででで水水水水のののの汚染汚染汚染汚染やややや水水水水にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる問問問問題題題題でででで幼幼幼幼いいいい子子子子どものどものどものどもの命命命命がががが失失失失わわわわれていますれていますれていますれています。。。。我我我我々々々々はははは今今今今をををを生生生生きききき、、、、宮古宮古宮古宮古にににに住住住住むむむむ者者者者としてとしてとしてとして安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全なななな飲飲飲飲料料料料水水水水であるであるであるである地地地地下水下水下水下水にににに恵恵恵恵まれているまれているまれているまれている。。。。そういうことをあそういうことをあそういうことをあそういうことをありりりりがたいとがたいとがたいとがたいと感感感感じじじじてててて、、、、次次次次のののの行行行行動動動動をどうするかということがをどうするかということがをどうするかということがをどうするかということが問問問問われているとわれているとわれているとわれていると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  現在現在現在現在、、、、私私私私はははは宮古島宮古島宮古島宮古島のののの命命命命のののの源源源源であるであるであるである大大大大切切切切なななな地地地地下水下水下水下水をををを教育教育教育教育資源資源資源資源としてとしてとしてとして生生生生徒徒徒徒たたたたちちちちのののの成成成成長長長長にににに役役役役立立立立つつつつ工夫工夫工夫工夫ができないかとのができないかとのができないかとのができないかとの思思思思いでいでいでいで取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。何何何何がしたいかといいますとがしたいかといいますとがしたいかといいますとがしたいかといいますと、、、、つまつまつまつまりりりり、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成とととと言言言言うとうとうとうと少少少少しししし大大大大げさなげさなげさなげさなんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこの島島島島はははは天天天天然然然然資源資源資源資源にににに恵恵恵恵まれていませまれていませまれていませまれていませんんんん。。。。というというというということはことはことはことは、、、、このこのこのこの島島島島がががが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ををを成成成成しししし遂遂遂遂げるためにもげるためにもげるためにもげるためにも人人人人材材材材しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。そそそそしてしてしてして、、、、教育教育教育教育はははは大事大事大事大事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いますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕事事事事をさせてもらうをさせてもらうをさせてもらうをさせてもらう一一一一人人人人としてとしてとしてとして本本本本当当当当にににに幸幸幸幸せにせにせにせ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。。。。 

  「「「「子子子子供供供供がががが変変変変われわれわれわればばばば、、、、大大大大人人人人がががが変変変変わるわるわるわる」」」」とととと。。。。 

  ここをここをここをここを何何何何とかとかとかとか頑張頑張頑張頑張らなけれらなけれらなけれらなければばばば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。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの美美美美しいしいしいしい自自自自然然然然とととと命命命命のののの源源源源であるであるであるである大大大大切切切切なななな地地地地下水下水下水下水をををを次次次次のののの世世世世代代代代へへへへ引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことをことをことをことを希希希希望望望望していますしていますしていますしています。。。。ゴゴゴゴミミミミ問問問問題題題題、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの問問問問題題題題解決解決解決解決、「、「、「、「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」はははは地地地地下水下水下水下水保保保保全全全全にににに繋繋繋繋ががががりりりりまままますすすす。。。。 

    以以以以上上上上ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしく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）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授     あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持ったったったった皆皆皆皆様様様様ががががそろっているそろっているそろっているそろっているものですからものですからものですからものですから、、、、どうもどうもどうもどうも
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皆皆皆皆ささささんんんん時時時時間間間間ををををオオオオーーーーババババーしてしまうーしてしまうーしてしまうーしてしまうんんんんですがですがですがですが、、、、またまたまたまた次次次次、、、、これもまたこれもまたこれもまたこれもまた熱熱熱熱いいいい方方方方ですですですです。。。。奥奥奥奥島島島島様様様様、、、、よよよよろしくおろしくおろしくおろ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。。。。 

 奥奥奥奥島島島島室長室長室長室長 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。私私私私はははは、、、、りゅりゅりゅりゅうせきのうせきのうせきのうせきの奥奥奥奥島島島島でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 16 年年年年からからからから 19 年度年度年度年度にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして環境環境環境環境省省省省のののの事業事業事業事業でででで、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの、、、、おおおお砂砂砂砂糖糖糖糖をををを取取取取ったったったった後後後後のののの残残残残りりりりかすになかすになかすになかすになりりりりますけますけますけますけれどもれどもれどもれども、、、、糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜、、、、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、、、、それからそれからそれからそれからババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールール燃燃燃燃料料料料をつくるをつくるをつくるをつくる生生生生産技術産技術産技術産技術ププププロロロロセセセセスススス開発開発開発開発をしてまいをしてまいをしてまいをしてまいりりりりましたましたましたました。。。。更更更更にそのにそのにそのにその燃燃燃燃料料料料ををををガソリガソリガソリガソリンにンにンにンに 3%ままままぜぜぜぜてててて製製製製造造造造をしをしをしをし、、、、それをそれをそれをそれを現在現在現在現在のところのところのところのところ公公公公用用用用車車車車等等等等でででで 300 台台台台動動動動かしているかしているかしているかしている実実実実証証証証研究研究研究研究がががが終終終終了了了了しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果をををを国国国国ののののほほほほうからうからうからうから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、、、、このこのこのこの次次次次はははは、、、、19 年度年度年度年度からのからのからのからの継継継継続続続続でででで、、、、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ールールール燃燃燃燃料料料料をををを実実実実用化用化用化用化レベレベレベレベルのルのルのルの事業事業事業事業でででで継継継継続続続続をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、燃燃燃燃料化料化料化料化というというというという目目目目線線線線でででで、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの技術開発事業技術開発事業技術開発事業技術開発事業ですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際にににに、、、、実用化実用化実用化実用化ベベベベースでースでースでースで新新新新しいしいしいしい燃燃燃燃料料料料のののの製製製製造造造造とととと、、、、それをそれをそれをそれを実実実実証証証証していくしていくしていくしていくレベレベレベレベルのルのルのルの事業事業事業事業をををを 23 年度年度年度年度までのまでのまでのまでの予定予定予定予定でででで続続続続くくくく予定予定予定予定でおでおでおでおりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは 1府府府府 5省省省省、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府、、、、経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、総総総総務務務務省省省省、、、、財財財財務務務務省省省省、、、、それからそれからそれからそれから消消消消防防防防庁庁庁庁のののの連連連連携携携携事業事業事業事業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られておめられておめられておめられておりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの中中中中のののの一一一一番番番番のののの目目目目的的的的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、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、経済経済経済経済のののの基盤基盤基盤基盤はサトはサトはサトはサトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業といといといということがうことがうことがうことが根根根根底底底底にあってにあってにあってにあって成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤だだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご家家家家族族族族のどのどのどのどなたかがサトなたかがサトなたかがサトなたかがサトウウウウキキキキビビビビをつくっているわけですをつくっているわけですをつくっているわけですをつくっているわけです。。。。これはこれはこれはこれは国国国国のののの補補補補助助助助事業事業事業事業ということでということでということでということで、、、、買買買買いいいい取取取取りりりり事業事業事業事業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。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ややややははははりりりり誇誇誇誇りりりりをををを持持持持ってってってって農農農農業業業業をしていってもらってをしていってもらってをしていってもらってをしていってもらって、、、、宮古宮古宮古宮古島島島島のエコアイランドがのエコアイランドがのエコアイランドがのエコアイランドが成成成成りりりり立立立立つかつかつかつか成成成成りりりり立立立立たないかというのもたないかというのもたないかというのもたないかというのも、、、、ややややははははりりりり一一一一番番番番経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤がしっがしっがしっがしっかかかかりりりりするかどうかするかどうかするかどうかするかどうか、、、、このこのこのこの基盤基盤基盤基盤をしっかをしっかをしっかをしっかりりりりつくれるかどうかがつくれるかどうかがつくれるかどうかがつくれるかどうかが大大大大切切切切でででで、、、、これからこれからこれからこれから継継継継続続続続していしていしていしていくくくく事業事業事業事業においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、持続的持続的持続的持続的にににに経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤をををを評価評価評価評価できるできるできるできる仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが最最最最もももも大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから、、、、経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤がしっかがしっかがしっかがしっかりりりりするするするする。。。。これはこれはこれはこれは宮古島宮古島宮古島宮古島においてはにおいてはにおいてはにおいては農農農農業業業業のサトのサトのサトのサトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業のののの環環環環境基盤境基盤境基盤境基盤をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり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ということにつながるものといけないということにつながるものといけないということにつながるものといけないということにつながるもの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、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業がががが繁繁繁繁栄栄栄栄するためのするためのするためのするための支援支援支援支援をするをするをするをする事業事業事業事業であるということですであるということですであるということですであるということです。。。。サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビをたをたをたをたくさくさくさくさんんんんつくってもらってつくってもらってつくってもらってつくってもらって、、、、砂砂砂砂糖糖糖糖をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん取取取取ってもらったってもらったってもらったってもらった後後後後にはにはにはには糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜がががが出出出出ますよますよますよますよ。。。。そのそのそのその糖糖糖糖蜜蜜蜜蜜をををを逆逆逆逆にエタにエタにエタにエタノノノノールールールール燃燃燃燃料料料料というものにというものにというものにというものに製製製製造造造造していくしていくしていくしていく技術開発技術開発技術開発技術開発をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの技技技技術術術術のののの粋粋粋粋をををを集集集集めてつくっておめてつくっておめてつくっておめてつくっておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの島島島島でできたでできたでできたでできた燃燃燃燃料料料料をををを、、、、島島島島のののの人人人人、、、、燃燃燃燃料料料料のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして使使使使っていくっていくっていくっていく。。。。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温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止につながるというにつながるというにつながるというにつながるという、、、、そういうコンそういうコンそういうコンそういうコンセセセセプトでプロジェプトでプロジェプトでプロジェプトでプロジェクトをクトをクトをクトを進進進進めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、農農農農業業業業がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうにしてうにしてうにしてうにして繁繁繁繁栄栄栄栄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循環循環循環循環シスシスシスシステムですけれどもテムですけれどもテムですけれどもテムですけれども、、、、エタエタエタエタノノノノールールールール燃燃燃燃料料料料をつくったをつくったをつくったをつくった後後後後にはにはにはには蒸蒸蒸蒸留留留留したしたしたした後後後後のののの残残残残渣液渣液渣液渣液、、、、これはこれはこれはこれは畑畑畑畑のののの土土土土からミネラルからミネラルからミネラルからミネラル分分分分をサトをサトをサトをサトウウウウキキキキビビビビがががが吸収吸収吸収吸収したものがしたものがしたものがしたものが濃縮濃縮濃縮濃縮してしてしてして残残残残っているわけですっているわけですっているわけですっているわけです。。。。これはこれはこれはこれは畑畑畑畑のののの土土土土からからからから吸収吸収吸収吸収したものですからしたものですからしたものですからしたものですから、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度土土土土にににに肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして返返返返すことができるすことができるすことができるすことができる。。。。ここここれはれはれはれは海海海海外外外外ででででもエタもエタもエタもエタノノノノールールールール先進国先進国先進国先進国であるブラジルとかであるブラジルとかであるブラジルとかであるブラジルとか、、、、ヨヨヨヨーロッパとかーロッパとかーロッパとかーロッパとか、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはははは飼飼飼飼料料料料にににに主主主主にににに使使使使いまいまいまいますがすがすがすが、、、、肥肥肥肥料料料料としてとしてとしてとして還還還還元元元元することができるものですすることができるものですすることができるものですすることができるものです。。。。ですからですからですからですから、、、、プロジェクトではそういうプロジェクトではそういうプロジェクトではそういうプロジェクトではそういう研究研究研究研究をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、発発発発酵酵酵酵にはにはにはには酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌というものをというものをというものをというものを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質でででですからすからすからすから、、、、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記事記事記事記事があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、飼飼飼飼料料料料のののの価価価価格格格格がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。これこれこれこれはははは配配配配合合合合飼飼飼飼料料料料、、、、素素素素飼飼飼飼料料料料、、、、大分大分大分大分上上上上がっておがっておがっておがっておりりりりますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの酵母菌酵母菌酵母菌酵母菌というのはというのはというのはというのは蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質でででで、、、、良性良性良性良性のののの蛋蛋蛋蛋白白白白質質質質ですですですです。。。。非常非常非常非常にににに子子子子ウウウウシのシのシのシの飼飼飼飼育育育育にいいとにいいとにいいとにいいと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。これのこれのこれのこれの飼飼飼飼料化料化料化料化のののの研究実研究実研究実研究実証証証証事業事業事業事業をををを今今今今年年年年からからからから始始始始めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、基本的基本的基本的基本的にエタにエタにエタにエタノノノノールがールがールがールが進進進進めめめめばばばば、、、、そういそういそういそういうううう地力地力地力地力増増増増強強強強をするをするをするをする肥肥肥肥料化料化料化料化をしていくとかをしていくとかをしていくとかをしていくとか、、、、酵母酵母酵母酵母はははは飼飼飼飼料化料化料化料化するとかするとかするとかするとか、、、、あわせてサトあわせてサトあわせてサトあわせてサトウウウウキキキキビビビビにににに
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はははは捨捨捨捨てるところはてるところはてるところはてるところはほほほほととととんんんんどないどないどないどない使使使使いいいい方方方方をををを研究研究研究研究するわけですするわけですするわけですするわけです。。。。今今今今まではまではまではまでは、、、、外外外外からからからから持持持持ってきたってきたってきたってきた肥肥肥肥料料料料やややや飼飼飼飼料料料料をををを使使使使っていたものをっていたものをっていたものをっていたものを、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの中中中中でででで循環循環循環循環させようというようなさせようというようなさせようというようなさせようというような試試試試みをこれからみをこれからみをこれからみをこれからややややっていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。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、、、、結結結結局局局局はははは、、、、そのそのそのその農農農農業業業業のののの基盤基盤基盤基盤のもとでのもとでのもとでのもとで地地地地下下下下ダムダムダムダム水水水水源源源源のののの水水水水質質質質保保保保全全全全のののの問問問問題題題題につながにつながにつながにつながりりりりますますますます。。。。化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料のののの量量量量をををを減減減減らしらしらしらし、、、、有有有有機機機機肥肥肥肥料化料化料化料化することによってすることによってすることによってすることによって化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料はははは減減減減るわけでするわけでするわけでするわけです。。。。結結結結果果果果的的的的にににに水水水水質質質質のののの保保保保全全全全につながるということでにつながるということでにつながるということでにつながるということで、、、、持続的持続的持続的持続的にににに宮古島宮古島宮古島宮古島のののの最最最最もももも大大大大切切切切なななな水水水水資源資源資源資源、、、、をををを守守守守っていくことができるでしっていくことができるでしっていくことができるでしっていくことができる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、、、、基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるであるであるである経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤のサトのサトのサトのサトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを繁繁繁繁栄栄栄栄させることができるさせることができるさせることができるさせることができる。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで新新新新たなたなたなたな農農農農業業業業、、、、新新新新たなサトたなサトたなサトたなサトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業のののの機機機機械械械械化化化化とかとかとかとか、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは、、、、ききききょょょょうはうはうはうは若若若若いいいい方方方方々々々々がががが来来来来られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、新新新新しいしいしいしい農農農農業業業業をををを担担担担っていくっていくっていくっていく子子子子供供供供たたたたちちちちができてくるができてくるができてくるができてくる。。。。それからそれからそれからそれから、、、、エタエタエタエタノノノノールをつくるところにはールをつくるところにはールをつくるところにはールをつくるところには日日日日本本本本のののの先先先先端端端端のののの技術技術技術技術がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん集集集集まっていますのでまっていますのでまっていますのでまっていますので、、、、ここからここからここからここから新新新新しいしいしいしい産業産業産業産業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可能可能可能可能性性性性がががが非非非非常常常常にににに多多多多くなるとくなるとくなるとくなると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。 ですからですからですからですから、、、、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含含含含めてめてめてめて、、、、これこれこれこれからあとからあとからあとからあと 4 年年年年間間間間、、、、これからこれからこれからこれから産業産業産業産業のののの種種種種もももも出出出出てくるてくるてくるてくるでしでしでしでしょょょょうしうしうしうし、、、、一一一一番番番番大大大大切切切切なのはなのはなのはなのは、、、、ききききょょょょうううう来来来来ていたていたていたていただだだだいたいたいたいた若若若若いいいい中中中中学学学学生生生生やややや高校生高校生高校生高校生のののの方方方方々々々々にににに、、、、こうこうこうこういういういういう事業事業事業事業がががが動動動動いていていていていていていていて、、、、宮古宮古宮古宮古のののの産業産業産業産業としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういうふふふふうになっていくといううになっていくといううになっていくといううになっていくという考考考考えるえるえるえるヒヒヒヒントントントントをきをきをきをきょょょょうもらってうもらってうもらってうもらって帰帰帰帰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いいなといいなといいなといいなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。またきまたきまたきまたきょょょょうううう来来来来られているられているられているられている方方方方々々々々のののの中中中中にににに農農農農家家家家のののの方方方方々々々々もおられるともおられるともおられるともおられると思思思思いますいますいますいます。。。。農農農農家家家家のののの方方方方々々々々にはにはにはには、、、、今今今今我我我我々々々々ががががややややっているっているっているっているババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールール燃燃燃燃料料料料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事業事業事業事業だだだだけではないけではないけではないけではない、、、、これはサトこれはサトこれはサトこれはサトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを支援支援支援支援していしていしていしていくくくく事業事業事業事業であるということをごであるということをごであるということをごであるということをご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、今後今後今後今後一一一一緒緒緒緒にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの方方方方々々々々がががが育育育育てていてていてていててい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事業事業事業事業につなげていくためににつなげていくためににつなげていくためににつなげていくために我我我我々々々々はははは努努努努力力力力していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。次次次次にににに、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島でででで初初初初めてエコめてエコめてエコめてエコ検検検検定定定定にににに合合合合格格格格したエコしたエコしたエコしたエコピピピピープープープープルルルル代表代表代表代表のおのおのおのお一一一一人人人人ということでということでということでということで、、、、山口様山口様山口様山口様、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 山口代表山口代表山口代表山口代表 

  ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。エコエコエコエコピピピピープルのープルのープルのープルの山口山口山口山口ですですですです。。。。エコエコエコエコピピピピープルといってもープルといってもープルといってもープルといっても、、、、別別別別にににに宇宙宇宙宇宙宇宙人人人人ではあではあではあではありりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、皆皆皆皆ささささんんんん安心安心安心安心なさってくなさってくなさってくなさってくだだだださいさいさいさい。。。。私私私私はははは九州九州九州九州出出出出身身身身ですがですがですがですが、、、、ききききょょょょうはうはうはうは地球地球地球地球人人人人としてとしてとしてとしてもおもおもおもお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだけれけれけれければばばばなとなとなとなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 ちちちちょょょょっとこのようなっとこのようなっとこのようなっとこのような場場場場所所所所はははは初初初初めてめてめてめてですのでですのでですのでですので、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお聞聞聞聞きづらいところもあるかときづらいところもあるかときづらいところもあるかときづらいところもあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来のためにのためにのためにのために私私私私はまずはまずはまずはまず原点原点原点原点にににに立立立立ちちちち返返返返るというこるというこるというこるということがとがとがとが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。原点原点原点原点というのはというのはというのはというのは、、、、私私私私たたたたちちちちはははは自自自自然然然然環境環境環境環境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存存存存在在在在ななななんんんんですですですですねねねね。。。。地球地球地球地球カカカカレレレレンダーというものがごンダーというものがごンダーというものがごンダーというものがござざざざいましていましていましていまして、、、、これはこれはこれはこれは、、、、地球地球地球地球がががが 46億億億億年年年年前前前前にできにできにできにできてからてからてからてから 21 世世世世紀紀紀紀になるまでをになるまでをになるまでをになるまでを 1 年年年年ののののカカカカレレレレンダーにンダーにンダーにンダーに圧圧圧圧縮縮縮縮したものなしたものなしたものなしたものなんんんんですですですです。。。。これでいいますとこれでいいますとこれでいいますとこれでいいますと、、、、例例例例ええええばばばば、、、、1 月月月月 1日日日日のののの元元元元旦旦旦旦がががが地球地球地球地球 46億億億億年年年年誕誕誕誕生生生生したとしますとしたとしますとしたとしますとしたとしますと、、、、地球地球地球地球上上上上にににに生命生命生命生命がががが誕誕誕誕生生生生したのはしたのはしたのはしたのは
38億億億億年年年年前前前前のののの海海海海のののの中中中中ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは日日日日付付付付でででで例例例例えますとえますとえますとえますと 2 月月月月 25日日日日ですですですです。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど宮古宮古宮古宮古ではではではでは十十十十六六六六日日日日祭祭祭祭のあるころですのあるころですのあるころですのあるころですねねねね。。。。ちちちちなみになみになみになみに、、、、海海海海のののの中中中中でででで誕誕誕誕生生生生したしたしたした命命命命はははは、、、、光光光光合成合成合成合成をををを行行行行ってってってって、、、、そのそのそのその光光光光合成合成合成合成をををを行行行行ったったったった酸酸酸酸素素素素がががが、、、、海海海海のののの中中中中をををを出出出出てててて、、、、地地地地上上上上にどにどにどにどんんんんどどどどんんんん増増増増えていきえていきえていきえていき始始始始めるのがめるのがめるのがめるのが 27億億億億年年年年前前前前。。。。これはこれはこれはこれは 5月月月月 31日日日日ですですですです。。。。たくさたくさたくさたくさんんんんのののの酸酸酸酸素素素素がががが集集集集まってまってまってまって、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが形成形成形成形成されされされされ始始始始めてめてめてめて、、、、有有有有害害害害なななな紫紫紫紫外外外外線線線線がががが宇宇宇宇宙宙宙宙からどからどからどからどんんんんどどどどんんんんいっいっいっいっぱぱぱぱいこのいこのいこのいこの地球地球地球地球上上上上にににに入入入入ってくるってくるってくるってくるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、生生生生きききき物物物物というのはというのはというのはというのは、、、、紫紫紫紫外外外外線線線線がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるとすめませあるとすめませあるとすめませあるとすめませんんんん。。。。それでそれでそれでそれで、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層がががが、、、、酸酸酸酸素素素素がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん増増増増えてえてえてえて形成形成形成形成されされされされ始始始始めめめめましたましたましたました。。。。それがそれがそれがそれが 6 億億億億年年年年前前前前ですですですです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、飛飛飛飛んんんんでででで 11 月月月月 14 日日日日になになになになりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから動動動動物物物物やややや植植植植物物物物がががが地地地地上上上上にすみにすみにすみにすみややややすいすいすいすい環境環境環境環境になってになってになってになって、、、、さらにさらにさらにさらに森森森森がががが形成形成形成形成されされされされ始始始始めますめますめますめます。。。。それはそれはそれはそれは 4 億億億億年年年年前前前前のこのこのこのこ
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とになとになとになとになりりりりますますますます。。。。それがそれがそれがそれが、、、、2週週週週間間間間後後後後のののの、、、、今今今今度度度度はははは 11 月月月月 28日日日日ですですですです。。。。それからまたそれからまたそれからまたそれからまた時時時時間間間間がたってがたってがたってがたって、、、、最最最最初初初初のののの人類人類人類人類がががが誕誕誕誕生生生生するのがするのがするのがするのが 450万万万万年年年年前前前前。。。。これはこれはこれはこれは日日日日付付付付でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと 12 月月月月 31日日日日、、、、大大大大晦晦晦晦日日日日ですですですです。。。。皆皆皆皆ささささんんんんがががが大大大大掃除掃除掃除掃除でででで大大大大変変変変忙忙忙忙しいしいしいしい時時時時間間間間帯帯帯帯ですですですですねねねね。。。。夕夕夕夕方方方方のののの 4 時時時時ですですですです。。。。人類人類人類人類がががが最最最最初初初初にににに誕誕誕誕生生生生するのがするのがするのがするのが大大大大晦晦晦晦日日日日ななななんんんんですですですですねねねね。。。。それからかなそれからかなそれからかなそれからかなりりりり時時時時間間間間がたってがたってがたってがたって、、、、地球地球地球地球上上上上でででで産業産業産業産業革革革革命命命命。。。。このこのこのこの産業産業産業産業革革革革命命命命といといといというのはうのはうのはうのは、、、、化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料のののの消費消費消費消費がががが始始始始まったときなまったときなまったときなまったときなんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、これがまたこれがまたこれがまたこれがまた 200 年年年年前前前前ですですですです。。。。200 年年年年前前前前でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、日日日日付付付付でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、12 月月月月 31日日日日のののの 11時時時時 59 分分分分 58秒秒秒秒。。。。あとあとあとあと 2秒秒秒秒でででで新新新新年年年年がががが始始始始まるまるまるまる。。。。それからそれからそれからそれから 21 世世世世紀紀紀紀のののの 2001 年年年年がががが 12 月月月月 31日日日日のののの 11時時時時 59 分分分分 59秒秒秒秒。。。。あとあとあとあと 1秒秒秒秒でででで新新新新しいしいしいしい年年年年。。。。これでこれでこれでこれで人人人人間間間間がががが誕誕誕誕生生生生してからしてからしてからしてからほんほんほんほんとうにわずかなとうにわずかなとうにわずかなとうにわずかな時時時時間間間間でででで、、、、あっというあっというあっというあっという間間間間にににに私私私私たたたたちちちちはははは自分自分自分自分たたたたちちちちのののの生生生生存存存存がががが立立立立ちちちち行行行行かなくなってしまうようなかなくなってしまうようなかなくなってしまうようなかなくなってしまうような環境環境環境環境をををを今今今今までにつくまでにつくまでにつくまでにつくりりりり上上上上げてしまいましたげてしまいましたげてしまいましたげてしまいました。。。。 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに気気気気のののの長長長長くなるようなくなるようなくなるようなくなるような、、、、人人人人のののの頭頭頭頭でははかでははかでははかでははかりりりりかかかかねねねねないないないない、、、、そそそそんんんんなななな長長長長いいいい時時時時間間間間をかけてをかけてをかけてをかけて地球地球地球地球のののの上上上上ではではではでは私私私私たたたたちちちちがががが生生生生きていけるようなきていけるようなきていけるようなきていけるような環境環境環境環境をををを財財財財産産産産としてとしてとしてとして蓄蓄蓄蓄積積積積しししし続続続続けけけけてくれたてくれたてくれたてくれたんんん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。。。。そういったものそういったものそういったものそういったもののおかげでのおかげでのおかげでのおかげで、、、、人人人人間間間間だだだだけけけけじゃじゃじゃじゃなくなくなくなく、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生生生生きききき物物物物たたたたちちちちがががが協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって今今今今にににに至至至至るまでるまでるまでるまで生生生生かされてきているかされてきているかされてきているかされてきているんんんんですがですがですがですが、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、今今今今ちちちちょょょょっっっっとととと非常非常非常非常にににに危危危危機機機機的的的的なななな状況状況状況状況がががが叫叫叫叫ばばばばれていますれていますれていますれていますねねねね。。。。 

  私私私私はははは、、、、宮古宮古宮古宮古にににに来来来来てててて、、、、宮古宮古宮古宮古のののの文文文文化化化化をををを学学学学ばばばばせてもらっていますせてもらっていますせてもらっていますせてもらっています。。。。ままままだだだだままままだだだだわからないこともわからないこともわからないこともわからないこともあるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、、、、そのそのそのその中中中中でででで非常非常非常非常にににに感感感感動動動動しておしておしておしておりりりりますのがますのがますのがますのが、、、、自分自分自分自分はははは今今今今、、、、池間池間池間池間島島島島というところにというところにというところにというところに住住住住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ていますいていますいていますいています。。。。ここにはまここにはまここにはまここにはまだだだだ昔昔昔昔ながらのながらのながらのながらの自自自自然然然然へのへのへのへの感謝感謝感謝感謝をををを捧捧捧捧げるげるげるげる祭祭祭祭祀祀祀祀がががが残残残残ってってってっていますいますいますいます。。。。自自自自然然然然のののの恵恵恵恵みにみにみにみに対対対対するするするする感謝感謝感謝感謝とととと、、、、またまたまたまた来年来年来年来年もももも豊豊豊豊作作作作大大大大漁漁漁漁であであであでありりりりますようにというおますようにというおますようにというおますようにというお祈祈祈祈りりりりななななんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、『『『『サシサシサシサシババババ舞舞舞舞うううう空空空空』』』』というというというという絵絵絵絵本本本本をかかれたをかかれたをかかれたをかかれた秋秋秋秋野野野野亥左牟亥左牟亥左牟亥左牟い さ む ささささんんんんというというというという方方方方にににに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聞聞聞聞いたことがあいたことがあいたことがあいたことがありりりりますますますます。。。。宮古宮古宮古宮古のののの祭祭祭祭祀祀祀祀というのはというのはというのはというのは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの島島島島々々々々のののの中中中中でとてもでとてもでとてもでとても原原原原始始始始的的的的だだだだそうですそうですそうですそうです。。。。八八八八重山重山重山重山諸諸諸諸島島島島、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののほほほほうにもまわられたそうですうにもまわられたそうですうにもまわられたそうですうにもまわられたそうです。。。。さらにさらにさらにさらに宮古宮古宮古宮古郷郷郷郷土土土土史史史史研究研究研究研究会会会会会会会会員員員員のののの新新新新城城城城日出郎氏日出郎氏日出郎氏日出郎氏によるによるによるによる、、、、宮古宮古宮古宮古毎毎毎毎日新日新日新日新聞聞聞聞のののの掲掲掲掲載記事載記事載記事載記事がががが非常非常非常非常にににに印印印印象象象象的的的的だだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、このこのこのこの方方方方はははは、、、、世界世界世界世界のののの民民民民話話話話やややや童童童童話話話話をををを研究研究研究研究されているされているされているされている方方方方ななななんんんんですがですがですがですが、、、、ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、西西西西洋洋洋洋のののの童童童童話話話話のののの中中中中ではではではでは、、、、人人人人間間間間とととと自自自自然然然然はははは区区区区別別別別されているされているされているされているんんんんですですですですねねねね。。。。区区区区切切切切りりりりがあるがあるがあるがある。。。。日日日日本本本本になになになになりりりりますますますますとととと、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの交交交交流流流流はあるはあるはあるはあるんんんんですがですがですがですが、、、、一体化一体化一体化一体化はははは拒拒拒拒絶絶絶絶されていますされていますされていますされています。。。。しかししかししかししかし非常非常非常非常にににに情情情情緒緒緒緒的的的的でででで、、、、母母母母性性性性的的的的だだだだそうですそうですそうですそうです。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、宮古宮古宮古宮古のののの民民民民話話話話などをなどをなどをなど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、、、、自自自自然然然然とととと人人人人間間間間がががが、、、、非常非常非常非常につなにつなにつなにつなががががりりりりがあってがあってがあってがあって、、、、動動動動物物物物とととと人人人人間間間間がががが結結結結婚婚婚婚をするというおをするというおをするというおをするというお話話話話もあるもあるもあるもあるんんんんですですですですねねねね。。。。一体化一体化一体化一体化するするするするんんんんですですですです。。。。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原原原原母母母母的的的的とととと表表表表現現現現されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。そこにそこにそこにそこに非常非常非常非常にににに特特特特色色色色があるというかがあるというかがあるというかがあるというか、、、、宮古宮古宮古宮古のののの祭祭祭祭祀祀祀祀世界世界世界世界のののの根根根根本本本本をををを流流流流れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、自自自自然然然然とつながっていることなのとつながっていることなのとつながっていることなのとつながっていることなのだだだだとすごくとすごくとすごくとすごく感感感感じじじじておておておておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、野本野本野本野本三三三三吉吉吉吉氏氏氏氏のののの「「「「海海海海とととと森森森森のののの思思思思想想想想～～～～琉琉琉琉球球球球弧弧弧弧４４４４５５５５島島島島フフフフィィィィールドールドールドールドノノノノートートートート～～～～」」」」にににに興興興興味味味味深深深深いいいい記載記載記載記載があがあがあがありりりりますますますます。。。。このこのこのこの本本本本のののの中中中中ではではではでは、、、、近近近近代代代代主主主主義義義義のののの典典典典型型型型であるであるであるである欧欧欧欧米米米米のののの合合合合理理理理主主主主義義義義がががが行行行行きききき詰詰詰詰ままままりりりりをみせをみせをみせをみせ、、、、東洋東洋東洋東洋文文文文化化化化にににに近近近近代代代代をををを超超超超えるえるえるえる新新新新たなたなたなたな文明文明文明文明のののの型型型型があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと示唆示唆示唆示唆されていますされていますされていますされています。。。。神神神神道研究道研究道研究道研究家家家家のののの神田孝神田孝神田孝神田孝一一一一氏氏氏氏がががが「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの原原原原始始始始信信信信仰仰仰仰はははは人類人類人類人類社会社会社会社会のののの新新新新しいしいしいしい秩序秩序秩序秩序確確確確立立立立にににに重重重重大大大大ななななヒヒヒヒントントントントをををを与与与与ええええ、、、、方方方方向向向向をををを示唆示唆示唆示唆するするするする火火火火種種種種でなかろうかでなかろうかでなかろうかでなかろうか」」」」というというというという見見見見方方方方がががが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの原原原原始始始始信信信信仰仰仰仰にににに対対対対するするするする評価評価評価評価ににににあるとあるとあるとあると指指指指摘摘摘摘もしていますもしていますもしていますもしています。。。。私私私私はははは、、、、こういったこういったこういったこういった宮古宮古宮古宮古のののの原原原原母母母母的的的的なななな精精精精神神神神風土風土風土風土やややや祭祭祭祭祀祀祀祀世界世界世界世界にこれかにこれかにこれかにこれからららら地球地球地球地球規規規規模模模模でででで世世世世のののの中中中中がががが環境環境環境環境とととと仲良仲良仲良仲良くくくく共共共共存存存存しながらしながらしながらしながら生生生生きていくためのすきていくためのすきていくためのすきていくためのすばばばばらしいらしいらしいらしいメメメメッッッッセセセセージージージージがあるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうううう会会会会場場場場にいらしているにいらしているにいらしているにいらしている中中中中学学学学生生生生やややや小小小小学学学学生生生生のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもにもにもにも、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる島島島島にはにはにはにはここここんんんんなすなすなすなすばばばばらしいらしいらしいらしい、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ今今今今求求求求められているようなめられているようなめられているようなめられているような価価価価値観値観値観値観をををを含含含含んんんんだだだだものがあるものがあるものがあるものがある、、、、そういそういそういそういったことをわかっていたったことをわかっていたったことをわかっていたったことをわかっていただだだだけたらなとすごくけたらなとすごくけたらなとすごくけたらなとすごく思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  あとはあとはあとはあとは、、、、ちちちちなみになみになみになみに、、、、ハハハハワイはワイはワイはワイは、、、、ハハハハワイワイワイワイ語語語語ででででオオオオハハハハナというナというナというナという言葉言葉言葉言葉があるがあるがあるがあるんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは家家家家族族族族をををを意意意意味味味味しますしますしますします。。。。血血血血がつながっているがつながっているがつながっているがつながっている家家家家族族族族というというというという意意意意味味味味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、、、、地球地球地球地球にににに生生生生きるきるきるきる命命命命はははは



 33

すすすすべべべべてつながっているてつながっているてつながっているてつながっている。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカにもにもにもにも、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカ先先先先住住住住民民民民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がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん書書書書かれかれかれかれていたていたていたていた本本本本がががが今今今今たくさたくさたくさたくさんんんん出回出回出回出回っているようでっているようでっているようでっているようで、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりこういったこういったこういったこういった昔昔昔昔のののの人人人人たたたたちちちちがががが自自自自然然然然とととと共共共共存存存存していたようなしていたようなしていたようなしていたような価価価価値観値観値観値観というのはというのはというのはというのは今今今今すごくすごくすごくすごく必要必要必要必要とされているととされているととされているととされていると思思思思いますいますいますいます。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島にはこのにはこのにはこのにはこのすすすすばばばばらしいらしいらしいらしい財財財財産産産産がががが、、、、先先先先人人人人のののの方方方方たたたたちちちちがががが、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい自自自自然然然然のののの中中中中でででで耐耐耐耐えてつくってえてつくってえてつくってえてつくって残残残残してきたしてきたしてきたしてきた知知知知恵恵恵恵ががががあああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆ささささんんんん、、、、そのそのそのその知知知知恵恵恵恵をををを誇誇誇誇りりりりにににに持持持持ってしっかってしっかってしっかってしっかりりりり継継継継承承承承してしてしてして、、、、エコアイランエコアイランエコアイランエコアイランドドドド宮古島宮古島宮古島宮古島というというというという取取取取りりりり組組組組みとともにみとともにみとともにみとともに、、、、世界世界世界世界にににに発発発発信信信信していたしていたしていたしていただだだだきたいなときたいなときたいなときたいなと私私私私はははは思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。最最最最後後後後となとなとなとなりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長にはにはにはには、、、、エコアイランエコアイランエコアイランエコアイランドドドド宮古島構想宮古島構想宮古島構想宮古島構想にかにかにかにかけるけるけるける決決決決意意意意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いますいますいますいます。。。。 

 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長 

  はいはいはいはい。。。。先先先先ほほほほどエコどエコどエコどエコピピピピープルのープルのープルのープルの山口山口山口山口ささささんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっていましたようにっていましたようにっていましたようにっていましたように、、、、宮古宮古宮古宮古のののの人人人人たたたたちちちちはははは、、、、昔昔昔昔はははは、、、、自自自自然然然然にににに対対対対してしてしてしてほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに謙虚謙虚謙虚謙虚にににに、、、、尊尊尊尊敬敬敬敬をををを持持持持ってってってって生生生生きていたきていたきていたきていたんじゃんじゃんじゃん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うううんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、大大大大きなきなきなきな木木木木のののの生生生生えたところえたところえたところえたところやややや、、、、森森森森とかとかとかとか、、、、大大大大きなきなきなきな石石石石、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは井井井井戸戸戸戸とかとかとかとか、、、、そういうところにはそういうところにはそういうところにはそういうところには必必必必ずずずずほほほほこらがあってこらがあってこらがあってこらがあって、、、、宮古宮古宮古宮古ではそこにおではそこにおではそこにおではそこにお参参参参りりりりをするをするをするをするんんんんですよですよですよですよ。。。。私私私私がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、現在現在現在現在住住住住んんんんでいるところにもでいるところにもでいるところにもでいるところにもウマリガウマリガウマリガウマリガーというーというーというーという場場場場所所所所があるがあるがあるがあるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そこはそこはそこはそこは、、、、水水水水がががが湧湧湧湧いておいておいておいておりりりり、、、、降降降降りりりりていってていってていってていって水水水水をくをくをくをくむむむむところでところでところでところで、、、、ややややははははりりりりそこにもそこにもそこにもそこにもちちちちゃんゃんゃんゃんととととほほほほこらがあってこらがあってこらがあってこらがあって、、、、生命生命生命生命のののの源源源源はこのはこのはこのはこの自自自自然然然然がくれているがくれているがくれているがくれている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宮古宮古宮古宮古のののの人人人人たたたたちちちちはわかっていたとはわかっていたとはわかっていたとはわかっていたと思思思思ううううんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、地地地地下水下水下水下水をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり守守守守ろうということでろうということでろうということでろうということで、、、、行政行政行政行政でででで、、、、地地地地下水下水下水下水のののの保保保保護護護護管管管管理理理理条条条条例例例例をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり、、、、それからそれからそれからそれから、、、、市市市市町村町村町村町村合合合合併前併前併前併前のののの上上上上水水水水道企業団道企業団道企業団道企業団がががが水水水水道道道道水水水水源源源源保保保保護条護条護条護条例例例例をつくっをつくっをつくっをつくったたたたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは天天天天女女女女のののの水祭水祭水祭水祭りりりりというというというという祭祭祭祭りりりり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からからからから大大大大人人人人たたたたちちちちまでまでまでまで、、、、しっかしっかしっかしっかりりりり水水水水をををを大事大事大事大事にしようよというようなにしようよというようなにしようよというようなにしようよというような取取取取りりりり組組組組みをしておみをしておみをしておみをしておりりりりましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、市民市民市民市民ののののレベレベレベレベルでもルでもルでもルでも、、、、宮宮宮宮古古古古のののの水水水水をををを守守守守るるるる会等会等会等会等のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな NPO のののの活動活動活動活動があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。 

  またまたまたまた、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題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、、、、行政行政行政行政サイドとしてはサイドとしてはサイドとしてはサイドとしては、、、、八八八八重重重重干瀬干瀬干瀬干瀬や び じ をををを保保保保全全全全するためにするためにするためにするために、、、、ササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁ガガガガイドのイドのイドのイドの養養養養成成成成をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは歴歴歴歴史史史史文文文文化化化化ロードのロードのロードのロードのガガガガイドイドイドイド養養養養成成成成をしたをしたをしたをしたりりりりしておしておしておしておりりりりまままますすすす。。。。またまたまたまた、、、、資源資源資源資源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、、、、牛糞牛糞牛糞牛糞やややや生生生生ゴゴゴゴミなどをミなどをミなどをミなど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マオマオマオマスススス事業事業事業事業にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。企業企業企業企業としてもとしてもとしてもとしても、、、、これまでこれまでこれまでこれまで沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力ささささんんんんによってによってによってによって風風風風力発力発力発力発電電電電やややや太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電のののの実実実実証試証試証試証試験験験験もももも行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますしますしますしますし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄製糖製糖製糖製糖ささささんんんんやややや宮古宮古宮古宮古製糖製糖製糖製糖ささささんんんんではではではではバガバガバガバガスをスをスをスを利用利用利用利用したしたしたした発発発発電電電電をををを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、泡泡泡泡盛盛盛盛工工工工場場場場ではではではでは、、、、泡泡泡泡盛盛盛盛のののの絞絞絞絞りりりりかすでかすでかすでかすでメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵をををを利用利用利用利用したしたしたした発発発発電電電電などもしておなどもしておなどもしておなどもしておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のあったのあったのあったのあった奥奥奥奥島島島島ささささんんんんののののババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールールールールもももも宮古宮古宮古宮古のののの基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業であるサトであるサトであるサトであるサトウウウウキキキキビビビビからからからから出出出出たたたた廃廃廃廃糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜よよよよりりりりエタエタエタエタノノノノールールールール燃燃燃燃料料料料をををを生生生生産産産産するするするする等等等等、、、、先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをしておみをしておみをしておみをしておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、学学学学校校校校やややや市民市民市民市民レベレベレベレベルではルではルではルでは、、、、先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のあったのあったのあったのあった前里前里前里前里先先先先生生生生のののの総総総総合実業合実業合実業合実業高校高校高校高校がががが、、、、ババババイイイイオオオオ－－－－ＰＰＰＰリンのののの研究研究研究研究をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、ソバソバソバソバのののの栽培栽培栽培栽培をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校やややや下下下下地地地地小小小小学学学学校校校校ののののほほほほうではうではうではうでは環境環境環境環境クラブクラブクラブクラブをつくってをつくってをつくってをつくって活動活動活動活動しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。特特特特にににに池間池間池間池間中中中中学学学学はははは環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞をををを取取取取ったというニったというニったというニったというニュュュュースもあったースもあったースもあったースもあったりりりりしてしてしてして、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちももももほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに頑張頑張頑張頑張っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。ままままたたたた、、、、NPO のののの宮古島宮古島宮古島宮古島美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーくググググリリリリーンネットーンネットーンネットーンネット、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは宮古環境宮古環境宮古環境宮古環境クラブのクラブのクラブのクラブの植植植植林林林林活動活動活動活動やややや、、、、野野野野鳥鳥鳥鳥のののの会会会会によるによるによるによる渡渡渡渡りりりり鳥鳥鳥鳥ののののカウカウカウカウントントントントやややや、、、、探鳥探鳥探鳥探鳥会会会会のののの開催開催開催開催、、、、少少少少年自年自年自年自然然然然のののの家家家家によるによるによるによる自自自自然然然然体体体体験験験験等等等等、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに市民市民市民市民レベレベレベレベルでルでルでルで頑張頑張頑張頑張っているしっているしっているしっているし、、、、企業企業企業企業レベレベレベレベルでもルでもルでもルでも頑張頑張頑張頑張っていますっていますっていますっています。。。。行政行政行政行政もももも頑張頑張頑張頑張っていっていっていっているるるるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、報道報道報道報道でもあでもあでもあでもありりりりますようにますようにますようにますように、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄についてはについてはについてはについては宮古島宮古島宮古島宮古島がががが沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内でででで一一一一番番番番ななななんんんんていうていうていうていう話話話話がでるとがでるとがでるとがでると、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの環境環境環境環境はははは、、、、みみみみんんんんなななな頑張頑張頑張頑張っているっているっているっているんんん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市民市民市民市民のののの意識意識意識意識をいまをいまをいまをいま一度一度一度一度変変変変えてえてえてえて、、、、考考考考ええええ直直直直さなけれさなけれさなけれさ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。。。。そそそそんんんんなこともあなこともあなこともあなこともありりりり、、、、このままこのままこのままこのまま
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ではではではでは、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちにににに宮古宮古宮古宮古のののの環境環境環境環境をををを残残残残すことがすことがすことがすことが出出出出来来来来ないのではというおそれがないのではというおそれがないのではというおそれがないのではというおそれが大大大大変変変変大大大大ききききくなっくなっくなっくなってきましててきましててきましててきまして、、、、行政行政行政行政からからからからだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、市民市民市民市民のののの側側側側からもからもからもからも大大大大きなうきなうきなうきなうねりねりねりねりがががが起起起起きてきてきてきてきてきてきてきて、、、、自自自自然然然然発発発発生生生生的的的的にこのエコアイランドにこのエコアイランドにこのエコアイランドにこのエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしましたをしましたをしましたをしました。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに宮古宮古宮古宮古ののののババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールとかールとかールとかールとか、、、、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視察視察視察視察にににに来来来来るるるる人人人人もももも多多多多いいいいしししし、、、、地地地地下下下下ダムをダムをダムをダムを視察視察視察視察にににに来来来来てくれるてくれるてくれるてくれる人人人人もももも多多多多いしいしいしいし、、、、これをしっかこれをしっかこれをしっかこれをしっかりりりりとととと我我我我々々々々がががが、、、、宮古宮古宮古宮古はははは環境環境環境環境をこをこをこをこんんんんなになになになに守守守守っているっているっているっているんんんんだだだだよということをしっかよということをしっかよということをしっかよということをしっかりりりり自分自分自分自分たたたたちちちちでででで実実実実践践践践してしてしてして取取取取りりりり組組組組めめめめばばばば、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく今今今今のののの環境環境環境環境問問問問題題題題というのはというのはというのはというのは、、、、洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットでもあるサミットでもあるサミットでもあるサミットでもある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、、、、もうこれもうこれもうこれもうこれ、、、、地球的地球的地球的地球的なななな問問問問題題題題ですからですからですからですから、、、、日日日日本本本本のののの環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市というというというというだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、世界世界世界世界のののの環境環境環境環境モデモデモデモデルのルのルのルの島島島島としとしとしとしてててて大大大大いにアいにアいにアいにアピピピピールできるールできるールできるールできるんじゃんじゃんじゃん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うううんんんんですよですよですよですよ。。。。そしてそしてそしてそして、、、、宮古宮古宮古宮古はははは、、、、人口人口人口人口 5万万万万 5,000人人人人程程程程でででで、、、、いろいろいろいろんんんんなななな実実実実証証証証をするのにいいをするのにいいをするのにいいをするのにいい島島島島ですのでですのでですのでですので、、、、きっきっきっきっちりちりちりちりとととと環境環境環境環境ののののモデモデモデモデルルルル都都都都市市市市としてエとしてエとしてエとしてエコアイランドコアイランドコアイランドコアイランド宣言宣言宣言宣言をををを皆皆皆皆でででで守守守守ってってってって、、、、ぜぜぜぜひひひひ子子子子供供供供たたたたちちちちにすにすにすにすばばばばらしいらしいらしいらしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを残残残残していきたいものしていきたいものしていきたいものしていきたいものだだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。皆皆皆皆様様様様それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方々々々々ばばばばかかかかりりりりなのでなのでなのでなので、、、、実実実実はははは、、、、与与与与えられたえられたえられたえられた時時時時間間間間はとっくはとっくはとっくはとっくにににに過過過過ぎぎぎぎておておておておりりりりますますますます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、ききききょょょょうううう、、、、これこれこれこれだだだだけけけけ皆皆皆皆ささささんんんんにににに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いているのいているのいているのいているのはははは、、、、3 月月月月 31日日日日にエコアイランドにエコアイランドにエコアイランドにエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をしたわけですをしたわけですをしたわけですをしたわけですねねねね。。。。ここここれからこれをどうれからこれをどうれからこれをどうれからこれをどう実実実実践践践践にににに移移移移していくかということがしていくかということがしていくかということがしていくかということが今今今今一一一一番問番問番問番問われていることですわれていることですわれていることですわれていることです。。。。立立立立派派派派なななな宣言宣言宣言宣言はははは、、、、アドアドアドアドババババルーンルーンルーンルーンはははは打打打打ちちちち上上上上げたけれどげたけれどげたけれどげたけれど、、、、足足足足元元元元にごみがいっにごみがいっにごみがいっにごみがいっぱぱぱぱいいいい散散散散らかっていたのではらかっていたのではらかっていたのではらかっていたのでは、、、、とてもそとてもそとてもそとてもそんんんんなななな看板看板看板看板もももも泣泣泣泣いてしまいいてしまいいてしまいいてしまいますますますますねねねね。。。。恥恥恥恥ずかしいですずかしいですずかしいですずかしいですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、5人人人人のののの方方方方々々々々ののののおおおお話話話話をををを伺伺伺伺いましてもいましてもいましてもいましても、、、、自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、ややややははははりりりりキキキキーワードはーワードはーワードはーワードは「「「「水水水水」」」」、、、、そしてそしてそしてそしてややややははははりりりり「「「「ごごごごみみみみ」」」」かなということをかなということをかなということをかなということを感感感感じじじじましたましたましたました。。。。 ごみとはごみとはごみとはごみとは言言言言ってもさまってもさまってもさまってもさまざざざざまなごみがあまなごみがあまなごみがあまなごみがありりりりますますますます。。。。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「「「「エミッションエミッションエミッションエミッション」」」」とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、私私私私たたたたちちちちがががが普普普普通通通通にににに見見見見るるるる固形固形固形固形のごみのごみのごみのごみ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、、、、液液液液体体体体、、、、水水水水をををを汚汚汚汚さないというこさないというこさないというこさないということもゼロエミッションですともゼロエミッションですともゼロエミッションですともゼロエミッションです。。。。そこからもそこからもそこからもそこからもちちちちろろろろんんんんリリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを進進進進めてめてめてめて、、、、目目目目にににに見見見見えるえるえるえるごみをごみをごみをごみを出出出出さないというさないというさないというさないというののののもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションもゼロエミッションであであであでありりりりますけどますけどますけどますけど、、、、水水水水をををを汚汚汚汚さないということもゼロエミさないということもゼロエミさないということもゼロエミさないということもゼロエミッションッションッションッション。。。。そしてそしてそしてそして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にいるとにいるとにいるとにいると、、、、空空空空気気気気があまがあまがあまがあまりりりりにもきれいですからにもきれいですからにもきれいですからにもきれいですから感感感感じじじじないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれませませませませんんんんけどけどけどけど、、、、空空空空気気気気をををを汚汚汚汚さないということもゼロエミッションですさないということもゼロエミッションですさないということもゼロエミッションですさないということもゼロエミッションです。。。。ですからですからですからですから、、、、それそれそれそれもももも含含含含めめめめてててて水水水水、、、、そしてゼロエミッションがそしてゼロエミッションがそしてゼロエミッションがそしてゼロエミッションがキキキキーワードかなとーワードかなとーワードかなとーワードかなと思思思思いいいいますますますます。。。。これをこれをこれをこれ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大事大事大事大事ですですですですねねねね。。。。結結結結果果果果をををを出出出出していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけませいけませいけませいけませんんんん。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、もうもうもうもう時時時時間間間間ははははほほほほととととんんんんどあどあどあどありりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん、、、、もうたくさもうたくさもうたくさもうたくさんんんん言言言言いたいこといたいこといたいこといたいことがあるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううんんんんですけれどですけれどですけれどですけれど、、、、一言一言一言一言、、、、これをこれをこれをこれを行行行行動動動動するためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいかするためにどうしたらいいか、、、、行行行行動動動動にににに対対対対ししししてててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにににに行行行行動動動動してしてしてしてほほほほしいことしいことしいことしいこと、、、、行行行行動動動動するにはするにはするにはするには何何何何をすをすをすをすべべべべきかきかきかきか、、、、それをそれをそれをそれを一言一言一言一言ずつずつずつずつ、、、、1 分分分分 30秒秒秒秒かかかか 1 分分分分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、、、、大大大大変変変変申申申申しわけあしわけあしわけあしわけありりりりませませませませんんんんがががが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。順順順順序序序序はははは同同同同じじじじくくくく、、、、坂坂坂坂本本本本様様様様からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長までまでまでまで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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ドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーー 

  私私私私はははは、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ講講講講師師師師のののの皆皆皆皆様様様様からおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺ってってってって、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの現現現現状状状状のののの認識認識認識認識をををを新新新新たにしましたたにしましたたにしましたたにしました。。。。私私私私はははは、、、、一一一一番番番番基本基本基本基本になになになになりりりり確確確確実実実実にににに成成成成果果果果をををを生生生生むむむむのはのはのはのは環境環境環境環境教育教育教育教育だだだだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そそそそれはれはれはれは、、、、子子子子供供供供ささささんんんんがががが、、、、家家家家庭庭庭庭でででで、、、、ごごごご両両両両親親親親とととと一一一一緒緒緒緒にににに考考考考ええええ行行行行動動動動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力力力力になるからでになるからでになるからでになるからですすすす。。。。「「「「おおおお父父父父ささささんんんん、、、、おおおお母母母母ささささんんんん、、、、僕僕僕僕らのらのらのらの時代時代時代時代をををを一一一一緒緒緒緒につくっていこうよにつくっていこうよにつくっていこうよにつくっていこうよ」」」」ということですということですということですということです。。。。これをこれをこれをこれをキキキキーワードにーワードにーワードにーワードにしていたしていたしていたしていただだだだけたらとけたらとけたらとけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。市市市市長長長長ささささんんんんからからからからもももも、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい小小小小学学学学校校校校・・・・中中中中学学学学校校校校ののののごごごご紹介紹介紹介紹介があがあがあがあ
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りりりりましたましたましたました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、そういうそういうそういうそういう行行行行動動動動をををを全全全全市市市市のののの小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校にににに広広広広めてめてめてめていたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば新新新新しいしいしいしい力力力力になるになるになるになるんじゃんじゃんじゃんじゃないかなとないかなとないかなとないかなと、、、、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っておっておっておりりりりますますますます。。。。 

 前里教諭前里教諭前里教諭前里教諭 

 今今今今、、、、伊波伊波伊波伊波先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、ややややははははりりりり絵絵絵絵にかいたもにかいたもにかいたもにかいたもちちちちではではではでは何何何何事事事事もももも進進進進みませみませみませみませんんんん。。。。まずまずまずまず何何何何をするかをするかをするかをするか、、、、ですですですですねねねね。。。。このこのこのこの島島島島はははは、、、、はっきはっきはっきはっきりりりり言言言言いましていましていましていまして、、、、農農農農業業業業のののの島島島島だだだだとととと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。ややややははははりりりり将将将将来来来来もももも、、、、産業構産業構産業構産業構造造造造のののの基盤基盤基盤基盤はははは農農農農業業業業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。。。。ですからですからですからですから、、、、農農農農業業業業がががが、、、、あるあるあるある面面面面、、、、今生今生今生今生産産産産性性性性はしっかはしっかはしっかはしっかりりりりしているとしているとしているとしていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今度度度度はいかにはいかにはいかにはいかに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、、、、地地地地下水下水下水下水にににに配配配配慮慮慮慮したしたしたした農農農農業業業業ができるかということができるかということができるかということができるかということ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。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、地地地地下水下水下水下水保保保保全全全全型型型型農農農農業業業業ということということということということをををを出出出出しているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれどもしているわけですけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、ややややははははりりりり基本的基本的基本的基本的にはあまにはあまにはあまにはあまりりりり化学化学化学化学肥肥肥肥料料料料やややや化学化学化学化学農農農農薬薬薬薬にににに依依依依存存存存しないしないしないしない農農農農業業業業をいかにをいかにをいかにをいかに実実実実践践践践できるかできるかできるかできるか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、ビビビビニールニールニールニールやややや廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、含含含含めてですめてですめてですめてですがががが、、、、そそそ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いかにをいかにをいかにをいかに出出出出さないかさないかさないかさないか。。。。必要必要必要必要最最最最小小小小限限限限なななな施設施設施設施設でのでのでのでの農農農農業業業業、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、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農農農農業業業業はできないかということをはできないかということをはできないかということをはできないかということを 1 つのつのつのつのキキキキーワードにしたいとーワードにしたいとーワードにしたいとーワードにしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  すみませすみませすみませすみませんんんん。。。。一言一言一言一言ずつずつずつずつ、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 奥奥奥奥島島島島室長室長室長室長 

  ババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールをールをールをールをややややっているっているっているっている基本的基本的基本的基本的なななな背背背背景景景景はははは、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業をををを支援支援支援支援するするするする、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビ農農農農業業業業をををを繁繁繁繁栄栄栄栄させるためのさせるためのさせるためのさせるための支援事業支援事業支援事業支援事業であるということはであるということはであるということはであるということは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん少少少少しおわかしおわかしおわかしおわかりりりりになったとになったとになったとになったと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややははははりりりりこれからこれからこれからこれから農農農農業業業業のののの基盤基盤基盤基盤をををを強化強化強化強化するためにするためにするためにするために何何何何がががが必要必要必要必要かというかというかというかということことことことになるとになるとになるとになると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの農農農農業業業業ではではではでは考考考考えられなかったえられなかったえられなかったえられなかった切切切切りりりり口口口口やややや見見見見方方方方でででで、、、、科学的科学的科学的科学的なななな検検検検証証証証とかとかとかとか、、、、科学科学科学科学的的的的なななな農農農農業業業業のあのあのあのありりりり方方方方とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新たなたなたなたな目目目目線線線線をををを入入入入れていくということがれていくということがれていくということがれていくということが大大大大切切切切だだだだとととと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味においてにおいてにおいてにおいて、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビもももも、、、、ままままだだだだ砂砂砂砂糖糖糖糖をををを取取取取るるるるだだだだけでけでけでけで終終終終わっていてわっていてわっていてわっていて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、バガバガバガバガススススやややや鞘鞘鞘鞘頭頭頭頭部部部部がもっとがもっとがもっとがもっと有効利用有効利用有効利用有効利用できないかできないかできないかできないか。。。。今今今今、、、、穀穀穀穀物物物物飼飼飼飼料料料料がががが問問問問題題題題になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、飼飼飼飼料料料料にもにもにもにも非常非常非常非常にににに有効有効有効有効にににに使使使使えるというえるというえるというえるという話話話話があるがあるがあるがある、、、、バガバガバガバガスもスもスもスも使使使使えるというえるというえるというえるという話話話話があるがあるがあるがある。。。。それがそれがそれがそれが我我我我々々々々からからからから出出出出てくるてくるてくるてくる酵母酵母酵母酵母もももも、、、、蛋蛋蛋蛋白白白白質原質原質原質原としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに価価価価値値値値があるというがあるというがあるというがあるというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。そそそそういうものをういうものをういうものをういうものを使使使使っていけっていけっていけっていけるかどうかというのはるかどうかというのはるかどうかというのはるかどうかというのは科学的科学的科学的科学的検検検検証証証証がががが必要必要必要必要ななななんんんんですですですです。。。。 そういうのとかそういうのとかそういうのとかそういうのとか、、、、もうもうもうもう一一一一つすごいのはつすごいのはつすごいのはつすごいのは、、、、昔昔昔昔からからからから砂砂砂砂糖糖糖糖、、、、黒黒黒黒砂砂砂砂糖糖糖糖のののの中中中中にはにはにはには薬薬薬薬のののの成分成分成分成分があるとがあるとがあるとがあると言言言言われていてわれていてわれていてわれていて、、、、体体体体にいいにいいにいいにいい有有有有価価価価成分成分成分成分がががが非常非常非常非常にあるにあるにあるにある。。。。おおおお砂砂砂砂糖糖糖糖はははは、、、、結結結結晶晶晶晶化化化化してしてしてして白白白白砂砂砂砂糖糖糖糖になるものになるものになるものになるものだだだだけどけどけどけど、、、、そのそのそのそ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糖蜜糖蜜糖蜜糖蜜のののの中中中中にもっとにもっとにもっとにもっと人人人人間間間間のののの体体体体にににに生理生理生理生理活活活活性性性性成分成分成分成分でででで非常非常非常非常にににに有効有効有効有効なのなのなのなのがたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるあるあるある。。。。これをこれをこれをこれを抽抽抽抽出出出出するのもするのもするのもするのも科学技術科学技術科学技術科学技術ななななんんんんですですですです。。。。そういうそういうそういうそういう有有有有価価価価物物物物にはにはにはには、、、、食食食食生生生生活活活活にににに還還還還元元元元するものもあるわけですするものもあるわけですするものもあるわけですするものもあるわけです。。。。ですからですからですからですから、、、、これをこれをこれをこれをほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに商商商商品品品品化化化化してしてしてして、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島のののの産業産業産業産業にににに育育育育てるためにもてるためにもてるためにもてるためにも、、、、農農農農業基盤業基盤業基盤業基盤ををををベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術のののの芽芽芽芽とととというものをいうものをいうものをいうものを、、、、将将将将来来来来、、、、ここにここにここにここに来来来来られているられているられているられている若若若若いいいい子子子子たたたたちちちちがががが担担担担えるようなえるようなえるようなえるような新新新新たなたなたなたな芽芽芽芽をををを今今今今からつくっていくというからつくっていくというからつくっていくというからつくっていくということもこともこともことも必要必要必要必要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。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  大大大大変変変変夢夢夢夢のあるおのあるおのあるおのあるお話話話話でででで、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく、、、、サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビのののの総総総総合利用合利用合利用合利用、、、、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モデモデモデモデルでルでルでルですすすす。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、山口山口山口山口ささささんんんん。。。。 
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山口代表山口代表山口代表山口代表 

  私私私私たたたたちちちちはははは、、、、健健健健康康康康でででで、、、、健全健全健全健全なななな自自自自然然然然環境環境環境環境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ていけないきていけないきていけないきていけない存存存存在在在在だだだだというというというという現実現実現実現実、、、、事実事実事実事実をををを皆皆皆皆ささささんんんんしっかしっかしっかしっかりりりり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、、、、そのそのそのその上上上上でででで宮古島宮古島宮古島宮古島においてはどういうライフスタイにおいてはどういうライフスタイにおいてはどういうライフスタイにおいてはどういうライフスタイルをルをルをルを家家家家庭庭庭庭のののの中中中中でででで送送送送れれれればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、どういうどういうどういうどういう島社会島社会島社会島社会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いいのかといういいのかといういいのかといういいのかという事事事事をしをしをしをしっかっかっかっかりりりり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るけるけるける、、、、今日今日今日今日のこういうフォーラムがきっかけになれのこういうフォーラムがきっかけになれのこういうフォーラムがきっかけになれのこういうフォーラムがきっかけになればばばばとととと思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。 あとあとあとあと、、、、水水水水はははは、、、、皆皆皆皆ささささんんんん使使使使ったったったった後後後後はははは排水排水排水排水としてとしてとしてとして流流流流しますしますしますします。。。。流流流流したしたしたした後後後後にににに消消消消えるわけではないえるわけではないえるわけではないえるわけではないんんんんですですですですねねねね。。。。またまたまたまた、、、、水水水水はははは、、、、新新新新しいしいしいしい水水水水がががが宇宙宇宙宇宙宇宙からからからから降降降降ってくるわけってくるわけってくるわけってくるわけじゃじゃじゃじゃないないないない。。。。同同同同じじじじ水水水水をををを循環循環循環循環させなさせなさせなさせながらみがらみがらみがらみんんんんなななな使使使使っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、水水水水をををを汚汚汚汚せせせせばばばば、、、、今今今今度度度度はははは自分自分自分自分たたたたちちちちのののの飲飲飲飲みみみみ水水水水がががが汚汚汚汚れれれれたたたた水水水水としてまたとしてまたとしてまたとしてまた返返返返ってきますってきますってきますってきます。。。。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もでもでもでも、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに地地地地下水下水下水下水もももも含含含含めてめてめてめて、、、、おおおお水水水水をををを大事大事大事大事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。。。。 

  あとあとあとあと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島はははは森森森森林林林林率率率率がががが非常非常非常非常にににに低低低低いいいいんんんんですですですですねねねね。。。。森森森森というのはというのはというのはというのは、、、、水水水水をきれいにするをきれいにするをきれいにするをきれいにする浄浄浄浄化化化化作作作作用用用用やややや保保保保水水水水能力能力能力能力があがあがあがありりりりますますますます。。。。私私私私はははは森森森森林農林農林農林農業業業業というというというという農農農農業業業業にににに関関関関心心心心があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは森森森森、、、、木木木木をををを伐伐伐伐採採採採しないでしないでしないでしないで、、、、木木木木々々々々のののの間間間間にににに農農農農作作作作物物物物をををを植植植植えながらえながらえながらえながら生生生生産産産産していくしていくしていくしていく農農農農業業業業ななななんんんんですがですがですがですが、、、、こういったこういったこういったこういった森森森森林農林農林農林農業業業業のようなのようなのようなのような農農農農業業業業もももも宮古島宮古島宮古島宮古島のののの森森森森をををを増増増増ややややしながらしながらしながらしながら、、、、何何何何かかかか宮古宮古宮古宮古のののの自自自自然然然然条件条件条件条件ににににぴぴぴぴったったったったりりりり合合合合っっっったたたた農農農農作作作作物物物物をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、人人人人のののの暮暮暮暮らしもらしもらしもらしも森森森森もももも豊豊豊豊かでかでかでかで、、、、水水水水もきれいでもきれいでもきれいでもきれいで、、、、海海海海もももも美美美美しいしいしいしい宮古島宮古島宮古島宮古島をををを、、、、子子子子供供供供にはにはにはには財財財財産産産産ではなくではなくではなくではなく、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自然然然然環境環境環境環境とととと社会社会社会社会をををを残残残残してあげたいなとしてあげたいなとしてあげたいなとしてあげたいなと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。ではではではでは、、、、最最最最後後後後にににに、、、、市市市市長長長長、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長 

  はいはいはいはい。。。。環境環境環境環境もももも大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、行政行政行政行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性性性性化化化化もももも考考考考えなくてはなえなくてはなえなくてはなえなくてはなりりりりませませませませんんんん。。。。そそそそこでこでこでこで環境環境環境環境をををを地域活地域活地域活地域活性性性性のののの起起起起爆剤爆剤爆剤爆剤としてとしてとしてとして、、、、観光観光観光観光とととと農農農農業業業業とをとをとをとをリリリリンクさせたンクさせたンクさせたンクさせた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ついてについてについてについて、、、、今今今今、、、、慶應義塾慶應義塾慶應義塾慶應義塾大学等大学等大学等大学等ともともともとも連連連連携携携携してしてしてして事業事業事業事業をををを進進進進めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。これでこれでこれでこれで宮古宮古宮古宮古のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい、、、、健健健健康康康康なななな野野野野菜菜菜菜をををを日日日日本本本本中中中中のののの人人人人ににににぜぜぜぜひひひひ食食食食べべべべさせてあげたいなとさせてあげたいなとさせてあげたいなとさせてあげ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。。。。 またまたまたまた、、、、今日今日今日今日はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんのののの子子子子供供供供たたたたちちちちがががが来来来来ていますていますていますています。。。。今今今今、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高ではではではでは下下下下地地地地とととと池間池間池間池間にしかにしかにしかにしか環境環境環境環境プログラムはないとプログラムはないとプログラムはないとプログラムはないと聞聞聞聞いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、ぜぜぜぜひひひひ宮古宮古宮古宮古のののの子子子子供供供供たたたたちちちちにににに環境環境環境環境プログラムをプログラムをプログラムをプログラムを実施実施実施実施してもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいとしてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして市市市市としてとしてとしてとしてはははは、、、、環境環境環境環境副副副副読読読読本本本本をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、みみみみんんんんなになになになに配配配配っっっってててて、、、、ぜぜぜぜひひひひ子子子子供供供供たたたたちちちちにににに未未未未来来来来のののの宮古島宮古島宮古島宮古島をしっかをしっかをしっかをしっかりりりりとととと担担担担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基盤基盤基盤基盤づくづくづくづくりりりりをしていをしていをしていをしていきたいときたいときたいときたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  はいはいはいはい、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。最最最最後後後後にににに、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生、、、、講評講評講評講評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。。。。 

 鈴木鈴木鈴木鈴木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代表代表代表代表 

  客客客客席席席席ののののほほほほうでうでうでうで、、、、5人人人人のののの方方方方々々々々のののの熱熱熱熱いいいい思思思思いをいをいをい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てきましてきましてきまして、、、、ここにおここにおここにおここにお集集集集ままままりりりりのののの方方方方々々々々とととと同様同様同様同様にににに、、、、このこのこのこの集集集集ままままりりりりがががが、、、、このこのこのこの宮古島宮古島宮古島宮古島のののの新新新新しいしいしいしい出出出出発発発発点点点点となるとなるとなるとなる 1 つのきっかけであるというつのきっかけであるというつのきっかけであるというつのきっかけであるという、、、、そういうそういうそういうそういう確確確確信信信信にににに満満満満ちちちちたものをたものをたものをたものを感感感感じじじじ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。。。。 将将将将来来来来、、、、一体一体一体一体どうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのか。。。。最最最最初初初初のののの話話話話でででで申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、ややややははははりりりり将将将将来来来来ビビビビジョジョジョジョンンンン、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島がどうなっていくかというがどうなっていくかというがどうなっていくかというがどうなっていくかという将将将将来来来来ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを共共共共有有有有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はないかとおではないかとおではないかとおではないかとおもいますもいますもいますもいます。。。。何何何何かかかかビビビビジョンというとジョンというとジョンというとジョンというと夢夢夢夢のようなのようなのようなのような何何何何かをというのではなくてかをというのではなくてかをというのではなくてかをというのではなくて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、二二二二酸酸酸酸化化化化
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炭炭炭炭素素素素にににに関関関関してはしてはしてはしては 2050 年年年年にににに 50%削減削減削減削減というというというという話話話話があがあがあがありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、2020 年年年年はあるいははあるいははあるいははあるいは、、、、30 年年年年ははははどうするのかどうするのかどうするのかどうするのか。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、ごくごくごくごく身身身身近近近近なところでなところでなところでなところで、、、、ややややははははりりりり島島島島をどうするのかということををどうするのかということををどうするのかということををどうするのかということを考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるといいとるといいとるといいとるといいと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、まずまずまずまず現現現現状状状状のののの問問問問題題題題をををを解決解決解決解決するというするというするというするということもこともこともことも 1 つですつですつですつです。。。。それそれそれそれだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ややややははははりりりり長長長長期期期期的的的的将将将将来来来来にににに向向向向かってかってかってかって何何何何をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか、、、、こういうようなことがこういうようなことがこういうようなことがこういうようなことが必要必要必要必要だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには宮古島宮古島宮古島宮古島はははは一体一体一体一体どういうものにどういうものにどういうものにどういうものに依依依依りりりり立立立立ってってってって成成成成りりりり立立立立っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、これをこれをこれをこれ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くことがくことがくことがくことが重要重要重要重要でしでしでしでしょょょょうううう。。。。ききききょょょょうもうもうもうも的的的的確確確確にいろいろなおにいろいろなおにいろいろなおにいろいろなお話話話話がががが出出出出たとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。当面当面当面当面のののの問問問問題題題題はははは、、、、地地地地下水下水下水下水のののの汚染汚染汚染汚染であったであったであったであったりりりり、、、、あるいあるいあるいあるいはごみのはごみのはごみのはごみの問問問問題題題題であったであったであったであったりりりり、、、、まあまあまあまあ、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話があったとおがあったとおがあったとおがあったとおりりりりですがですがですがですが、、、、将将将将来的来的来的来的にはにはにはにはややややははははりりりり島島島島のののの産業産業産業産業をををを、、、、農農農農業業業業、、、、しかもサトしかもサトしかもサトしかもサトウウウウキキキキビビビビ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ベベベベースにしてこれからもースにしてこれからもースにしてこれからもースにしてこれからも進進進進めてめてめてめていくいくいくいく。。。。そしてそしてそしてそして、、、、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ベベベベースにしてースにしてースにしてースにして、、、、物物物物質質質質循環循環循環循環系系系系をつくをつくをつくをつくりりりり上上上上げるげるげるげる。。。。このためにはこのためにはこのためにはこのためには、、、、島島島島ににににとってはとってはとってはとってはややややははははりりりり水水水水とエネルとエネルとエネルとエネルギギギギーというものがーというものがーというものがーというものが最最最最低限低限低限低限必要必要必要必要なことでもあなことでもあなことでもあなことでもありりりりますますますますねねねね、、、、食糧食糧食糧食糧もそうですもそうですもそうですもそうです。。。。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一体一体一体一体どこからどこからどこからどこから得得得得るのかるのかるのかるのか。。。。 水水水水ということになるとということになるとということになるとということになると、、、、地地地地下水下水下水下水はははは本本本本当当当当にににに脆弱脆弱脆弱脆弱ななななんんんんですですですですねねねね、、、、壊壊壊壊れれれれややややすいものすいものすいものすいもの。。。。一一一一たたたたんんんん汚汚汚汚ししししてしまったらてしまったらてしまったらてしまったら、、、、もうあとはもうあとはもうあとはもうあとは大大大大変変変変ですですですです。。。。10 年年年年、、、、20 年年年年できれいになるなできれいになるなできれいになるなできれいになるなんんんんてててて思思思思っていたらっていたらっていたらっていたらだだだだめめめめですですですです。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう数数数数世世世世代後代後代後代後にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす。。。。いかにしていかにしていかにしていかにして汚汚汚汚さないようにするかさないようにするかさないようにするかさないようにするか、、、、これがまこれがまこれがまこれがまずずずず第第第第 1 だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思っていましたらっていましたらっていましたらっていましたら、、、、先先先先ほほほほどどどど前里前里前里前里先先先先生生生生のののの、、、、湧湧湧湧きききき水水水水のののの硝硝硝硝酸酸酸酸イイイイオオオオンのンのンのンの濃濃濃濃度度度度がががが 8.6でしたかでしたかでしたかでしたか、、、、びっくびっくびっくびっくりりりりしましたしましたしましたしました。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもう 10 をををを超超超超えたらえたらえたらえたら、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちやややや赤赤赤赤ちちちちゃんゃんゃんゃんにはにはにはには飲飲飲飲ませませませませられないですられないですられないですられないですねねねね。。。。メメメメトトトトヘヘヘヘモモモモグログログログロビビビビンンンン血血血血症症症症というというというという、、、、赤赤赤赤血血血血球球球球のののの酸酸酸酸素素素素輸輸輸輸送送送送能力能力能力能力にににに危危危危害害害害をををを与与与与えますえますえますえます。。。。そういうところまでもうそういうところまでもうそういうところまでもうそういうところまでもう来来来来てしまっているとすれてしまっているとすれてしまっているとすれてしまっているとすればばばば、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに気気気気をつけなきをつけなきをつけなきをつけなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。地地地地下水下水下水下水もももも、、、、今今今今まではきれいまではきれいまではきれいまではきれいだだだだったったったった、、、、しかししかししかししかし、、、、人人人人間間間間活動活動活動活動がこれがこれがこれがこれだだだだけけけけ活発活発活発活発になったからどになったからどになったからどになったからどんんんんどどどどんんんん汚汚汚汚れていっているということでしれていっているということでしれていっているということでしれていっているということでしょょょょうううう。。。。だだだだからからからから、、、、今今今今ともかくともかくともかくともかく何何何何かしなけれかしなけれかしなけれかしなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。これはもうこれはもうこれはもうこれはもうママママストストストスト(must)ですですですですねねねね。。。。今今今今すすすすぐぐぐぐややややらなきらなきらなきらなきゃゃゃゃいけないいけないいけないいけない。。。。ややややははははりりりり将将将将来来来来にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、食糧食糧食糧食糧、、、、農農農農業業業業、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、ここではここではここではここでは、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にとってにとってにとってにとってババババイイイイオオオオエタエタエタエタノノノノールのプロジェクトというールのプロジェクトというールのプロジェクトというールのプロジェクトというののののはははは世界世界世界世界ののののモデモデモデモデルになルになルになルになりりりりうるうるうるうる貴重貴重貴重貴重なプロジェクトですなプロジェクトですなプロジェクトですなプロジェクトです。。。。日日日日本本本本ではもではもではもではもちちちちろろろろんんんんですがですがですがですが、、、、これをいこれをいこれをいこれをいかにかにかにかに、、、、どうどうどうどうややややってってってって育育育育てるかてるかてるかてるか。。。。もうもうもうもう、、、、思思思思いいいい切切切切ってってってって、、、、ここのここのここのここの島島島島へへへへ来来来来たらたらたらたらガソリガソリガソリガソリンのにおいがしンのにおいがしンのにおいがしンのにおいがしないないないない。。。。エタエタエタエタノノノノールでみールでみールでみールでみんんんんなななな走走走走っているっているっているっている。。。。それをそれをそれをそれを変変変変えなけれえなけれえなけれえなければばばば、、、、もうもうもうもう車車車車をとめるをとめるをとめるをとめる。「。「。「。「ここへここへここへここへ行行行行きききき来来来来するするするする船船船船はエタはエタはエタはエタノノノノールでールでールでールで走走走走りりりり、、、、飛飛飛飛行機行機行機行機もエタもエタもエタもエタノノノノールでールでールでールで飛飛飛飛ぶぶぶぶ」」」」ぐぐぐぐらいのところをらいのところをらいのところをらいのところを目指目指目指目指してしてしてしてややややってみられたらいかがでしってみられたらいかがでしってみられたらいかがでしってみられたらいかがでしょょょょうううう。。。。まあまあまあまあ、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと極極極極端端端端なことをなことをなことをなことを申申申申しししし上上上上げますがげますがげますがげますが、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのことがあらいのことがあらいのことがあらいのことがありりりりますとますとますとますと、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島にさらにまたそのにさらにまたそのにさらにまたそのにさらにまたその活動活動活動活動にににに参加参加参加参加したいとしたいとしたいとしたいと思思思思われるわれるわれるわれる外外外外のののの方方方方々々々々がががが増増増増えるでしえるでしえるでしえるでしょょょょうううう。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方をををを受受受受けけけけ入入入入れてれてれてれて、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、観光観光観光観光産業産業産業産業、、、、環境環境環境環境観光観光観光観光、、、、環境環境環境環境をををを観光観光観光観光化化化化していくとしたらしていくとしたらしていくとしたらしていくとしたら、、、、一体環境一体環境一体環境一体環境としてどういうものをとしてどういうものをとしてどういうものをとしてどういうものを準備準備準備準備してしてしてして、、、、そしてそういうもののそしてそういうもののそしてそういうもののそしてそういうものの参加参加参加参加者者者者にもきっにもきっにもきっにもきっちりちりちりちりとととと負担負担負担負担をしてもらうというをしてもらうというをしてもらうというをしてもらうという、、、、そういうそういうそういうそういう新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みができるのではないでみができるのではないでみができるのではないでみができるのではないでししししょょょょうかうかうかうか。。。。 

  自自自自然然然然とととと人人人人間間間間とのつながとのつながとのつながとのつながりりりりということでということでということでということで、、、、昔昔昔昔のいろいろのいろいろのいろいろのいろいろ伝伝伝伝統統統統的的的的なななな話話話話であったであったであったであったりりりり、、、、自自自自然然然然とととと信信信信仰仰仰仰のののの問問問問題題題題であったであったであったであったりりりり、、、、いろいろなものがいろいろなものがいろいろなものがいろいろなものが、、、、これはこれはこれはこれは昔昔昔昔、、、、日日日日本本本本にににに間違間違間違間違いなくあったものがいなくあったものがいなくあったものがいなくあったものが、、、、すすすすべべべべてててて西西西西洋洋洋洋化化化化されてされてされてされて消消消消えていってしまってえていってしまってえていってしまってえていってしまって、、、、ここにまここにまここにまここにまだだだだ一一一一部部部部がががが残残残残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、、、、そういうそういうそういうそういうことなのかもしれませことなのかもしれませことなのかもしれませことなのかもしれませんんんん。。。。失失失失われるわれるわれるわれる前前前前にににに、、、、ややややははははりりりりここここういうものもきっういうものもきっういうものもきっういうものもきっちりちりちりちりとととと、、、、それなそれなそれなそれなりりりりのののの形形形形でででで育育育育てていくてていくてていくてていく。。。。地球環境地球環境地球環境地球環境のののの問問問問題題題題であであであでありりりり、、、、多多多多くのくのくのくの環境環境環境環境問問問問題題題題がががが、、、、先先先先ほほほほどどどど産業産業産業産業革革革革命命命命とととと申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、近近近近代代代代科学科学科学科学がががが生生生生まれたことによってまれたことによってまれたことによってまれたことによって自自自自然然然然をををを人人人人間間間間がががが弱弱弱弱体化体化体化体化していったしていったしていったしていった、、、、これによっこれによっこれによっこれによってててて生生生生まれたものなまれたものなまれたものなまれたものなんんんんですですですですねねねね。。。。西西西西洋洋洋洋のサイエンテのサイエンテのサイエンテのサイエンティィィィストのストのストのストの多多多多くのくのくのくの人人人人がががが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの人人人人間間間間とととと環環環環境境境境のののの問問問問題題題題をををを考考考考えていくときにえていくときにえていくときにえていくときに、、、、東洋東洋東洋東洋のようにのようにのようにのように、、、、ややややははははりりりり人人人人間間間間がががが自自自自然然然然のののの一一一一部部部部であるであるであるである、、、、一体化一体化一体化一体化ししししてててて考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという哲哲哲哲学学学学がががが必要必要必要必要ではないかというようなことをではないかというようなことをではないかというようなことをではないかというようなことを西西西西洋洋洋洋のののの方方方方々々々々もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃるよるよるよるようになってきておうになってきておうになってきておうになってきておりりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、ここもここもここもここも、、、、あるあるあるある意意意意味味味味ではではではでは 1 つのつのつのつの例例例例をををを示示示示すよすよすよすようううう
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なことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないとなことになるのかもしれないと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど、、、、このシンこのシンこのシンこのシンポポポポジジジジウウウウムのムのムのムの前前前前のののの、、、、高校生高校生高校生高校生のののの方方方方々々々々ののののババババンドをンドをンドをンドを 2 つつつつ聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていただだだだいていていていて、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、男男男男性性性性ののののババババンドのンドのンドのンドの若若若若いいいい二人二人二人二人がががが、、、、あまあまあまあまりりりり尊尊尊尊いいいい自自自自然然然然、、、、土土土土であであであでありりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは緑緑緑緑でででであああありりりり、、、、海海海海であであであでありりりり、、、、身身身身近近近近にあにあにあにありりりり過過過過ぎぎぎぎてててて大大大大切切切切さをさをさをさを見見見見失失失失っているのではないかというようなことっているのではないかというようなことっているのではないかというようなことっているのではないかというようなことにににに近近近近いことをおっしいことをおっしいことをおっしいことをおっしゃゃゃゃいましていましていましていまして、、、、私私私私はははは、、、、本本本本当当当当にそのとおにそのとおにそのとおにそのとおりだりだりだりだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、なおかなおかなおかなおかつつつつ、、、、今今今今環境環境環境環境にににに対対対対してしてしてして私私私私たたたたちちちちがががが何何何何かをしようというのはかをしようというのはかをしようというのはかをしようというのは、、、、実実実実はははは若若若若いいいい方方方方々々々々ははははやりやりやりやりたいとたいとたいとたいと思思思思ってってってってもももも、、、、照照照照れくさいれくさいれくさいれくさい面面面面もあるもあるもあるもあるんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。大大大大人人人人ががががややややっていないからですっていないからですっていないからですっていないからですねねねね。。。。そういうそういうそういうそういうところをところをところをところをぜぜぜぜひひひひ乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて、、、、勇勇勇勇気気気気をををを持持持持ってってってって、、、、ぜぜぜぜひひひひ環境環境環境環境問問問問題題題題にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ参加参加参加参加されるといいのでされるといいのでされるといいのでされるといいのではないかはないかはないかはないか。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた、、、、大大大大人人人人のののの側側側側もももも、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ皿皿皿皿をしっかをしっかをしっかをしっかりりりりとつくってとつくってとつくってとつくって、、、、大大大大人人人人のののの側側側側ももももややややははははりりりり努努努努力力力力をするをするをするをする。。。。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、、、、ぜぜぜぜひこのひこのひこのひこの宮古島宮古島宮古島宮古島、、、、そしてそしてそしてそして新新新新しいしいしいしい世世世世代代代代にににに共共共共有有有有されるされるされるされるモデモデモデモデルルルルをおつくをおつくをおつくをおつくりりりりいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばばとととと、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことを願願願願っていますっていますっていますっています。。。。そのためにもまたそのためにもまたそのためにもまたそのためにもまた制制制制度度度度づくづくづくづくりりりり、、、、仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりり、、、、行政行政行政行政ののののほほほほうはいろいろうはいろいろうはいろいろうはいろいろ大大大大変変変変なことがおあなことがおあなことがおあなことがおありだりだりだりだろうとろうとろうとろうと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、NPO 的的的的なななな活動活動活動活動ももももぜぜぜぜひひひひ育育育育てていたてていたてていたて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。。。。祈祈祈祈ることることることること、、、、願願願願うことがたくさうことがたくさうことがたくさうことがたくさんんんんあってあってあってあって、、、、まとまとまとまとめになめになめになめになりりりりませませませませんんんんがががが、、、、たたたただだだだ、、、、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活動活動活動活動がががが着着着着々々々々とととと進進進進んんんんでいくでいくでいくでいく状況状況状況状況がががが、、、、外外外外からもからもからもからも、、、、中中中中のののの人人人人たたたたちちちちにもにもにもにも、、、、見見見見えるようなえるようなえるようなえるような、、、、そういうそういうそういうそういう指指指指標標標標がもしあるとがもしあるとがもしあるとがもしあると、、、、非常非常非常非常にすにすにすにすばばばばらしいものになるらしいものになるらしいものになるらしいものになるんじゃんじゃんじゃんじゃないかないかないかないか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺についてもについてもについてもについても、、、、島島島島のののの中中中中でででで皆皆皆皆ささささんんんんのののの議議議議論論論論でででで進進進進めていためていためていためていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。ここここんんんんなところでよろしいでしなところでよろしいでしなところでよろしいでしなところでよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。 

 伊波教授伊波教授伊波教授伊波教授 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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）））） 

  一一一一応応応応これでこれでこれでこれで一一一一通通通通りりりり終終終終わわわわりりりりましたがましたがましたがましたが、、、、私私私私がががが、、、、最最最最後後後後にににに、、、、皆皆皆皆様様様様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うのはうのはうのはうのは、、、、もうもうもうもう残残残残されているされているされているされている時時時時間間間間はあまはあまはあまはあまりりりりないないないない。。。。前里前里前里前里先先先先生生生生がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃられたようにられたようにられたようにられたように、、、、水水水水がががが汚染汚染汚染汚染されているされているされているされている。。。。もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら、、、、想想想想像像像像はしたくはしたくはしたくはしたくないけれどないけれどないけれどないけれど、、、、水水水水がががが汚染汚染汚染汚染されてされてされてされて飲飲飲飲めなくなったらめなくなったらめなくなったらめなくなったら、、、、島島島島をををを捨捨捨捨てなてなてなてないといけなくなるかもしれませいといけなくなるかもしれませいといけなくなるかもしれませいといけなくなるかもしれませんんんん。。。。そういうそういうそういうそういう水難水難水難水難民民民民にならないようににならないようににならないようににならないように、、、、今今今今からすからすからすからすぐぐぐぐにににに行行行行動動動動していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけいけいけいけませませませませんんんん。。。。すすすすぐぐぐぐにににに、、、、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始始始始めましめましめましめましょょょょうううう。。。。ごみはごみはごみはごみはポポポポイイイイ捨捨捨捨てしてしてしてしないないないない、、、、水水水水はははは汚汚汚汚さないようにさないようにさないようにさないように、、、、落落落落ちちちちていたごみもていたごみもていたごみもていたごみも拾拾拾拾いましいましいましいましょょょょうううう。。。。大大大大人人人人たたたたちちちちやりやりやりやりませませませませんんんんからからからから、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちががががややややってってってって、、、、大大大大人人人人たたたたちちちちをををを少少少少しししし、、、、しっかしっかしっかしっかりりりり、、、、大大大大人人人人たたたたちちちちのののの士気士気士気士気をををを高高高高めてめてめてめていきましいきましいきましいき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、、、、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はッションはッションはッションは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してきましてきましてきまして、、、、次次次次のプログラムのプログラムのプログラムのプログラムにににに入入入入りりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。総総総総合合合合司司司司会会会会のののの方方方方、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 司司司司会会会会 

  どうもおどうもおどうもおどうもお疲疲疲疲れさまでしたれさまでしたれさまでしたれさまでした。。。。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、、、、テーテーテーテーママママはははは「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島のののの将将将将来来来来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してしてしてして行行行行いましたいましたいましたいました。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様からもからもからもからも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寄寄寄寄せくせくせくせくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、そしてコーそしてコーそしてコーそしてコ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ささささんんんん、、、、そしてそしてそしてそして講評講評講評講評をををを述述述述べべべべたたたた鈴木様鈴木様鈴木様鈴木様ににににはそのままでおはそのままでおはそのままでおはそのままでお待待待待ちちちちいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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こどもメッセージこどもメッセージこどもメッセージこどもメッセージ 

 司司司司会会会会 

  今回今回今回今回のフォーラムはのフォーラムはのフォーラムはのフォーラムは子子子子供供供供たたたたちちちちがががが主主主主人人人人公公公公ということでということでということでということで、、、、今今今今度度度度はははは、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちのののの目目目目線線線線からからからから環境環境環境環境についてについてについてについて考考考考ええええることることることること。。。。メメメメッッッッセセセセージとしてージとしてージとしてージとして、、、、このこのこのこの場場場場でおでおでおでお伝伝伝伝えをしてえをしてえをしてえをして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いいいますますますます。。。。 

  こどもこどもこどもこどもメメメメッッッッセセセセージージージージ、、、、「「「「環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校のののの勝勝勝勝連連連連拓海拓海拓海拓海君君君君ににににメメメメッッッッセセセセーーーージをジをジをジを伝伝伝伝えてもらおうとえてもらおうとえてもらおうとえてもらおうと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、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。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校ではではではでは、、、、7 年年年年前前前前からからからから、、、、総総総総合学合学合学合学習習習習のののの時時時時間間間間でごみでごみでごみでごみ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。テーテーテーテーママママのののの内容内容内容内容はははは、「、「、「、「Think globally, act locally」、「」、「」、「」、「考考考考えはえはえはえは地球地球地球地球規規規規模模模模でででで、、、、行行行行動動動動はははは足足足足元元元元からからからから」」」」といといといということでうことでうことでうことで、、、、年年年年にににに四四四四、、、、五五五五回回回回のごみのごみのごみのごみ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行っているということですっているということですっているということですっているということです。。。。それそれそれそれをををを通通通通してのしてのしてのしてのメメメメッッッッセセセセージですージですージですージです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、勝勝勝勝連連連連君君君君、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 勝勝勝勝連連連連君君君君 「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる場場場場所所所所ににににゴゴゴゴミはミはミはミは落落落落ちちちちていませていませていませていませんんんんかかかか」」」」というというというという質質質質問問問問にににに対対対対しししし、「、「、「、「落落落落ちちちちていていていていませませませませんんんん」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人はおそらくいないとはおそらくいないとはおそらくいないとはおそらくいないと思思思思いますいますいますいます。。。。    実際実際実際実際、、、、僕僕僕僕のののの住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる池間池間池間池間島島島島にもにもにもにもゴゴゴゴミはミはミはミは落落落落ちちちちていますていますていますています。。。。島島島島のののの外外外外からからからから見見見見るとるとるとると海海海海はははは青青青青くくくく透透透透きききき通通通通りりりり、、、、自自自自然然然然がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいのとてもきれいないのとてもきれいないのとてもきれいないのとてもきれいな島島島島ですですですです。。。。    しかししかししかししかし、、、、砂砂砂砂浜浜浜浜にはにはにはには漂漂漂漂着着着着物物物物がががが散乱散乱散乱散乱しししし、、、、道道道道端端端端にはにはにはには、、、、島島島島のののの人人人人がががが捨捨捨捨てたとてたとてたとてたと思思思思われるジわれるジわれるジわれるジュュュュースのースのースのースの缶缶缶缶ややややおおおお菓菓菓菓子子子子のののの袋袋袋袋等等等等がががが落落落落ちちちちていますていますていますています。。。。    ではではではでは、、、、ななななぜぜぜぜこのようなこのようなこのようなこのようなゴゴゴゴミはなくならないのでしミはなくならないのでしミはなくならないのでしミはなくならないのでしょょょょうかうかうかうか。。。。僕僕僕僕がこうがこうがこうがこう思思思思ったのはったのはったのはったのは次次次次のようのようのようのようなななな事事事事からですからですからですからです。。。。    僕僕僕僕がががが通通通通っているっているっているっている池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校ではではではでは、、、、7777年年年年前前前前からからからから総総総総合合合合のののの時時時時間間間間でででで環境環境環境環境についてのについてのについてのについての学学学学習習習習をしていまをしていまをしていまをしていますすすす。。。。そのそのそのその内容内容内容内容はははは「「「「Think globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locally    考考考考えはえはえはえは地球地球地球地球規規規規模模模模でででで行行行行動動動動はははは足足足足もとからもとからもとからもとから」」」」というというというというテーテーテーテーママママのもとのもとのもとのもと調調調調べべべべ学学学学習習習習をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、ゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしたいをしたいをしたいをしたりりりりしてしてしてして地域地域地域地域のののの人人人人やややや他他他他のののの学学学学校校校校のののの先先先先生生生生のののの前前前前ででででそのそのそのその調調調調べべべべたたたた事事事事をををを発発発発表表表表するというものですするというものですするというものですするというものです。。。。    そのようなそのようなそのようなそのような学学学学習習習習をををを行行行行ってきたためってきたためってきたためってきたため、、、、学学学学校校校校ではではではでは島内島内島内島内ののののゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをいをいをいを年年年年にににに4444～～～～5555回行回行回行回行いますいますいますいます。。。。去去去去年年年年、、、、僕僕僕僕たたたたちちちちがよくがよくがよくがよく遊遊遊遊びにびにびにびに行行行行くくくく海海海海をををを掃除掃除掃除掃除しましたしましたしましたしました。。。。以以以以前前前前からからからから、、、、空空空空きききき缶缶缶缶がががが捨捨捨捨てられてられてられてられ、、、、水水水水がががが少少少少しししし濁濁濁濁っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、あまあまあまあまりりりりきれいではないなときれいではないなときれいではないなときれいではないな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。。。。    清清清清掃掃掃掃をををを始始始始めるとめるとめるとめると、、、、ビビビビニールニールニールニール袋袋袋袋、、、、空空空空きききき缶缶缶缶、、、、ビビビビンなどンなどンなどンなど、、、、島島島島のののの人人人人がががが捨捨捨捨てたとてたとてたとてたと思思思思われるわれるわれるわれるゴゴゴゴミがたミがたミがたミがたくさくさくさくさんんんんあああありりりり、、、、中中中中にはにはにはには袋袋袋袋ごとごとごとごと捨捨捨捨ててあるものててあるものててあるものててあるものやややや自自自自転転転転車車車車もあもあもあもありりりりましたましたましたました。。。。予予予予想以想以想以想以上上上上ののののゴゴゴゴミのミのミのミの量量量量にににに本本本本当当当当にびっくにびっくにびっくにびっくりりりりしましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後もももも島島島島のののの周周周周辺辺辺辺のののの清清清清掃掃掃掃をしましたがをしましたがをしましたがをしましたが、、、、どこにもたくさどこにもたくさどこにもたくさどこにもたくさんんんんののののゴゴゴゴミがあミがあミがあミがありりりりましたましたましたました。。。。    池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校はははは2222年年年年前前前前、、、、地域地域地域地域のののの数数数数カカカカ所所所所にににに「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全宣言宣言宣言宣言」」」」のののの看板看板看板看板をををを設設設設置置置置しましたしましたしましたしました。。。。環境環境環境環境保保保保全全全全宣言宣言宣言宣言とはとはとはとは、、、、    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達ははははポポポポイイイイ捨捨捨捨てはしませてはしませてはしませてはしませんんんん。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは自分自分自分自分ののののゴゴゴゴミはミはミはミは持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりりますますますます。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは節節節節電電電電・・・・節水節水節水節水・・・・省省省省エネをエネをエネをエネを心心心心がけますがけますがけますがけます。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは食食食食べべべべ物物物物をををを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします。。。。    一一一一つつつつ、、、、私達私達私達私達はははは公公公公共共共共のののの場場場場をををを汚汚汚汚しませしませしませしませんんんん。。。。    といといといというものですうものですうものですうものです。。。。    去去去去るるるる5555月月月月30303030日日日日にもにもにもにも530530530530（（（（ゴゴゴゴミゼロミゼロミゼロミゼロ））））運運運運動動動動でででで地域地域地域地域ののののゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。以以以以前前前前ゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしいをしいをしいをしたたたた場場場場所所所所のののの清清清清掃掃掃掃をしてみるとをしてみるとをしてみるとをしてみると、、、、またまたまたまた新新新新たにたにたにたにゴゴゴゴミがミがミがミが捨捨捨捨てられていましたてられていましたてられていましたてられていました。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、前前前前とととと比比比比べべべべるるるる
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ととととゴゴゴゴミのミのミのミの量量量量はははは減減減減りりりりましたましたましたました。。。。でもでもでもでも、、、、僕僕僕僕たたたたちちちちががががゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いをしたいをしたいをしたいをしたりりりり、、、、看板看板看板看板をををを設設設設置置置置してもしてもしてもしても、、、、ままままだだだだゴゴゴゴミをミをミをミを捨捨捨捨てているてているてているてている人人人人がいるというがいるというがいるというがいるという事事事事がとてもがとてもがとてもがとても残残残残念念念念でしたでしたでしたでした。。。。僕僕僕僕はははは「「「「自分自分自分自分だだだだけがけがけがけがゴゴゴゴミをミをミをミを捨捨捨捨てないてないてないてない」」」」とととと思思思思っていてもっていてもっていてもっていてもゴゴゴゴミはなくならないとミはなくならないとミはなくならないとミはなくならないと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。一一一一人人人人一一一一人人人人がががが「「「「ゴゴゴゴミをなくそうミをなくそうミをなくそうミをなくそう」「」「」「」「島島島島ををををきれいにしようきれいにしようきれいにしようきれいにしよう」」」」というというというという気気気気持持持持ちちちちをををを持持持持たないとたないとたないとたないとゴゴゴゴミはなくならないのですミはなくならないのですミはなくならないのですミはなくならないのです。。。。    「「「「家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰るのがめるのがめるのがめるのがめんんんんどどどどううううだだだだからからからから」「」「」「」「自分自分自分自分だだだだけけけけだだだだからからからから」」」」などなどなどなど、、、、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ででででゴゴゴゴミミミミをををを捨捨捨捨てていませてていませてていませてていませんんんんかかかか。。。。ビビビビニールニールニールニール袋袋袋袋をををを海海海海ガガガガメメメメがががが間違間違間違間違えてえてえてえて飲飲飲飲んんんんでしまえでしまえでしまえでしまえばばばばのどをつまらせてのどをつまらせてのどをつまらせてのどをつまらせて死死死死んんんんでしまいますでしまいますでしまいますでしまいます。。。。濁濁濁濁ったったったった水水水水のののの場場場場所所所所にににに魚魚魚魚はははは住住住住めませめませめませめませんんんん。。。。そのようなそのようなそのようなそのような事事事事がががが人人人人間間間間のののの身勝身勝身勝身勝手手手手なななな行行行行動動動動でおこっていいのでしでおこっていいのでしでおこっていいのでしでおこっていいのでしょょょょうかうかうかうか。。。。漂漂漂漂着着着着物物物物やややや道道道道端端端端ののののゴゴゴゴミがまミがまミがまミがまだだだだままままだだだだあるのはあるのはあるのはあるのは、、、、人人人人間間間間ががががゴゴゴゴミをミをミをミを捨捨捨捨てててて続続続続けているけているけているけている事事事事がががが原因原因原因原因ですですですです。。。。ですがですがですがですが、「、「、「、「人人人人間間間間ががががゴゴゴゴミをミをミをミをポポポポイイイイ捨捨捨捨てしないてしないてしないてしない」」」」というというというという事事事事だだだだけでけでけでけで解解解解決決決決してしまうしてしまうしてしまうしてしまう問問問問題題題題ですですですです。。。。    他他他他のののの環境環境環境環境問問問問題題題題だだだだってってってって同同同同じじじじですですですです。。。。ふふふふだだだだんんんん僕僕僕僕たたたたちちちちがよくがよくがよくがよく使使使使うううう自動自動自動自動車車車車のののの排気排気排気排気ガガガガスにはスにはスにはスには、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素がががが含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。このこのこのこの二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素等等等等がががが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化をををを引引引引きききき起起起起こしているのこしているのこしているのこしているのですですですです。。。。このこのこのこの問問問問題題題題もももも一一一一人人人人一一一一人人人人がががが省省省省エネをエネをエネをエネを心心心心がけることでがけることでがけることでがけることで解決解決解決解決できることですできることですできることですできることです。。。。    このままこのままこのままこのまま環境環境環境環境問問問問題題題題をそのままにしておけをそのままにしておけをそのままにしておけをそのままにしておけばばばば海海海海はははは汚汚汚汚れれれれ、、、、魚魚魚魚などがいなくななどがいなくななどがいなくななどがいなくなりりりり、、、、異異異異常気象常気象常気象常気象ががががおこれおこれおこれおこればばばば作作作作物物物物はははは育育育育たなくなたなくなたなくなたなくなりりりりますますますます。。。。そうなれそうなれそうなれそうなればばばば僕僕僕僕達達達達のののの命命命命もももも危危危危うくなうくなうくなうくなりりりりますますますます。。。。    皆皆皆皆ささささんんんん、、、、考考考考えそしてえそしてえそしてえそして行行行行動動動動してみてしてみてしてみてしてみて下下下下さいさいさいさい。「。「。「。「だだだだれかがれかがれかがれかがややややるからいいるからいいるからいいるからいい」」」」そそそそんんんんなななな気気気気持持持持ちちちちではではではでは何何何何もももも変変変変わわわわりりりりませませませませんんんん。「。「。「。「Think globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locallyThink globally Act locally    考考考考えはえはえはえは地球地球地球地球規規規規模模模模でででで行行行行動動動動はははは足下足下足下足下からからからから」」」」自分自分自分自分にできるにできるにできるにできる事事事事からからからから始始始始めてみてめてみてめてみてめてみて下下下下さいさいさいさい。。。。    僕僕僕僕はははは、、、、節水節水節水節水・・・・節節節節電電電電・・・・省省省省エネをエネをエネをエネを心心心心がけがけがけがけ、、、、ポポポポイイイイ捨捨捨捨てをせずてをせずてをせずてをせず、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけゴゴゴゴミをミをミをミを出出出出さないさないさないさない努努努努力力力力をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    大大大大人人人人になってからもになってからもになってからもになってからも青青青青いいいい海海海海とととと豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然がががが残残残残っていてっていてっていてっていてほほほほしいしいしいしい、、、、そうそうそうそう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 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。「。「。「。「環境環境環境環境問問問問題題題題をををを考考考考えるえるえるえる」」」」こどもこどもこどもこどもメメメメッッッッセセセセージはージはージはージは、、、、池間池間池間池間中中中中学学学学校校校校のののの勝勝勝勝連連連連拓海拓海拓海拓海君君君君でしたでしたでしたでした。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお寄寄寄寄せくせくせくせくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） そうですそうですそうですそうです、、、、ごみをつくるごみをつくるごみをつくるごみをつくるほほほほうもうもうもうも人人人人間間間間ですですですです。。。。人人人人間間間間一一一一人人人人ひとひとひとひとりりりりがががが変変変変わるとわるとわるとわると、、、、環境環境環境環境もももも劇劇劇劇的的的的にににに変変変変わるかもしれませわるかもしれませわるかもしれませわるかもしれませんんんん。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言をををを声声声声高高高高々々々々にににに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。。。。 

  パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、そしてコーそしてコーそしてコーそしてコ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ささささんんんん、、、、そしてそしてそしてそして講評講評講評講評をををを語語語語っていたっていたっていたっていただだだだいいいいたたたた鈴木鈴木鈴木鈴木先先先先生生生生もももも、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ前前前前ののののほほほほうへおうへおうへおうへお並並並並びくびくびくびくだだだださいさいさいさい。。。。これからこれからこれからこれから、、、、宮古島市内宮古島市内宮古島市内宮古島市内のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校生生生生のののの代表代表代表代表をををを舞台舞台舞台舞台のののの上上上上におにおにおにお招招招招きしてきしてきしてきして、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言のののの前前前前文文文文、、、、本本本本文文文文をををを声声声声高高高高々々々々にににに宣宣宣宣言言言言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考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、横横横横一一一一列列列列におにおにおにお並並並並びくびくびくびくだだだださいさいさいさい。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。あまあまあまあまりりりり後後後後ろのろのろのろのほほほほうにならないようにしてくうにならないようにしてくうにならないようにしてくうにならないようにしてくだだだださいさいさいさいねねねね。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちもももも前前前前ののののほほほほうにうにうにうに並並並並びますびますびますびます。。。。 

  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ほほほほうにうにうにうに子子子子供供供供たたたたちちちちをおをおをおをお招招招招きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。名前名前名前名前をををを呼呼呼呼ばばばばれましたれましたれましたれましたらららら、、、、速速速速ややややかにごかにごかにごかにご登登登登壇壇壇壇くくく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、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様はははは大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手でおでおでおでお迎迎迎迎えいたえいたえいたえいただだだだきますよきますよきますよきますようううう、、、、ごごごご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、上上上上野野野野小小小小学学学学校校校校 6 年年年年、、、、砂砂砂砂川元川元川元川元希希希希君君君君、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ前前前前へおへおへおへお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  久久久久松松松松小小小小学学学学校校校校 3 年年年年、、、、譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ前前前前へへへへ。。。。 

  西西西西城城城城中中中中学学学学校校校校 3 年年年年、、、、新里新里新里新里英英英英二君二君二君二君、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ前前前前へおへおへおへお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  砂砂砂砂川川川川中中中中学学学学校校校校 3 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助助助助君君君君。。。。 

  宮古宮古宮古宮古高校高校高校高校 2 年年年年、、、、下下下下地地地地康康康康博博博博君君君君。。。。 

  北北北北中中中中学学学学校校校校 3 年年年年、、、、三井三井三井三井莉莉莉莉世世世世ささささんんんん。。。。 
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  以以以以上上上上のののの 6名名名名のののの皆皆皆皆ささささんんんんですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしく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）））） 

  さあさあさあさあ、、、、激激激激励励励励をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。声声声声高高高高々々々々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きまきまきますすすす。。。。そしてそしてそしてそして、、、、前前前前文文文文をををを読読読読んんんんでいでいでいでいたたたただだだだくのはくのはくのはくのは、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮でごでごでごで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、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんののののほほほほうにもこのうにもこのうにもこのうにもこのようなパンフようなパンフようなパンフようなパンフレレレレットがあるとットがあるとットがあるとットがあると思思思思いますいますいますいます。。。。ここここちちちちらをらをらをらを見見見見ながらながらながらながら、、、、裏裏裏裏ののののほほほほうううう、、、、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はははは「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言」」」」のののの前前前前文文文文とととと本本本本文文文文 6 項項項項目目目目があがあがあがありりりりますますますます。。。。ここここちちちちらをらをらをらを見見見見ながらながらながらながら進進進進めめめめていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、前前前前文文文文のののの朗朗朗朗読読読読でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。前前前前文文文文はははは、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮がががが朗朗朗朗読読読読しましましましますすすす。。。。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。。。。 

 伊伊伊伊志志志志嶺嶺嶺嶺市市市市長長長長 

  エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言。。。。 「「「「私私私私たたたたちちちちのののの宮古島宮古島宮古島宮古島はははは、、、、エエエエメメメメラルドグラルドグラルドグラルドグリリリリーンのーンのーンのーンの海海海海とととと色色色色ととととりりりりどどどどりりりりのののの植物植物植物植物、、、、そそそそしてましてましてましてまばばばばゆいゆいゆいゆい太陽太陽太陽太陽て ぃ だのののの輝輝輝輝くくくく南南南南のののの島島島島ですですですです。。。。四四四四方方方方をををを海海海海にににに囲囲囲囲まれまれまれまれ、、、、隆隆隆隆起起起起サンサンサンサンゴゴゴゴ礁礁礁礁からなるからなるからなるからなる低低低低いいいい平平平平坦坦坦坦なななな地形地形地形地形はははは、、、、台台台台風風風風やややや干干干干ばばばばつのつのつのつの被被被被害害害害をををを受受受受けけけけややややすくすくすくすく、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい自自自自然然然然環境環境環境環境にあにあにあにありりりりますますますます。。。。生生生生活用活用活用活用水水水水をををを含含含含めめめめ、、、、水水水水源源源源のすのすのすのすべべべべててててをををを地地地地下水下水下水下水にににに頼頼頼頼っているっているっているっている現現現現状状状状とととと合合合合わせわせわせわせ、、、、住住住住民民民民のののの生生生生活活活活およびおよびおよびおよび産業産業産業産業をををを潤潤潤潤すすすす重要重要重要重要なななな要素要素要素要素であるであるであるである海海海海ととととのののの相相相相互互互互保保保保全全全全はははは重要重要重要重要なななな課課課課題題題題となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、今今今今世界的世界的世界的世界的規規規規模模模模でででで問問問問題題題題となってとなってとなってとなっているいるいるいる環境環境環境環境問問問問題題題題のののの改改改改善善善善はははは、、、、各地域各地域各地域各地域ごとのごとのごとのごとの小小小小さなさなさなさな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、活動活動活動活動がががが求求求求めらめらめらめられることかられることかられることかられることから、、、、私私私私たたたたちちちちはははは共共共共にににに考考考考ええええ、、、、行行行行動動動動しししし、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境にににに優優優優しいしいしいしい、、、、我我我我ばんたがたがたがたが美美美美かぎぎぎぎ島島島島すま宮古宮古宮古宮古みゃーくをつくることををつくることををつくることををつくることを宣言宣言宣言宣言しますしますしますします。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。前前前前文文文文のののの朗朗朗朗読読読読はははは、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市長長長長、、、、伊伊伊伊志志志志嶺亮嶺亮嶺亮嶺亮でしたでしたでしたでした。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様へここでごへここでごへここでごへここでご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいんんんんですがですがですがですが、、、、このこのこのこの後後後後、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの代表代表代表代表 6 人人人人がががが、、、、本本本本文文文文 6 項項項項目目目目をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれがれがれがれが朗朗朗朗読読読読していきますしていきますしていきますしていきます。。。。まずまずまずまず 1 人目人目人目人目がががが朗朗朗朗読読読読しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、そのそのそのその後後後後ににににぜぜぜぜひひひひ声声声声をををを合合合合わせてわせてわせてわせて復復復復唱唱唱唱していたしていたしていたしていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。最最最最初初初初にににに砂砂砂砂川川川川君君君君がががが読読読読みますけれどもみますけれどもみますけれどもみますけれども、、、、私私私私ののののほほほほうでうでうでうで、「、「、「、「それではそれではそれではそれでは会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様もどうもどうもどうもどうぞぞぞぞ」」」」とととと合合合合図図図図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、、、、一一一一緒緒緒緒にににに復復復復唱唱唱唱していたしていたしていたし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、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしく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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言、、、、本本本本文文文文のののの朗朗朗朗読読読読にいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきた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、、、、そそそそのののの前前前前にににに、、、、私私私私もももも 1 つつつつ忘忘忘忘れておれておれておれておりりりりましたましたましたました。。。。子子子子供供供供たたたたちちちちにににに、、、、どどどどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか、、、、環境環境環境環境についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みもまずはみもまずはみもまずはみもまずは聞聞聞聞いていきたいといていきたいといていきたいといていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、上上上上野野野野小小小小学学学学校校校校 6 年年年年生生生生のののの砂砂砂砂川元川元川元川元希希希希君君君君ですですですです。。。。環境環境環境環境についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、どどどどんんんんなことをなことをなことをなことをしていますかしていますかしていますかしていますか。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  学学学学校校校校やややや自自自自宅宅宅宅でででで、、、、水水水水をををを出出出出しっしっしっしっ放放放放しにしないようにしにしないようにしにしないようにしにしないように気気気気をつけたをつけたをつけたをつけたりりりり、、、、僕僕僕僕のののの教室教室教室教室ではではではでは、、、、教室教室教室教室をををを出出出出るときにまめにるときにまめにるときにまめにるときにまめに電電電電気気気気をををを消消消消すことをみすことをみすことをみすことをみんんんんなでなでなでなで心心心心がけていますがけていますがけていますがけています。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  はいはいはいはい、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい。。。。そしてそしてそしてそして、、、、久久久久松松松松小小小小学学学学校校校校 3 年年年年のののの譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君ですですですです。。。。どどどどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをしていますかていますかていますかていますか。。。。 

 譜譜譜譜久久久久島島島島君君君君 

  僕僕僕僕はははは、、、、おうおうおうおうちちちちではではではでは、、、、使使使使わないわないわないわない部屋部屋部屋部屋はははは電電電電気気気気をををを消消消消していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、学学学学校校校校ではではではでは、、、、五五五五勇勇勇勇士士士士のののの日日日日
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活動活動活動活動といってといってといってといって、、、、2 年年年年生生生生はははは学学学学校校校校のののの中中中中をををを、、、、3 年年年年生生生生からからからから 6 年年年年生生生生はははは、、、、久久久久松松松松漁漁漁漁港港港港のごみのごみのごみのごみ拾拾拾拾いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  五五五五勇勇勇勇士士士士のののの日日日日活動活動活動活動ということですということですということですということです。。。。さあさあさあさあ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、西西西西城城城城中中中中学学学学校校校校 3 年年年年のののの新里新里新里新里英英英英二君二君二君二君ですですですです。。。。ささささてててて、、、、どどどどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしていますかみをしていますかみをしていますかみをしていますか。。。。 

 新里君新里君新里君新里君 

  私私私私のののの学学学学校校校校ではではではでは、、、、緑緑緑緑をををを守守守守りりりり、、、、育育育育てるということでてるということでてるということでてるということで、、、、毎毎毎毎月月月月 1 回回回回、、、、全校生全校生全校生全校生徒徒徒徒でででで美美美美化化化化デデデデーーーー（（（（一一一一人人人人１１１１エエエエリリリリアアアア運運運運動動動動））））をををを行行行行っていますっていますっていますっています。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  はいはいはいはい。。。。これからもこれからもこれからもこれからも続続続続けていたけていたけていたけ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。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、砂砂砂砂川川川川中中中中学学学学校校校校 3 年年年年のののの砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助助助助君君君君ですですですです。。。。さてさてさてさて、、、、砂砂砂砂川川川川中中中中学学学学校校校校のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、どどどどんんんんなものなものなものなものがあがあがあがありりりりますかますかますかますか。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  僕僕僕僕のののの学学学学校校校校ではではではでは、、、、毎毎毎毎日日日日のようにのようにのようにのように、、、、緑緑緑緑をををを育育育育てるてるてるてる活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  何何何何をををを植植植植えましたえましたえましたえました？？？？ 

 砂砂砂砂川川川川君君君君     ええとええとええとええと……………………。。。。 

 司司司司会会会会 

  花花花花でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、木木木木でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。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、、、、大大大大きくきくきくきく育育育育ててくててくててくててくだだだださいさいさいさいねねねね。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、宮古宮古宮古宮古高校高校高校高校 2 年年年年のののの下下下下地地地地康康康康博博博博君君君君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どどどどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをしていますかていますかていますかていますか。。。。 

 下下下下地地地地君君君君 

  僕僕僕僕のののの学学学学校校校校ではではではでは、、、、学学学学校校校校周周周周辺辺辺辺のののの道道道道路路路路をををを清清清清掃掃掃掃していますしていますしていますしています。。。。あとあとあとあと、、、、授授授授業業業業でででで移移移移動動動動するときのするときのするときのするときの教室教室教室教室のののの電電電電気気気気はつけっはつけっはつけっはつけっ放放放放しになっているのでしになっているのでしになっているのでしになっているので、、、、それをそれをそれをそれをちちちちゃんゃんゃんゃんとととと消消消消そうとみそうとみそうとみそうとみんんんんなになになになに声声声声をかけていますをかけていますをかけていますをかけています。。。。 （（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  細細細細かいところからなかいところからなかいところからなかいところからなんんんんですですですですねねねね、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  続続続続いてはいてはいてはいては、、、、北北北北中中中中学学学学校校校校 3 年年年年のののの三井三井三井三井莉莉莉莉世世世世ささささんんんんですですですです。。。。どどどどんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みしていますかみしていますかみしていますかみしていますか。。。。 

 三井三井三井三井ささささんんんん 

  私私私私はははは、、、、吹奏吹奏吹奏吹奏学学学学部部部部にににに所所所所属属属属していてしていてしていてしていて、、、、休休休休日日日日のののの練練練練習習習習のののの前前前前にににに、、、、全員全員全員全員みみみみんんんんなでなでなでなで校校校校内内内内のごみのごみのごみのごみ拾拾拾拾いをしいをしいをしいを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、、、、生生生生徒徒徒徒会活動会活動会活動会活動ではではではでは、、、、意見意見意見意見などをまとめるときになどをまとめるときになどをまとめるときになどをまとめるときに不不不不用用用用紙紙紙紙のののの裏裏裏裏をををを使使使使ってまってまってまってまとめていますとめていますとめていますとめています。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 
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 司司司司会会会会 

  不不不不用用用用紙紙紙紙のののの裏裏裏裏をををを使使使使っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。これからもこれからもこれからもこれからも続続続続けてくけてくけてくけてくだだだださいさいさいさいねねねね。。。。 

  さてさてさてさて、、、、エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言のののの前前前前文文文文をををを先先先先ほほほほどどどど市市市市長長長長ののののほほほほうにうにうにうに朗朗朗朗読読読読してもらいましたけしてもらいましたけしてもらいましたけしてもらいましたけれどもれどもれどもれども、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、本本本本文文文文ののののほほほほうをうをうをうを朗朗朗朗読読読読してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、追追追追ってってってって復復復復唱唱唱唱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。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、本本本本文文文文、、、、第第第第 1 項項項項目目目目、、、、読読読読みみみみ上上上上げるのはげるのはげるのはげるのは、、、、上上上上野野野野小小小小学学学学校校校校 6 年年年年、、、、砂砂砂砂川元川元川元川元希希希希君君君君ですですですです。。。。よろしよろしよろしよろしくおくおくおくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 

  「「「「一一一一、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、島島島島のののの生生生生活活活活をををを支支支支えるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのない地地地地下水下水下水下水をををを守守守守りりりりますますますます。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。（。（。（。（第第第第 1項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと声声声声がががが小小小小さいですよさいですよさいですよさいですよねねねね。。。。砂砂砂砂川川川川君君君君、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回いきましいきましいきましいきましょょょょうかうかうかうか。。。。さあさあさあさあ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも声声声声をををを合合合合わせていきましわせていきましわせていきましわせていきましょょょょうかうかうかうか。。。。ここここここここ、、、、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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、もうもうもうもう一度一度一度一度いきましいきましいきましいきましょょょょうううう。。。。上上上上野野野野小小小小学学学学校校校校 6 年年年年のののの砂砂砂砂川元川元川元川元希希希希君君君君、、、、第第第第 1 項項項項目目目目、、、、よろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 「「「「一一一一、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、島島島島のののの生生生生活活活活をををを支支支支えるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのないえるかけがえのない地地地地下水下水下水下水をををを守守守守りりりりますますますます。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様ですですですです。。。。せーのせーのせーのせーの。（。（。（。（第第第第 1項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、第第第第 2項項項項目目目目目目目目、、、、久久久久松松松松小小小小学学学学校校校校 3 年年年年のののの譜譜譜譜久久久久島島島島雄雄雄雄太太太太君君君君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 譜譜譜譜久久久久島島島島君君君君 

  「「「「私私私私たたたたちちちちはははは、、、、美美美美しいしいしいしい珊瑚珊瑚珊瑚珊瑚礁礁礁礁のののの海海海海をををを守守守守りりりりますますますます。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  ではではではでは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんですですですです。。。。せーのせーのせーのせーの、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。（。（。（。（第第第第 2項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  3項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。西西西西城城城城中中中中学学学学校校校校 3 年年年年のののの新里新里新里新里英英英英二君二君二君二君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 新里君新里君新里君新里君 「「「「一一一一、、、、    私私私私たたたたちちちちはははは、、、、みみみみんんんんなのなのなのなの知知知知恵恵恵恵とととと工夫工夫工夫工夫でででで、、、、限限限限りりりりあるあるあるある資源資源資源資源とエネルとエネルとエネルとエネルギギギギーをーをーをーを大大大大切切切切にしますにしますにしますにします。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  ではではではでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ。（。（。（。（第第第第 3項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  続続続続いていていていて、、、、4項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。砂砂砂砂川川川川中中中中学学学学校校校校 3 年年年年、、、、砂砂砂砂川川川川勇勇勇勇助助助助君君君君ですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 砂砂砂砂川川川川君君君君 
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  「「「「一一一一、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ごみのないごみのないごみのないごみのない地球地球地球地球にににに、、、、優優優優しいしいしいしい美美美美ぎぎぎぎ島宮島宮島宮島宮古島古島古島古島をををを目指目指目指目指しししし、、、、一一一一人人人人一一一一人行人行人行人行動動動動しましましましますすすす。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。（。（。（。（第第第第 4項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  第第第第 5項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。宮古宮古宮古宮古高校高校高校高校 2 年年年年、、、、下下下下地地地地康康康康博博博博ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 下下下下地地地地君君君君 「「「「一一一一、、、、    私私私私たたたたちちちちはははは、、、、よよよよりりりりよいよいよいよい地球環境地球環境地球環境地球環境をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし、、、、守守守守るためるためるためるため、、、、世界世界世界世界のののの人人人人々々々々とともにとともにとともにとともに考考考考ええええ、、、、行行行行動動動動しししし、、、、未未未未来来来来へへへへババババトンタットンタットンタットンタッチチチチしますしますしますします。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ。（。（。（。（第第第第 5項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  ではではではでは、、、、第第第第 6項項項項目目目目目目目目ですですですです。。。。北北北北中中中中学学学学校校校校 3 年年年年のののの三井三井三井三井莉莉莉莉世世世世ささささんんんんですですですです。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 ミミミミツツツツイさイさイさイさんんんん 

  「「「「一一一一、、、、私私私私たたたたちちちちはははは、、、、緑緑緑緑、、、、海海海海、、、、空空空空をををを守守守守りりりり、、、、すすすすべべべべてのてのてのての生生生生物物物物がともにがともにがともにがともに生生生生きていけるきていけるきていけるきていける環境環境環境環境づくづくづくづくりりりりののののためためためため行行行行動動動動しますしますしますします。」。」。」。」 

 司司司司会会会会 

  それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。せーのせーのせーのせーの。（。（。（。（第第第第 6項項項項目目目目復復復復唱唱唱唱）））） 

  会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言宮古島宣言、、、、宮古島市内宮古島市内宮古島市内宮古島市内のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの代表代表代表代表らとともにらとともにらとともにらとともに合唱合唱合唱合唱をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ大大大大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしまいしまいしまいしますすすす。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  さあさあさあさあ、、、、これでこれでこれでこれで会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの脳脳脳脳にもにもにもにも体体体体にもインプットされたこととにもインプットされたこととにもインプットされたこととにもインプットされたことと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの宣言宣言宣言宣言どおどおどおどおりりりりのののの宮古島宮古島宮古島宮古島をつくをつくをつくをつくりりりり上上上上げていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、続続続続いてはいてはいてはいては、、、、フォーラムのフォーラムのフォーラムのフォーラムの開催開催開催開催をををを祝祝祝祝してしてしてして、、、、今後今後今後今後もエコのもエコのもエコのもエコの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目指目指目指目指すすすす意意意意気込気込気込気込みをみをみをみを会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんとともにとともにとともにとともに叫叫叫叫んんんんでいきでいきでいきでいきたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんもステーもステーもステーもステージのジのジのジのほほほほうにおうにおうにおうにお上上上上ががががりりりりくくく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、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもごにもごにもごにもご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたいんんんんですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、これからこれからこれからこれから気気気気勢勢勢勢をををを上上上上げていたげていたげていたげていただだだだきたいきたいきたいきたいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞごごごご起起起起立立立立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いいいますますますます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様はステージのはステージのはステージのはステージのほほほほうにおうにおうにおうにお上上上上ががががりりりりくくくくだだだださいさいさいさい。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、会会会会場場場場ののののほほほほうにはうにはうにはうには、、、、皆皆皆皆ささささんんんんがごがごがごがご起起起起立立立立しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、ステージのステージのステージのステージのほほほほうにはうにはうにはうには関係関係関係関係者者者者がががが登登登登壇壇壇壇していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの後後後後にににに、、、、意意意意気込気込気込気込みをみをみをみを大大大大きなきなきなきな声声声声でででで叫叫叫叫んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけるけるけるける代表代表代表代表のののの方方方方をおをおをおをお招招招招ききききしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  ききききょょょょうはうはうはうは、、、、午後午後午後午後 1時時時時からからからから、、、、このこのこのこの会会会会場場場場ののののほほほほうでうでうでうで、「、「、「、「ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島
2008～～～～結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション社会社会社会社会のののの構築構築構築構築についてについてについてについて考考考考えてまいえてまいえてまいえてまいりりりりましたましたましたました。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、高校生高校生高校生高校生ののののババババンドンドンドンド演演演演奏奏奏奏、、、、そしてそしてそしてそして基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、記記記記念講演念講演念講演念講演、、、、そしそしそしそしてパネルてパネルてパネルて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行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。 

  さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆様様様様、、、、準備準備準備準備よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催開催開催開催をををを祝祝祝祝しししし、、、、そしてそしてそしてそして今後今後今後今後のエコののエコののエコののエコの島宮古島島宮古島島宮古島島宮古島をををを目指目指目指目指すすすす意意意意気込気込気込気込みをみをみをみを声声声声高高高高々々々々にににに叫叫叫叫んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけるこのけるこのけるこのけるこの方方方方をををを紹介紹介紹介紹介していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思いますいますいますいます。。。。東東東東小小小小学学学学校校校校 6 年年年年のののの池池池池田田田田凛凛凛凛君君君君ですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ前前前前へおへおへおへお進進進進みくみくみくみくだだだださいさいさいさい。。。。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。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしく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）））） 
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  さてさてさてさて、、、、このこのこのこの後後後後、、、、池池池池田君田君田君田君がががが声声声声高高高高々々々々にににに気気気気合合合合をををを入入入入れていたれていたれていたれていただだだだくわけですけれどもくわけですけれどもくわけですけれどもくわけですけれども、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、池池池池田君田君田君田君のののの呼呼呼呼びかけにびかけにびかけにびかけに、、、、右右右右手手手手ここここぶぶぶぶしをつくってしをつくってしをつくってしをつくって、「、「、「、「おおおおおおおお！」！」！」！」とこたえていたとこたえていたとこたえていたとこたえていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これをこれをこれをこれを 3 回回回回繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますします。。。。池池池池田君田君田君田君、、、、ききききょょょょうはうはうはうは何何何何とととと言言言言いますかいますかいますかいますか？？？？    何何何何とととと宣言宣言宣言宣言しましましましますかすかすかすか。。。。 

 池池池池田君田君田君田君     「「「「宮古島宮古島宮古島宮古島エコアイランドをエコアイランドをエコアイランドをエコアイランドを目指目指目指目指すすすすぞぞぞぞ」。」。」。」。 

 司司司司会会会会     「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目指目指目指目指すすすすぞぞぞぞ」」」」とととと言言言言いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんはははは、「、「、「、「おおおおおおおお！」！」！」！」でこたえてあげでこたえてあげでこたえてあげでこたえてあげてくてくてくてくだだだださいさいさいさいねねねね。。。。これをこれをこれをこれを 3 回回回回繰繰繰繰りりりり返返返返しますしますしますします。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 まずはまずはまずはまずは一度一度一度一度練練練練習習習習してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思ううううんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、気気気気合合合合ののののほほほほうはよろしいでしうはよろしいでしうはよろしいでしうはよろしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、1回回回回練練練練習習習習してみまししてみまししてみまししてみま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、、、、練練練練習習習習、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 （（（（練練練練        習習習習）））） 

 司司司司会会会会     はいはいはいはい、、、、会会会会場場場場のののの皆皆皆皆ささささんんんんはすはすはすはすばばばばらしいらしいらしいらしい気気気気合合合合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、、、、池池池池田君田君田君田君、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと元元元元気気気気がなかっがなかっがなかっがなかったですたですたですたですねねねね。。。。もうもうもうもう少少少少しししし元元元元気気気気をををを出出出出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かうかうかうか。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回いきましいきましいきましいきましょょょょうううう。。。。練練練練習習習習でででですすすす。。。。せーのせーのせーのせーの。。。。 

 （（（（練練練練        習習習習）））） 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。さあさあさあさあ、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、本本本本番番番番をいきましをいきましをいきましをいきましょょょょうかうかうかうか。。。。     ゼロ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 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008、「、「、「、「結結結結いでひろげるいでひろげるいでひろげるいでひろげる美美美美ぎぎぎぎ島宮古島宮古島宮古島宮古」、」、」、」、さあさあさあさあ、、、、そそそそれではれではれではれでは、、、、声声声声高高高高々々々々にににに締締締締めのめのめのめの気気気気勢勢勢勢をををを上上上上げていたげていたげていたげ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。。。。掛掛掛掛けけけけ声声声声はははは、、、、東東東東小小小小学学学学校校校校 6 年年年年、、、、池池池池田田田田凛凛凛凛君君君君ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 「「「「エコアイランドエコアイランドエコアイランドエコアイランド宮古島宮古島宮古島宮古島をををを目指目指目指目指すすすすぞぞぞぞ」「」「」「」「おおおおおおおお！」！」！」！」 「「「「目指目指目指目指すすすすぞぞぞぞ」「」「」「」「おおおおおおおお！」！」！」！」 「「「「目指目指目指目指すすすすぞぞぞぞ」「」「」「」「おおおおおおおお！」！」！」！」 

 司司司司会会会会     あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。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、、、、ゼロ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 宮古島宮古島宮古島宮古島
2008、、、、すすすすべべべべてのプログラムはてのプログラムはてのプログラムはてのプログラムは終終終終了了了了となとなとなとなりりりりますますますます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお越越越越しいしいしいしいたたたただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。記記記記念講演念講演念講演念講演、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演、、、、そしてパネルそしてパネルそしてパネルそしてパネルディディディディススススカカカカッションとッションとッションとッションと、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな知知知知識識識識とととと、、、、気気気気づきとづきとづきとづきと、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな行行行行動動動動のののの指指指指針針針針となるものがとなるものがとなるものがとなるものが見見見見えてえてえてえてきたときたときたときたと思思思思いますいますいますいます。。。。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機機機機にににに、、、、そしてあすからとはそしてあすからとはそしてあすからとはそしてあすからとは言言言言わずわずわずわず、、、、今今今今からからからから皆皆皆皆ささささんんんん行行行行動動動動をををを始始始始めてくめてくめてくめてくだだだださいさいさいさい。。。。エコのエコのエコのエコの島島島島、、、、宮古島宮古島宮古島宮古島をつくをつくをつくをつくりりりり上上上上げていきましげていきましげていきましげていきましょょょょうううう。。。。 

  以以以以上上上上でででで、、、、ゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラムゼロエミッションフォーラム IN 宮古島宮古島宮古島宮古島 2008 をををを終終終終了了了了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
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日日日日、、、、司司司司会進会進会進会進行行行行はははは、、、、宮古宮古宮古宮古テテテテレレレレビビビビアナアナアナアナウウウウンサーのンサーのンサーのンサーの浦崎淳浦崎淳浦崎淳浦崎淳でしたでしたでしたでした。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。（（（（拍拍拍拍手手手手）））） 

 

 ――――――――    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・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・千葉市千葉市千葉市千葉市 

～～～～挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減～～～～ 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 11 月月月月 1日日日日（（（（土土土土））））13:30－－－－16:30 場場場場所所所所    ：：：：    千葉市千葉市千葉市千葉市文文文文化化化化セセセセンターンターンターンター3階階階階  アートアートアートアート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            林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎    氏氏氏氏 千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長 

              三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏  氏氏氏氏      国際連合大学国際連合大学国際連合大学国際連合大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

                                千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 1        「「「「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会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  ～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～～～～」」」」 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 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

                                千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 2     講演講演講演講演「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くくくくねねねね！」！」！」！」 

              白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子  氏氏氏氏      シンシンシンシンガガガガー・ー・ー・ー・ソソソソングライターングライターングライターングライター、、、、環境環境環境環境省省省省 3R 推進推進推進推進ママママイスターイスターイスターイスター タンタンタンタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団とのミニコンサートとのミニコンサートとのミニコンサートとのミニコンサート 

 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 テーテーテーテーママママ：「：「：「：「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」                         ・コー・コー・コー・コ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 倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史    氏氏氏氏            千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学法法法法経学経学経学経学部教授部教授部教授部教授                         ・パネ・パネ・パネ・パネリリリリストストストスト 井上健井上健井上健井上健治治治治  氏氏氏氏            NPO 団体団体団体団体 GONET（（（（ごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットちばちばちばちば 21））））代表代表代表代表 表表表表  知知知知子子子子  氏氏氏氏      「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議委員委員委員委員 児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘  氏氏氏氏      南町共栄南町共栄南町共栄南町共栄会会会会会会会会長長長長 高橋高橋高橋高橋  晋晋晋晋  氏氏氏氏      イイイイオオオオンンンンリリリリテールテールテールテール株式株式株式株式会社環境社会会社環境社会会社環境社会会社環境社会貢献部長貢献部長貢献部長貢献部長 深沢深沢深沢深沢あゆみあゆみあゆみあゆみ氏氏氏氏      千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会 林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎  氏氏氏氏      千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長 

 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会 

  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。本本本本日日日日はははは大大大大変変変変いいおいいおいいおいいお天天天天気気気気にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中多中多中多中多数数数数おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会進会進会進会進行役行役行役行役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きますきますきますきます、、、、蔵蔵蔵蔵本本本本由由由由紀紀紀紀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ろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  本本本本日日日日のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・のゼロエミッションフォーラム・イン・千葉市千葉市千葉市千葉市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、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市とととと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によるゼロエミッションフォーラムによるゼロエミッションフォーラムによるゼロエミッションフォーラムによる主催主催主催主催、、、、環境環境環境環境省省省省によるによるによるによる共共共共催催催催でででで行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本本本本日日日日はははは主催主催主催主催者者者者のおのおのおのお二人二人二人二人によるによるによるによる開会開会開会開会あいさつにあいさつにあいさつにあいさつに続続続続きききき、、、、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、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼゼゼゼロエミッションフォーラムロエミッションフォーラムロエミッションフォーラム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表代表代表代表でででで、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授のののの三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏先先先先生生生生をををを講講講講師師師師としておとしておとしておとしてお招招招招きしきしきしきし、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会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～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してごしてごしてごしてご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。なおなおなおなお、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生にはにはにはには、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションフォーラムをフォーラムをフォーラムをフォーラムを代表代表代表代表してしてしてして、、、、主催主催主催主催者者者者としてのごあいさつもおとしてのごあいさつもおとしてのごあいさつもおとしてのごあいさつもお願願願願いしておいしておいしておいしておりりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその後後後後、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演 2 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、、、、シンシンシンシンガガガガー・ー・ー・ー・ソソソソングライターとしてごングライターとしてごングライターとしてごングライターとしてご活活活活躍躍躍躍されされされされ、、、、まままま
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たたたた環境環境環境環境省省省省のののの 3R 推進推進推進推進ママママイスターとしてもイスターとしてもイスターとしてもイスターとしても積極的積極的積極的積極的にににに活動活動活動活動していらっししていらっししていらっししていらっしゃゃゃゃるるるる白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんによによによによるごるごるごるご講演講演講演講演「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くくくくねねねね！」、！」、！」、！」、そしてそしてそしてそして、、、、それにそれにそれにそれに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、白井白井白井白井ささささんんんんとタンとタンとタンとタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団とのミニコンサートをとのミニコンサートをとのミニコンサートをとのミニコンサートを行行行行いますいますいますいます。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその後後後後15分分分分間間間間程程程程度度度度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、「、「、「、「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ1/3削減削減削減削減～～～～環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のためにのためにのためにのために今今今今できるこできるこできるこできることととと～～～～」」」」をテーをテーをテーをテーママママにににに、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな立立立立場場場場のパネのパネのパネのパネリリリリストをおストをおストをおストをお招招招招きしてきしてきしてき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。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞごごごご期待期待期待期待くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 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、、、、開開開開演演演演にににに先立先立先立先立ちちちち、、、、まずまずまずまず最最最最初初初初にににに、、、、主催主催主催主催者者者者千葉市千葉市千葉市千葉市をををを代表代表代表代表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長、、、、林孝二郎林孝二郎林孝二郎林孝二郎よよよよりりりりごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。なおなおなおなお、、、、林副林副林副林副市市市市長長長長はははは、、、、第第第第 2 部部部部のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディススススカカカカッションにもパネッションにもパネッションにもパネッションにも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参加参加参加参加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、、、、林副林副林副林副市市市市長長長長、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 林副林副林副林副市市市市長長長長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。千葉市千葉市千葉市千葉市副副副副市市市市長長長長のののの林林林林でごでごでごで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・千葉市千葉市千葉市千葉市」」」」をををを開催開催開催開催しまししまししまししましたところたところたところたところ、、、、ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとがとがとがとうごうごうごうござざざざいますいますいますいます。。。。開催開催開催開催にあたにあたにあたにあたりりりりましてましてましてまして、、、、まずまずまずまず、、、、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、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、それからそれからそれからそれから講演者講演者講演者講演者、、、、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方方方方のごのごのごのご協力協力協力協力をいたをいたをいたをいただだだだきましたことをきましたことをきましたことをきましたことを深深深深くくくく感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、私私私私たたたたちちちちはははは現在現在現在現在、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、またまたまたまた大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、そしてそしてそしてそして大大大大量量量量にににに廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする、、、、こういったこういったこういったこういった社社社社会経済会経済会経済会経済のののの中中中中でででで、、、、豊豊豊豊かでかでかでかで便便便便利利利利なななな生生生生活活活活をををを営営営営んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、一方一方一方一方でででで、、、、発発発発生生生生するするするする膨膨膨膨大大大大なななな量量量量のごみのごみのごみのごみ、、、、またエネルまたエネルまたエネルまたエネルギギギギーのーのーのーの大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで自自自自然然然然環境環境環境環境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷がががが大大大大変変変変大大大大きくなっておきくなっておきくなっておきくなっておりりりりますますますます。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化などなどなどなど、、、、地球地球地球地球規規規規模模模模でのでのでのでの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題がががが生生生生じじじじてきておてきておてきておてきておりりりりますますますます。。。。このこのこのこのようなようなようなような中中中中、、、、今今今今年年年年のののの 7 月月月月にはにはにはには洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖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てされましてされましてされまして、、、、世界各国世界各国世界各国世界各国のののの首脳首脳首脳首脳がががが日日日日本本本本にににに集集集集ままままりりりり、、、、そのそのそのその主主主主要要要要議題議題議題議題のののの 1 つがつがつがつが地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策となっておとなっておとなっておとなっておりりりり、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、2050 年年年年までにまでにまでにまでに温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量をををを現在現在現在現在のののの半半半半分分分分にににに減減減減らそうということをらそうということをらそうということをらそうということを世界世界世界世界にににに呼呼呼呼びかけたところでごびかけたところでごびかけたところでごびかけたところでござざざざいいいいますますますます。。。。皆皆皆皆様様様様ごごごご承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりりかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。 こ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背背背背景景景景にににに、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市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、、、、ごみごみごみごみ処処処処理理理理にかかるにかかるにかかるにかかる課課課課題題題題をををを解決解決解決解決しまししまししまししましてててて、、、、次世次世次世次世代代代代にににに豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活環境活環境活環境活環境をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ、、、、そういうことができるようにそういうことができるようにそういうことができるようにそういうことができるように、、、、平平平平成成成成 19 年年年年 3 月月月月、、、、昨昨昨昨年年年年のののの 3 月月月月ですがですがですがですが、「、「、「、「環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のためにのためにのためにのために今今今今できることできることできることできること～～～～挑戦挑戦挑戦挑戦! 焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減～～～～」、」、」、」、これをこれをこれをこれをビビビビジョンとしますジョンとしますジョンとしますジョンとします新新新新たなたなたなたな千葉市一千葉市一千葉市一千葉市一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ごみごみごみごみ処処処処理理理理基本基本基本基本計画計画計画計画をををを策策策策定定定定いたしましいたしましいたしましいたしましたたたた。。。。このこのこのこ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、、、、第第第第 2 部部部部のパネルのパネルのパネルのパネルディディディディス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際際際際にににに詳詳詳詳しくごしくごしくごしくご説説説説明明明明いたいたいたいたしますがしますがしますがしますが、、、、簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、目目目目標数値標数値標数値標数値をををを定定定定めましてめましてめましてめまして、、、、徹徹徹徹底底底底的的的的なごみのなごみのなごみのなごみの減減減減量量量量、、、、再再再再資源資源資源資源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進進進進めることでめることでめることでめることで、、、、焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの 3 分分分分のののの 1 にににに当当当当たるたるたるたる約約約約 10万万万万トンをトンをトンをトンを削減削減削減削減しましてしましてしましてしまして、、、、現在現在現在現在清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場、、、、ごみをごみをごみをごみを燃燃燃燃ややややすすすす工工工工場場場場がががが 3 つあるわけですがつあるわけですがつあるわけですがつあるわけですが、、、、これをこれをこれをこれを 2 清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場ででででややややれるようにしれるようにしれるようにしれるようにしていこうということをていこうということをていこうということをていこうということを目指目指目指目指しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  平平平平成成成成 19 年度年度年度年度からからからから始始始始めたわけですがめたわけですがめたわけですがめたわけですが、、、、計画計画計画計画初初初初年度年度年度年度であであであでありりりりますますますます 19 年度年度年度年度、、、、焼却焼却焼却焼却ごみがごみがごみがごみが市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力によによによによりりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその前前前前年度年度年度年度とととと比比比比べべべべましてましてましてまして約約約約 2 万万万万 4 千千千千トントントントン、、、、またまたまたまた今今今今年年年年度度度度はははは、、、、4 月月月月からからからから 9 月月月月までのまでのまでのまでの半半半半年年年年間間間間ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの間間間間でででで前前前前年度年度年度年度よよよよりりりり約約約約 8 千千千千トントントントン削減削減削減削減することがですることがですることがですることができましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの間間間間のののの市民市民市民市民、、、、またまたまたまた事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力にこのにこのにこのにこの場場場場をををを借借借借りりりりましてましてましてまして深深深深くくくく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るげるげるげる次次次次第第第第ですですですです。。。。 

  これはこれはこれはこれは平平平平成成成成 28 年度年度年度年度をををを目目目目標標標標にににに今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでいるわけですがでいるわけですがでいるわけですがでいるわけですが、、、、今後今後今後今後もももも焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの削減削減削減削減にににに向向向向けけけけてててて普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発などさまなどさまなどさまなど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積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりたいとたいとたいとたいと考考考考えておえておえておえておりりりりますがますがますがますが、、、、目目目目標標標標とするとするとするとする 10万万万万トントントントン削減削減削減削減をををを達達達達成成成成するのはなかなかするのはなかなかするのはなかなかするのはなかなか容容容容易易易易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考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。ここここのためにのためにのためにのために、、、、市民市民市民市民、、、、事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様にもさらなるごにもさらなるごにもさらなるごにもさらなるご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げるげるげるげる次次次次第第第第でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 
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  今日今日今日今日のゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムものゼロエミッションフォーラムも、、、、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一環一環一環一環としてとしてとしてとして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。。。。本本本本日日日日はははは、、、、廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題にににに詳詳詳詳しいしいしいしい先先先先生生生生方方方方のごのごのごのご講演講演講演講演ののののほほほほかにかにかにかに、、、、日日日日ごろごろごろごろ地域地域地域地域やややや家家家家庭庭庭庭、、、、ままままたたたた大学大学大学大学などでごみなどでごみなどでごみなどでごみ問問問問題題題題についてについてについてについて実実実実践践践践的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みをなされているみをなされているみをなされているみをなされている皆皆皆皆様様様様方方方方をおをおをおをお迎迎迎迎えしましてえしましてえしましてえ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ッションッションッション、、、、そしてそしてそしてそして白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんとタンとタンとタンとタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団のミニコンサートのミニコンサートのミニコンサートのミニコンサート、、、、こういったこういったこういったこういった多多多多彩彩彩彩なプログラムをなプログラムをなプログラムをなプログラムを用用用用意意意意しておしておしておしておりりりりますのますのますのますのでででで、、、、参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様にはにはにはには十十十十分分分分おおおお楽楽楽楽しみいたしみいたしみいたしみいただだだだきたいときたいときたいときたいと存存存存じじじじますますますます。。。。 

  今回今回今回今回のフォーラムをのフォーラムをのフォーラムをのフォーラムを契契契契機機機機にににに、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様もももも加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 3 分分分分のののの 1 削減削減削減削減のごのごのごのご理理理理解解解解をををを深深深深めていためていためていためていただだだだきききき、、、、さらにこのさらにこのさらにこのさらにこの運運運運動動動動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っておっておっておりりりりますますますます。。。。よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご協協協協力力力力ののののほほほほどおどおどおど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。。。。 

  終終終終わわわわりりりりにににに、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご健健健健康康康康、、、、ごごごご多幸多幸多幸多幸をおをおをおをお祈祈祈祈りりりり申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、私私私私のあいさつといのあいさつといのあいさつといのあいさつといたしますたしますたしますたします。。。。今日今日今日今日ははははほんほんほんほんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  林副林副林副林副市市市市長長長長でごでごでごで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、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、もうもうもうもう一一一一人人人人のののの主催主催主催主催者者者者であるであるであるである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をををを代代代代表表表表いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、同同同同フォーラムフォーラムフォーラム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表代表代表代表でででで、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部教授部教授部教授部教授のののの三橋規宏三橋規宏三橋規宏三橋規宏よよよよりりりりごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 三橋三橋三橋三橋国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににに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ごでごでごで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はうはうはうは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市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、、、、まことにまことにまことにまことにあああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが焼却焼却焼却焼却ごみをごみをごみをごみを 3 分分分分のののの 1 減減減減らすというらすというらすというらす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目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組むむむむ決決決決意意意意をなさったということにをなさったということにをなさったということにをなさったということに対対対対してしてしてして、、、、心心心心からからからから、、、、敬敬敬敬意意意意をををを表表表表しししし、、、、頑張頑張頑張頑張ってってってってほほほほしいとしいとしいとしいと申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

  皆皆皆皆ささささんんんんはははは、、、、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葉言葉言葉言葉をごをごをごを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。。。。実実実実はははは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが初初初初めてめてめてめて使使使使ったったったった言葉言葉言葉言葉でごでごでごで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、、、、今今今今からからからから 15 年年年年前前前前のののの 94 年年年年にさかのにさかのにさかのにさかのぼぼぼぼりりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど 92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ましてしましてしましてしまして、、、、ブラジルのブラジルのブラジルのブラジルのリオリオリオリオでででで地球地球地球地球セセセセミットがミットがミットがミットが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。そ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 がががが採採採採用用用用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、、、、例例例例ええええばばばば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地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体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大学大学大学大学、、、、研究研究研究研究所所所所、、、、さまさまさま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のをつくるためのをつくるためのをつくるための行行行行動動動動計画計画計画計画をつくろうということがをつくろうということがをつくろうということがをつくろうということが地球地球地球地球サミットでサミットでサミットでサミットで合合合合意意意意されたわけでごされたわけでごされたわけでごされたわけでござざざざいますいますいますいます。。。。 国国国国連大学連大学連大学連大学としてもとしてもとしてもとしても、、、、大学大学大学大学としてのとしてのとしてのとしての、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21 をつくろうをつくろうをつくろうをつくろうじゃじゃじゃじゃないかといないかといないかといないかということでうことでうことでうことで議議議議論論論論をしたわけですをしたわけですをしたわけですをしたわけです。。。。そのそのそのその中中中中でででで浮浮浮浮上上上上してきたのがゼロエミッションしてきたのがゼロエミッションしてきたのがゼロエミッションしてきたのがゼロエミッション構想構想構想構想でしたでしたでしたでした。。。。 

  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言葉自体言葉自体言葉自体言葉自体はははは、、、、文文文文字字字字どおどおどおどおりりり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ことですゼロということですゼロということですゼロということです。「。「。「。「エエエエミッションミッションミッションミッション」」」」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、、、、排排排排出出出出物物物物というというというという意意意意味味味味ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその前前前前にににに「「「「ゼロゼロゼロゼロ」」」」がつくわがつくわがつくわがつくわけですからけですからけですからけですから、「、「、「、「廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ゼロゼロゼロゼロ」」」」というというというという意意意意味味味味になるわけでごになるわけでごになるわけでごになるわけでござざざざいますいますいますいます。。。。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たをしていたをしていたをしていたベベベベルルルルギギギギーーーー人人人人ののの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さささんんんんというというというという方方方方がいましてがいましてがいましてがいまして、、、、彼彼彼彼がががが「「「「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」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを提提提提案案案案ししししたわけですたわけですたわけですたわけです。。。。 

  94 年年年年のあるのあるのあるのある日日日日、、、、そのグンター・パそのグンター・パそのグンター・パそのグンター・パウリウリウリウリがががが私私私私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。。。。当当当当時時時時、、、、私私私私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でででで、、、、社社社社説説説説のののの執筆執筆執筆執筆ととととデデデデスクをスクをスクをスクをややややっていたましたっていたましたっていたましたっていたました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をごみとしてをごみとしてをごみとしてをごみとして捨捨捨捨ててててててててしまうのではなくてしまうのではなくてしまうのではなくてしまうのではなくて、、、、資源資源資源資源としてとしてとしてとして使使使使おうというごみゼロおうというごみゼロおうというごみゼロおうというごみゼロ発想発想発想発想ということをそのときグンタということをそのときグンタということをそのときグンタということをそのときグンター・パー・パー・パー・パウリウリウリウリささささんんんんがががが私私私私にににに提提提提案案案案したわけですしたわけですしたわけですしたわけです。。。。94 年年年年当当当当時時時時はははは、、、、現在現在現在現在常常常常識識識識になっているようなになっているようなになっているようなになっているような 3Rというというというという考考考考ええええ方方方方はまはまはまはまだだだだ表表表表立立立立ってってってって登場登場登場登場していませしていませしていませしていませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。たかたかたかたかだだだだかかかか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葉言葉言葉言葉ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが使使使使われていたわれていたわれていたわれていた程程程程度度度度ですですですです。。。。そのそのそのその当当当当時時時時はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは集集集集めてめてめてめて最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場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埋埋埋埋めめめめ立立立立てれてれてれてればばばばよよよよ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考考考考ええええ方方方方がががが支支支支配配配配的的的的でしたでしたでしたでした。。。。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はがはがはがはじじじじけたとはけたとはけたとはけたとはいえいえいえいえ、、、、毎毎毎毎年大年大年大年大量量量量のごみがどのごみがどのごみがどのごみがどんんんんどどどどんんんん出出出出るようになっていましたるようになっていましたるようになっていましたるようになっていました。。。。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すすするためのるためのるためのるための最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場もあっというもあっというもあっというも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あしてきたわけであしてきたわけであしてきたわけでありりりりますますますます。。。。 
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  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きますとしてきますとしてきますとしてきますと、、、、当然当然当然当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、、、、今今今今度度度度はごみはごみはごみはごみ処処処処理代理代理代理代がががが高高高高くなっていくなっていくなっていくなっていくわけですくわけですくわけですくわけです。。。。これではたまらこれではたまらこれではたまらこれではたまらんんんん、、、、何何何何とかならないかということでとかならないかということでとかならないかということでとかならないかということで、、、、国国国国もももも、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体もももも、、、、頭頭頭頭をををを抱抱抱抱えていたわけですえていたわけですえていたわけですえていたわけです。。。。そういうタイミングのそういうタイミングのそういうタイミングのそういうタイミングの中中中中でゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッションでゼロエミッション、、、、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とととしてしてしてして活用活用活用活用するというするというするというするという新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ方方方方がががが提提提提起起起起されたわけでごされたわけでごされたわけでごされたわけでござざざざいますいますいますいます。。。。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活活活用用用用することにすることにすることにすることに成成成成功功功功すれすれすれすればばばば、、、、ごみはごみはごみはご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わけですわけですわけですわけですねねねね。。。。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、、、、ゼロエミゼロエミゼロエミゼロエミッションッションッションッション構想構想構想構想にににに乗乗乗乗ってみてもいいかなというってみてもいいかなというってみてもいいかなというってみてもいいかなというふふふふうにうにうにうに思思思思ったわけですったわけですったわけですったわけです。。。。 

  時代時代時代時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、、、、既存既存既存既存のののの考考考考ええええ方方方方ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、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要必要必要必要ですですですです。。。。私私私私はははは、、、、ジジジジャャャャーナーナーナーナリリリリストとしてストとしてストとしてストとして、、、、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 1 つのつのつのつのキキキキーワードにしてーワードにしてーワードにしてーワードにして廃棄物問廃棄物問廃棄物問廃棄物問題題題題のののの解決解決解決解決にににに取取取取りりりり組組組組めないかというめないかというめないかというめないか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。。。。日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞がそのためのがそのためのがそのためのがそのための役割役割役割役割をををを少少少少しはしはしはしは果果果果たせるのたせるのたせるのたせるのではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えたわけですえたわけですえたわけですえたわけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、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葉言葉言葉言葉をををを初初初初めてめてめてめて日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞のののの紙紙紙紙上上上上でででで使使使使っっっったわけですたわけですたわけですたわけです。。。。そ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葉言葉言葉言葉をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使うようになうようになうようになうようになりりりりましたましたましたました。。。。最最最最後後後後までゼロエミッションというまでゼロエミッションというまでゼロエミッションというまでゼロエミッションという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使うことうことうことうことにににに抵抗抵抗抵抗抵抗していたしていたしていたしていた全全全全国国国国紙紙紙紙もあもあもあもありりりりましたましたましたました。。。。日日日日経経経経がががが最最最最初初初初にににに使使使使ったったったった言葉言葉言葉言葉をををを使使使使いたくないというよういたくないというよういたくないというよういたくないというようなこなこなこなこだだだだわわわわりりりりがあったのがあったのがあったのがあった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。。。。しかししかししかししかし、、、、1 年年年年もたつともたつともたつともたつと、、、、そのそのそのその新新新新聞聞聞聞社社社社もゼロエミッショもゼロエミッショもゼロエミッショもゼロエミッションというンというンというンという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使うようになってうようになってうようになってうようになって、、、、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葉言葉言葉言葉ががががママママスコミではスコミではスコミではスコミでは一一一一般般般般用用用用語語語語になってきたわけですになってきたわけですになってきたわけですになってきたわけです。。。。 

  ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構想構想構想構想はははは時代時代時代時代のののの要要要要請請請請にににに合合合合ったのったのったのった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。。。。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ばばばばかかかかりりりりではなくではなくではなくではなく、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、農農農農水水水水省省省省、、、、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理理理対対対対策策策策やややや、、、、あるいあるいあるいあるいはははは地域地域地域地域振振振振興興興興ののののキキキキーワードとしてーワードとしてーワードとしてーワードとして盛盛盛盛んんんんにににに使使使使ってくれるようになってくれるようになってくれるようになってくれるようになりりりりましたましたましたました。。。。国連大学国連大学国連大学国連大学をををを舞台舞台舞台舞台ににににゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション活動活動活動活動をををを展開展開展開展開してきたしてきたしてきたしてきた私私私私たたたたちちちちはははは、、、、さらにさらにさらにさらに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ていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考えましてえましてえましてえまして、、、、2000 年年年年 4 月月月月にゼロエミッションフォーラムというにゼロエミッションフォーラムというにゼロエミッションフォーラムというにゼロエミッションフォーラムという組組組組織織織織をををを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて、、、、今日今日今日今日にににに至至至至っているわけでごっているわけでごっているわけでごっているわけでござざざざいますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、94 年年年年にゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションというにゼロエミッションという言葉言葉言葉言葉がががが発想発想発想発想さささされてれてれてれて、、、、2000 年年年年にににに 1 つのつのつのつの運運運運動体動体動体動体としてのとしてのとしてのとしての組組組組織織織織ができができができができ、、、、今日今日今日今日にににに至至至至ったということでごったということでごったということでごったということで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代時代時代時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わってまいわってまいわってまいりりりりましたましたましたました。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの概概概概念念念念をををを拡大拡大拡大拡大させてさせてさせてさせて、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの元元元元凶凶凶凶であるであるであるである CO2 というというというという廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにをゼロにをゼロにをゼロに近近近近づけるづけるづけるづけるためのためのためのための低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりのののの実現実現実現実現、、、、これもこれもこれもこれも今今今今やややや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非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきなターターターターゲゲゲゲットになっておットになっておットになっておットになっておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの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どどど私私私私のののの話話話話のののの中中中中でもでもでもでも触触触触れさせていれさせていれさせていれさせていたたたただだだだくことになるとくことになるとくことになるとくことになると思思思思いますいますいますいます。。。。 

  千葉市千葉市千葉市千葉市のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、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ぜぜぜぜひひひひ参考参考参考参考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、、、、生生生生きききき生生生生きときときときとしたしたした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んんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばば非常非常非常非常にあにあにあにありりりりがたいとがたいとがたいとがたいと思思思思いいいいますますますます。。。。燃燃燃燃えるごみをえるごみをえるごみをえるごみを 3 分分分分のののの 1 にするというのもにするというのもにするというのもにするというのもまさにゼロエミッションのコンまさにゼロエミッションのコンまさにゼロエミッションのコンまさにゼロエミッションのコンセセセセプトにかプトにかプトにかプトにかなうなうなうなう政策政策政策政策だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ききききょょょょうこれからうこれからうこれからうこれから講演講演講演講演、、、、そのそのそのその後後後後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などがあムなどがあムなどがあムなどがありりりりますがますがますがますが、、、、よよよよりりりりよいよいよいよい千葉市千葉市千葉市千葉市をつくをつくをつくをつくるためにるためにるために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ああありりりりがたいとがたいとがたいとがたいと願願願願いつついつついつついつつ、、、、私私私私のあいさつにかえのあいさつにかえのあいさつにかえのあいさつにかえさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  主催主催主催主催者者者者よよよよりりりりごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生にににに、、、、第第第第 1 部部部部のののの基調基調基調基調講演講演講演講演 1 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存存存存じじじじまままますがすがすがすが、、、、そのそのそのその前前前前にににに、、、、舞台舞台舞台舞台上上上上ののの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。。。。少少少少々々々々おおお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。（。（。（。（舞台準備舞台準備舞台準備舞台準備）））） 
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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、、、、第第第第 1 部部部部、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演 1 のののの講講講講師師師師をおをおをおをお務務務務めいためいためいためいただだだだきますきますきますきます三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生をををを改改改改めてごめてごめてごめてご紹介紹介紹介紹介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すきますきますきます。。。。 

  三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生はははは、、、、日日日日本経済本経済本経済本経済新新新新聞聞聞聞社社社社 OB でででで、、、、経済経済経済経済人人人人とととと環境環境環境環境 NGOやややや NPO とのとのとのとの交交交交流流流流をををを促進促進促進促進するするするする一一一一方方方方、、、、色色色色々々々々なななな大学大学大学大学でででで環境環境環境環境講講講講座座座座をををを開開開開講講講講しししし、、、、経経経経営営営営者者者者とととと学学学学生生生生とのとのとのとの直直直直接接接接対話対話対話対話にににに道道道道をををを開開開開くなどくなどくなどくなど、、、、独独独独自自自自のののの立立立立場場場場からからからから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いらっしけていらっしけていらっしけていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。2000 年年年年からはからはからはからは、、、、千葉千葉千葉千葉商商商商科大学科大学科大学科大学政策情政策情政策情政策情報学報学報学報学部部部部教授教授教授教授をををを務務務務めるめるめるめる一方一方一方一方、、、、現在現在現在現在、、、、環境環境環境環境省中央省中央省中央省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、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーゼロエミッションフォーラムラムラム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表代表代表代表、、、、全全全全国地球国地球国地球国地球温暖温暖温暖温暖化化化化防止防止防止防止活動推進活動推進活動推進活動推進セセセセンターンターンターンター（（（（ＪＪＪＪＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡ））））運運運運営営営営委員委員委員委員会議会議会議会議長長長長などをなどをなどをなどを兼兼兼兼任任任任されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。 

  本本本本日日日日のののの講演講演講演講演テーテーテーテーママママはははは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会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～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～～～～」」」」ですですですです。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 三橋三橋三橋三橋国連大学国連大学国連大学国連大学 ZEF 自治体自治体自治体自治体ネットワークネットワークネットワークネットワーク代表代表代表代表 

  再再再再度度度度登登登登板板板板ということでということでということでということで、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ですですですです。「。「。「。「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～～～～新新新新 3R のののの役割役割役割役割をををを考考考考えるえるえるえる～～～～」」」」ということについてこれからおということについてこれからおということについてこれからおということについてこれからお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  40 分分分分のののの予定予定予定予定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、、、、時時時時間間間間がががが少少少少しずれしずれしずれしずれ込込込込んんんんでででで、、、、2時時時時 20 分分分分にはにはにはには終終終終えたいということえたいということえたいということえたいということなのでなのでなのでなので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話をををを速速速速めにめにめにめに進進進進めさめさめさめさせていたせていたせていたせていただだだだくということになるとくということになるとくということになるとくということにな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、、、、ごごごご容容容容赦赦赦赦いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 地球地球地球地球とととと人人人人間間間間はははは長長長長いいいい間間間間良好良好良好良好なななな関係関係関係関係をををを維維維維持持持持してきたしてきたしてきたしてきた 

  長長長長いいいい間間間間、、、、自自自自然然然然界界界界とととと人人人人間間間間はははは非常非常非常非常にににに良好良好良好良好なななな関係関係関係関係をををを維維維維持持持持しししし、、、、仲良仲良仲良仲良くつきくつきくつきくつき合合合合ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。大大大大ききききなななな自自自自然然然然のののの中中中中にににに人人人人間間間間社会社会社会社会がががが包包包包まれてまれてまれてまれて、、、、自自自自然然然然のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな恩恩恩恩恵恵恵恵をををを受受受受けてけてけてけて、、、、ややややってきましたってきましたってきましたってきました。。。。人人人人類類類類のののの歴歴歴歴史史史史はははは 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がることができますがることができますがることができますが、、、、それからずっとそれからずっとそれからずっとそれからずっと今日今日今日今日までまでまでまで、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく人類人類人類人類のののの歴歴歴歴史史史史のののの 99％％％％はははは自自自自然然然然とととと人人人人間間間間はははは非常非常非常非常にににに仲仲仲仲がよかったわけですがよかったわけですがよかったわけですがよかったわけです。。。。そのそのそのその関係関係関係関係がががが突突突突然然然然最最最最近近近近になってになってになってになって崩崩崩崩れてしまったということですれてしまったということですれてしまったということですれてしまったということです。。。。地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破破破破壊壊壊壊ななななどいろどいろどいろどいろんんんんなななな問問問問題題題題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、、、、地球地球地球地球とととと人人人人間間間間とのとのとのとの折折折折りりりり合合合合いがいがいがいが極極極極端端端端にににに悪悪悪悪くなってしまいましくなってしまいましくなってしまいましくなってしまいましたたたた。。。。ななななぜぜぜぜ悪悪悪悪くなってしまったのかということでごくなってしまったのかということでごくなってしまったのかということでごくなってしまったのかということで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、、、、それはそれはそれはそれは、、、、地球地球地球地球のサスのサスのサスのサステナテナテナテナビリビリビリビリテテテティィィィがががが失失失失われてしまったことがわれてしまったことがわれてしまったことがわれてしまったことが原因原因原因原因ですですですです。。。。サステナサステナサステナサステナビリビリビリビリテテテティィィィはははは持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性とととと訳訳訳訳さささされていますれていますれていますれています。。。。このこのこのこの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リビリビリビリテテテティィィィがががが失失失失われてしまったためにわれてしまったためにわれてしまったためにわれてしまったために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起起起起ここここってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにごうにごうにごうにご理理理理解解解解くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  これからのこれからのこれからのこれからの話話話話しはしはしはしは、、、、大体大体大体大体レレレレジジジジュメュメュメュメにににに沿沿沿沿っておっておっておってお話話話話ししますのでししますのでししますのでししますので、、、、後後後後でそれをごらでそれをごらでそれをごらでそれをごらんんんんいたいたいたいただだだだけれけれけれければばばば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、、、、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リビリビリビリテテテティィィィとととと具具具具体的体的体的体的にはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことを意意意意味味味味しているのでししているのでししているのでししているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。決決決決してしてしてして難難難難しいことではあしいことではあしいことではあしいことではありりりりませませませませんんんん。。。。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リビリビリビリテテテティィィィとはとはとはとは、「、「、「、「健全健全健全健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、、、、そしてそしてそしてそ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ことことこと」」」」ですですですです。。。。このこのこのこの何何何何ででででもないもないもないもない当当当当たたたたりりりり前前前前のことがのことがのことがのことが守守守守られずられずられずられず、、、、壊壊壊壊れてしまったためれてしまったためれてしまったためれてしまったため、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題がががが発発発発生生生生してしまったわしてしまったわしてしまったわしてしまったわけですけですけですけです。。。。 サステナサステナサステナサステナビリビリビリビ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のするためのするためのするための３３３３条件条件条件条件 

  それではそれではそれではそれでは、、、、サステナサステナサステナサステナビリビリビリビリテテテティィィィをををを維維維維持持持持していくためにはどのようなしていくためにはどのようなしていくためにはどのようなしていくためにはどのような条件条件条件条件がががが必要必要必要必要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。。。。ここにここにここにここに書書書書いてあるようにいてあるようにいてあるようにいてあるように少少少少なくともなくともなくともなくとも 3 つのつのつのつの条件条件条件条件がががが必要必要必要必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認認認識識識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あではあではあではありりりりませませませませんんんん。。。。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少少少少しししし、、、、ややややがてがてがてがて底底底底をついてをついてをついてをついてしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。有有有有害害害害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、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境はどはどはどはどんんんんどどどどんんん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。。。。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、、、、地球地球地球地球はははは有有有有限限限限なななな存存存存在在在在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、、、、あたかもあたかもあたかもあたかも無無無無限限限限のようにのようにのようにのように扱扱扱扱われましたわれましたわれましたわれました。。。。有有有有限限限限なななな地球地球地球地球のののの下下下下でででで、、、、経済経済経済経済はははは成成成成長長長長しししし続続続続けけけけ、、、、世界世界世界世界のののの人口人口人口人口もももも右右右右肩肩肩肩上上上上ががががりりりりでででで増増増増加加加加しししし続続続続けけけけ、、、、自自自自然然然然のののの浄浄浄浄化力化力化力化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物物物質質質質がががが排排排排出出出出されされされされ続続続続けていますけていますけていますけています。。。。このようなこのようなこのようなこのようなやりやりやりやり方方方方をしていれをしていれをしていれをしていればばばば、、、、どこかどこかどこかどこか
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でででで破破破破綻綻綻綻にににに突突突突きききき当当当当たることはたることはたることはたることは当然当然当然当然ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、現実現実現実現実のののの社会社会社会社会はははは、、、、地球地球地球地球をあたかもをあたかもをあたかもをあたかも無無無無限限限限のののの存存存存在在在在のようにのようにのようにのように扱扱扱扱ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、地地地地球球球球のサステナのサステナのサステナのサステナビリビリビリビリテテテティィィィがががが失失失失われてしまったわけでわれてしまったわけでわれてしまったわけでわれてしまったわけですすすす。。。。有有有有限限限限なななな地球地球地球地球というというというという前前前前提提提提にににに立立立立ってってってって、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動、、、、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というものがというものがというものがというものが営営営営まれるまれるまれるまれる必要必要必要必要があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。 

  2番番番番目目目目がががが生生生生態態態態系系系系のののの全全全全体的体的体的体的なななな保保保保全全全全ですですですです。。。。現在現在現在現在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にきていくためにきていくためにきていくために必要必要必要必要なきれいななきれいななきれいな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、、、、適適適適正正正正なななな温温温温度度度度、、、、これはこれはこれはこれは生生生生態態態態系系系系がががが存存存存在在在在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初初初初めてめてめてめて守守守守られているわけられているわけられているわけられているわけですですですです。。。。生生生生態態態態系系系系がががが壊壊壊壊れてしまうとれてしまうとれてしまうとれてしまうと、、、、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、、、、それからそれからそれからそれから適適適適正正正正なななな温温温温度度度度、、、、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にきていくためにきていくためにきていくために適適適適正正正正なななな温温温温度度度度、、、、これはこれはこれはこれは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。。。。今今今今のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化のののの有力有力有力有力なななな原原原原因因因因のひとつがのひとつがのひとつがのひとつが生生生生態態態態系系系系のののの破破破破壊壊壊壊にににに起因起因起因起因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。。。。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生生生生態態態態系系系系のののの全全全全体体体体的的的的なななな保保保保全全全全にににに取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばななななりりりりませませませませんんんん。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、3 番番番番目目目目はははは、、、、未未未未来世来世来世来世代代代代へのへのへのへの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮ですですですです。。。。ままままだだだだ生生生生まれてきていないまれてきていないまれてきていないまれてきていない私私私私たたたたちちちちのののの孫孫孫孫、、、、またそのまたそのまたそのまたその孫孫孫孫のののの孫孫孫孫というようなというようなというようなというような未未未未来世来世来世来世代代代代もももも私私私私たたたたちちちちとととと同様同様同様同様にににに地球地球地球地球のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな恩恩恩恩恵恵恵恵がががが得得得得られるられるられるられるようにようにようにように、、、、健全健全健全健全なななな地球地球地球地球をををを残残残残していかなくはいけませしていかなくはいけませしていかなくはいけませしていかなくはいけませんんんん。。。。現在現在現在現在私私私私たたたたちちちちがががが豊豊豊豊かでかでかでかで便便便便利利利利なななな生生生生活活活活をすをすをすをするためにるためにるためにるために資源資源資源資源をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん使使使使いいいい、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境をどをどをどをどんんんんどどどどんんんん破破破破壊壊壊壊するするするする、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、、、、私私私私たたたたちちちちのののの未未未未来世来世来世来世代代代代がががが資源資源資源資源のののの乏乏乏乏しいしいしいしい、、、、汚汚汚汚れたれたれたれた地球地球地球地球をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐようなことはようなことはようなことはようなことは、、、、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されるされるされるべべべべきことできことできことできことではあはあはあはありりりりませませませませんんんん。。。。ややややははははりりりり未未未未来世来世来世来世代代代代へのへのへのへの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカ先先先先住住住住民民民民のののの間間間間にはにはにはには、、、、7代代代代先先先先のののの子子子子孫孫孫孫にににに現在現在現在現在のののの自分自分自分自分たたたたちちちちがががが享享享享受受受受しているしているしているしている健全健全健全健全なななな自自自自然然然然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教教教教えがえがえがえが親親親親からからからから子子子子、、、、子子子子からからからから孫孫孫孫へとへとへとへと代代代代々々々々伝伝伝伝えられていたそうですえられていたそうですえられていたそうですえられていたそうです。。。。未未未未来世来世来世来世代代代代へのへのへのへの利利利利益益益益配配配配慮慮慮慮とはとはとはとは、、、、そうそうそうそういうことですいうことですいうことですいうことです。。。。 ２０２０２０２０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代時代時代時代がサステナがサステナがサステナがサステナビリビリビリビリテテテティィィィをををを壊壊壊壊してしまったしてしまったしてしまったしてしまった 

  ところがところがところがところが、、、、1950 年年年年からからからから 2000 年年年年、、、、つまつまつまつまりりりり 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半半半半世世世世紀紀紀紀、、、、膨膨膨膨張張張張のののの時代時代時代時代とととと言言言言われてわれてわれてわれていますがいますがいますがいますが、、、、世界経済世界経済世界経済世界経済はははは爆爆爆爆発的発的発的発的にににに拡大拡大拡大拡大いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、1950 年年年年のののの世界世界世界世界人口人口人口人口はははは 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、、、、わずかわずかわずかわずか 50 年年年年後後後後のののの 2000 年年年年にはにはにはには 61億億億億人人人人にににに、、、、2.4倍倍倍倍もももも増増増増えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう。。。。GDP もももも、、、、世世世世界界界界 GDP がががが 3.8 兆兆兆兆ドルドルドルドルだだだだったのがったのがったのがったのが、、、、8.1 倍倍倍倍、、、、30 兆兆兆兆ドルにもドルにもドルにもドルにも増増増増えてしまうえてしまうえてしまうえてしまう。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで、、、、1950 年年年年からからからから 2000 年年年年のののの、、、、ごくごくごくごく最最最最近近近近のののの半半半半世世世世紀紀紀紀のののの膨膨膨膨張張張張のののの時代時代時代時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があらわにがあらわにがあらわになってきたわけですなってきたわけですなってきたわけですなってきたわけです。。。。 

  小小小小麦麦麦麦についてもについてもについてもについても、、、、1950 年年年年にはにはにはには 1.4億億億億トントントントン、、、、それがそれがそれがそれが 2000 年年年年にににに 5.8億億億億トントントントン、、、、もうこれでもうこれでもうこれでもうこれで地球地球地球地球のののの使使使使えるえるえるえる穀穀穀穀物物物物生生生生産産産産のののの農農農農地地地地はもうはもうはもうはもうぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりりりりですですですです。。。。これこれこれこれ以以以以上人口上人口上人口上人口がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん増増増増えれえれえれえればばばば、、、、とてもとてもとてもとても食糧食糧食糧食糧はははは賄賄賄賄いいいい切切切切れなくなってしまうれなくなってしまうれなくなってしまうれなくなってしまう。。。。このこのこのこの膨膨膨膨張張張張のののの時代時代時代時代をををを経経経経てててて、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境破破破破壊壊壊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。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層のののの破破破破壊壊壊壊、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨、、、、いろいろあいろいろあいろいろあいろいろありりりりますますますます。。。。最最最最近近近近ではではではでは、、、、異異異異常気象常気象常気象常気象、、、、海面水海面水海面水海面水位位位位のののの上上上上昇昇昇昇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環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊がががが起起起起こってこってこってこって私私私私たたたたちちちち人類人類人類人類のののの生生生生存存存存条件条件条件条件をををを脅脅脅脅かしてきかしてきかしてきかしてき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。。。。 

  環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進むむむむだだだだけではごけではごけではごけではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。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もももも今今今今どどどどんんんんどどどどんんんん減減減減ってきってきってきってきていますていますていますています。。。。このこのこのこの図図図図はははは、、、、地地地地下下下下資源資源資源資源をををを 100 としてとしてとしてとして、、、、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たわれてしまったわれてしまったわれてしまった資源資源資源資源のののの量量量量をををを黒黒黒黒印印印印でででで表表表表現現現現しているわけですしているわけですしているわけですしているわけです。。。。これをこれをこれをこれを見見見見るとるとるとると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、、、、地球資源地球資源地球資源地球資源のうのうのうのうちちちち、、、、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、、、、鉛鉛鉛鉛とかとかとかとか、、、、金金金金とかとかとかとか、、、、黒黒黒黒棒棒棒棒がががが長長長長いところはいところはいところはいところは、、、、もうもうもうもう地地地地下下下下ににににほほほほととととんんんんどどどど資源資源資源資源はなくなってしまはなくなってしまはなくなってしまはなくなってしまっていますっていますっていますっています。。。。発発発発掘掘掘掘してしてしてして、、、、使使使使ってしまったわけですってしまったわけですってしまったわけですってしまったわけです。。。。銅銅銅銅もももも、、、、大体大体大体大体 50％％％％ぐぐぐぐらいがらいがらいがらい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。。。。無無無無限限限限にあるとにあるとにあるとにあると言言言言われているわれているわれているわれている鉄鉄鉄鉄もももも、、、、30％％％％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われてしまっわれてしまっわれてしまっていますていますていますています。。。。現在現在現在現在、、、、銅銅銅銅とかとかとかとか鉄鉄鉄鉄などのなどのなどのなどの資源資源資源資源消費消費消費消費量量量量はははは非常非常非常非常にににに増増増増えていますからえていますからえていますからえていますから、、、、今今今今のままのテンのままのテンのままのテンのままのテンポポポポでででで使使使使ええええばばばば、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく今今今今世世世世紀紀紀紀のののの半半半半ばばばば、、、、2050 年年年年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには、、、、枯渇枯渇枯渇枯渇してしまうおそれがあしてしまうおそれがあしてしまうおそれがあしてしまうおそれがありりりりまままますすすす。。。。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、、、、今今今今やややや膨膨膨膨張張張張のののの時代時代時代時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非常非常非常非常にににに明明明明らかになってきたわらかになってきたわらかになってきたわらかになってきたわけですけですけですけです。。。。 自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線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 

  現在現在現在現在私私私私たたたたちちちち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歴歴歴歴史史史史的的的的状況状況状況状況をををを認識認識認識認識するためのグラフがここにするためのグラフがここにするためのグラフがここにするためのグラフがここに示示示示したしたしたした、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線ですですですです。。。。縦縦縦縦軸軸軸軸にににに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）、）、）、）、横軸横軸横軸横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。。。。００００点点点点はははは自自自自然然然然がまったくがまったくがまったくがまったく利用利用利用利用されていないされていないされていないされていない状状状状態態態態、、、、逆逆逆逆ににににＤＤＤＤ点点点点はははは自自自自然然然然がががが１００１００１００１００％％％％利用利用利用利用されつくしたされつくしたされつくしたされつくした
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状状状状態態態態でででで、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生はともにゼロはともにゼロはともにゼロはともにゼロ。。。。B点点点点はははは、、、、自自自自然然然然のののの環境環境環境環境許許許許容容容容限限限限度度度度ですですですです。。。。B点点点点をををを境境境境にしてにしてにしてにして、、、、自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線のののの方方方方向向向向がががが変変変変わってきますわってきますわってきますわってきます。。。。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社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生、、、、別別別別のののの言葉言葉言葉言葉でいえでいえでいえでいえばばばば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高高高高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。。。。自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線はははは、、、、右右右右肩肩肩肩上上上上ががががりりりりでででで上上上上昇昇昇昇しますしますしますします。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、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だだだだとととと、、、、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満満満満足足足足度度度度はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん落落落落ちちちちていていていていきますきますきますきます。。。。これがこれがこれがこれが自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線ですですですです。。。。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、、、、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どはどはどはどんんんんどどどどんんんん上上上上ががががっていくわけですっていくわけですっていくわけですっていくわけです。。。。自自自自然然然然をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて道道道道路路路路をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道をををを敷敷敷敷いたいたいたいたりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは工工工工場場場場をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり、、、、住住住住宅宅宅宅をつくったをつくったをつくったをつくったりりりりすることですることですることですることで生生生生活活活活のののの利利利利便便便便性性性性がががが急急急急速速速速にににに高高高高ままままりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、自自自自然然然然界界界界にににに存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資源資源資源資源をををを使使使使ってってってって自動自動自動自動車車車車をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり、、、、家家家家電電電電製品製品製品製品をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり、、、、家家家家具具具具をつくったをつくったをつくったをつくったりりりり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ははは上上上上がっていくわけですがっていくわけですがっていくわけですがっていくわけです。。。。 しかししかししかししかし、、、、自自自自然然然然はははは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こまでもどどこまでもどどこまでもどどこまでも満満満満足足足足度度度度がががが向向向向上上上上するわけではあするわけではあするわけではあするわけではありりりりませませませませんんんん。。。。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過過過過剰剰剰剰にににに自自自自然然然然をををを利用利用利用利用するようになれするようになれするようになれするようになればばばば、、、、満満満満足足足足度度度度はははは逆逆逆逆にどにどにどにどんんんんどどどどんんんん落落落落ちちちちててててしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。 現在現在現在現在私私私私たたたたちちちちはこのはこのはこのはこの C 点点点点のののの近近近近くにいるというくにいるというくにいるというくにいるというふふふふうにうにうにうに考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。このこのこのこの C 点点点点のののの満満満満足足足足度度度度、、、、
W1 というのはというのはというのはというのは、、、、B のののの上上上上のののの満満満満足足足足度度度度、、、、W0 よよよよりりりり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。。。。ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう現現現現象象象象がががが起起起起こるこるこるこるのかというとのかというとのかというとのかというと、、、、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すでにではすでにではすでにではすでに自自自自然然然然はははは過過過過剰剰剰剰消費消費消費消費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。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、様様様様々々々々なななな公公公公害害害害がががが発発発発生生生生しますしますしますします。。。。地球地球地球地球規規規規模模模模のののの環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊もももも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。。。。温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、オオオオゾゾゾゾンンンン層層層層破破破破壊壊壊壊、、、、酸酸酸酸性性性性雨雨雨雨のののの発発発発生生生生などがそのなどがそのなどがそのなどがその具具具具体体体体例例例例ですですですです。。。。さらにさらにさらにさらに私私私私たたたたちちちちのののの気気気気持持持持ちちちちをををを癒癒癒癒してくれるしてくれるしてくれるしてくれる森森森森もももも今今今今どどどどんんんんどどどどんんんん減減減減少少少少していましていましていましていますすすす。。。。そういうそういうそういうそういうママママイナスのイナスのイナスのイナスの相相相相乗乗乗乗効効効効果果果果としてとしてとしてとして、、、、C 点点点点のののの近近近近傍傍傍傍ではではではでは、、、、満満満満足足足足度度度度がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん落落落落ちちちちてきているわけですてきているわけですてきているわけです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、、、、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過過過過剰剰剰剰にどにどにどにどんんんんどどどどんんんん利利利利用用用用してもしてもしてもしても、、、、社会的社会的社会的社会的厚厚厚厚生生生生はははは向向向向上上上上しませしませしませしませんんんん。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、これからはこのこれからはこのこれからはこのこれからはこの C 点近点近点近点近傍傍傍傍でででで生生生生活活活活をしてをしてをしてをしているのいるのいるのいるのだだだだというというというという前前前前提提提提でででで、、、、経済活動経済活動経済活動経済活動をしたをしたをしたをしたりりりり、、、、日日日日常常常常生生生生活活活活をををを送送送送るということがるということがるということがるということが必要必要必要必要になってくになってくになってくになってくるわけでするわけでするわけでするわけです。。。。 フローとストックのフローとストックのフローとストックのフローとストックの関係関係関係関係 電電電電通通通通ＰＲＰＲＰＲＰＲセセセセンターがンターがンターがンターが作作作作成成成成したしたしたした戦戦戦戦略略略略 10訓訓訓訓があがあがあがありりりりますますますます。。。。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のののの雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気がががが見見見見ごとごとごとごとにににに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。。。。自自自自然然然然をできるをできるをできるを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、、、、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をををを高高高高めるこめるこめるこめることができたとができたとができたとができた時代時代時代時代のののの空空空空気気気気がががが分分分分かかかかりりりりますますますます。。。。むむむむだだだだ使使使使いをいをいをいを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、資源資源資源資源をををを浪費浪費浪費浪費するするするすることがことがことがことが経済成経済成経済成経済成長長長長をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要だだだだったったったった時代時代時代時代ですですですです。。。。もっともっともっともっと使使使使わせろわせろわせろわせろ、、、、捨捨捨捨てさせろてさせろてさせろてさせろ、、、、むむむむだだだだ使使使使いさせろなどいさせろなどいさせろなどいさせろなど１０１０１０１０項項項項がががが挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。膨膨膨膨張張張張のののの時代時代時代時代はまさにこういうはまさにこういうはまさにこういうはまさにこういう考考考考ええええ方方方方でででで実現実現実現実現ししししたわけでごたわけでごたわけでごたわけでござざざざいますいますいますいます。。。。 

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はははは、、、、戦戦戦戦略略略略１０１０１０１０訓訓訓訓ではではではではややややっていけませっていけませっていけませっていけませんんんん。。。。逆逆逆逆にににに新新新新しいしいしいしい戦戦戦戦略略略略 5 訓訓訓訓、、、、足足足足るをるをるをるを知知知知るるるる、、、、大事大事大事大事にににに使使使使うううう、、、、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ようめようめようめよう、、、、流流流流行行行行をををを追追追追うなうなうなうな、、、、自自自自然然然然ののののリリリリズムをズムをズムをズムを尊尊尊尊重重重重せよなどせよなどせよなどせよなどですですですです。。。。春春春春になれになれになれになればばばば食食食食べべべべられるイられるイられるイられるイチゴチゴチゴチゴをををを温室温室温室温室でででで促成促成促成促成栽培栽培栽培栽培してしてしてして冬冬冬冬にににに食食食食べべべべれれれればばばば、、、、膨膨膨膨大大大大なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーがーがーがーが必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。春春春春、、、、自自自自然然然然にににに育育育育ったイったイったイったイチゴチゴチゴチゴをををを食食食食べべべべれれれればばばばいいのですいいのですいいのですいいのです。。。。そういうようなこそういうようなこそういうようなこそういうようなことでとでとでとで自自自自然然然然ののののリリリリズムをズムをズムをズムを尊尊尊尊重重重重していくことがこれからしていくことがこれからしていくことがこれからしていくことがこれから必要必要必要必要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。。。。 次次次次にににに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを説説説説明明明明したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがそのいますがそのいますがそのいますが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回回回回りりりり道道道道になになになになりりりりますけれどますけれどますけれどますけれど経済学経済学経済学経済学のののの言葉言葉言葉言葉をををを 2 つつつつだだだだけけけけ覚覚覚覚えてくえてくえてくえてくだだだださいさいさいさい。。。。1 つはフローというつはフローというつはフローというつはフローという言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。フローとはフローとはフローとはフローとは、、、、一一一一定定定定期間期間期間期間、、、、例例例例ええええばばばば 1 年年年年間間間間にににに新新新新たにつくたにつくたにつくたにつくりりりり出出出出されたされたされたされた付付付付加価加価加価加価値値値値のののの合合合合計計計計のことですのことですのことですのことです。Ｇ。Ｇ。Ｇ。ＧＤＤＤＤＰＰＰＰ（（（（国内国内国内国内総総総総生生生生産産産産））））はフローをはフローをはフローをはフローを代表代表代表代表するするするする経済経済経済経済指指指指標標標標ですですですです。。。。もうもうもうもう一一一一つがストックというつがストックというつがストックというつがストックという言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。一一一一定定定定時時時時点点点点にににに存存存存在在在在するするするする経済経済経済経済財財財財のののの存存存存在在在在量量量量のことですのことですのことですのことです。。。。フローとストックのフローとストックのフローとストックのフローとストックの間間間間にはにはにはには非非非非常常常常にににに密密密密接接接接なななな関係関係関係関係があがあがあがありりりりますますますます。。。。フローのフローのフローのフローの一一一一部部部部がががが翌翌翌翌年年年年のストックにのストックにのストックにのストックに積積積積みみみみ増増増増されるというされるというされるというされるという関係関係関係関係ですですですです。。。。住住住住宅宅宅宅をををを考考考考えてみえてみえてみえてみましましましましょょょょうううう。。。。あるあるあるある年年年年のののの住住住住宅宅宅宅のフローはのフローはのフローはのフローは、、、、A＋＋＋＋C1、、、、これはそのこれはそのこれはそのこれはその年年年年にににに新新新新たにできたたにできたたにできたたにできた新新新新築築築築住住住住宅宅宅宅ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、B＋＋＋＋C2 というのはというのはというのはというのは、、、、既既既既にににに過去過去過去過去からからからから存存存存在在在在しているしているしているしている住住住住宅宅宅宅のののの数数数数ですですですです。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、翌翌翌翌年年年年のののの住住住住宅宅宅宅はどうなるでしはどうなるでしはどうなるでしはどうなるでしょょょょうかうかうかうか。。。。C1 とととと C2 をををを除除除除いたいたいたいた A＋＋＋＋B がががが翌翌翌翌年年年年のののの新新新新ストックストックストックストック、、、、住住住住宅宅宅宅のののの総総総総数数数数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。。。。C1、、、、C2 はははは、、、、そのそのそのその年年年年にににに火火火火災災災災やややや洪洪洪洪水水水水などでなくなってしまったなどでなくなってしまったなどでなくなってしまったなどでなくなってしまった住住住住宅宅宅宅のののの数数数数。。。。そそそそのののの部部部部分分分分をををを引引引引くわけですくわけですくわけですくわけです。。。。 
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さてさてさてさて、、、、このこのこのこの図図図図をごらをごらをごらをごらんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本をををを頭頭頭頭にににに浮浮浮浮かかかかべべべべ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。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本はははは、、、、戦戦戦戦争争争争でストックがでストックがでストックがでストックが大大大大幅幅幅幅にににに破破破破壊壊壊壊されてしまいましたされてしまいましたされてしまいましたされてしまいました。。。。工工工工場場場場、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道、、、、道道道道路路路路、、、、一一一一般般般般住住住住宅宅宅宅、、、、あらゆるものがあらゆるものがあらゆるものがあらゆるものが戦戦戦戦争争争争でででで灰灰灰灰になってしまったわけですになってしまったわけですになってしまったわけですになってしまったわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、戦戦戦戦後後後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非常非常非常非常にににに不不不不足足足足したしたしたした経済経済経済経済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。。。。不不不不足足足足しているストックをしているストックをしているストックをしている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新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品やややや住住住住宅宅宅宅をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくるつくるつくるつくる、、、、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、、、、フローをフローをフローをフローを大大大大幅幅幅幅にににに増増増増ややややすすすす必要必要必要必要ががががあったわけですあったわけですあったわけですあったわけです。。。。フローをフローをフローをフローを増増増増ややややすということはすということはすということはすということはＧＧＧＧＤＤＤＤＰＰＰＰをををを増増増増ややややすということであすということであすということであすということでありりりり、Ｇ、Ｇ、Ｇ、ＧＤＤＤＤＰＰＰＰををを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政策長政策長政策長政策がががが必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。そのためのそのためのそのためのそのための方方方方法法法法がががが、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量廃量廃量廃量廃棄棄棄棄とワンとワンとワンとワンウウウウエイエイエイエイ型型型型（（（（一方一方一方一方通通通通行行行行型型型型））））のののの経済経済経済経済システムですシステムですシステムですシステムです。。。。戦戦戦戦後後後後のののの日日日日本本本本がががが高高高高度成度成度成度成長政策長政策長政策長政策をををを追求追求追求追求してきたのはしてきたのはしてきたのはしてきたのは、、、、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補補補補うためうためうためうため、、、、フローをフローをフローをフローを短短短短期間期間期間期間にににに増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があがあがあがあったためですったためですったためですったためです。。。。 そのおそのおそのおそのお陰陰陰陰でででで、、、、今今今今のののの日日日日本本本本はははは、、、、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直面直面直面直面しているもののしているもののしているもののしているものの、、、、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充充充充実実実実したしたしたした社会社会社会社会になっていますになっていますになっていますになっています。。。。もうもうもうもう新新新新品品品品のののの製品製品製品製品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくるつくるつくるつくる必要必要必要必要はあはあはあはありりりりませませませませんんんん。。。。先先先先ほほほほどのどのどのどの自自自自然然然然満満満満足足足足度度度度曲曲曲曲線線線線にストックのにストックのにストックのにストックの考考考考ええええ方方方方をををを加加加加えたのがこのえたのがこのえたのがこのえたのがこの図図図図ですですですです。。。。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がストックがストックがストックがストックですですですです。。。。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、、、、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たのでしていたのでしていたのでしていたので、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産によってどによってどによってどによってどんんんんどどどどんんんんフローをフローをフローをフローを増増増増ややややすすすす必要必要必要必要があっがあっがあっがあったわけですたわけですたわけですたわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、B 点点点点のののの右右右右側側側側のののの世界世界世界世界ではではではでは、、、、黄色黄色黄色黄色いいいい部部部部分分分分、、、、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充充充充実実実実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、、、、フローとしてのフローとしてのフローとしてのフローとしての新新新新品品品品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくつくつくつくるるるる必要必要必要必要はあはあはあはありりりりませませませませんんんん。。。。 ストックストックストックストック重重重重視視視視のののの経済経済経済経済へへへへ転転転転換換換換 これからのこれからのこれからのこれからの時代時代時代時代、、、、つまつまつまつまりりりり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新新新新しいしいしいしい経済経済経済経済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必要必要必要必要があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。すでにすでにすでにすで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存既存既存既存のののの製品製品製品製品をでをでをでをできるきるきるきるだだだだけけけけ長長長長くくくく使使使使っていくことでっていくことでっていくことでっていくことで成成成成りりりり立立立立つつつつ経済経済経済経済ですですですです。。。。B 点点点点のののの左左左左側側側側はははは、、、、新新新新品品品品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくるつくるつくるつくることでことでことでことで成成成成りりりり立立立立つつつつ経済経済経済経済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。。。。当然当然当然当然投投投投入入入入資源資源資源資源、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーがーがーがーが多多多多くなるくなるくなるくなる経済経済経済経済ですですですです。。。。ここここのののの違違違違いをいをいをいをぜぜぜぜひごひごひごひご理理理理解解解解いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 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活用活用活用活用していくしていくしていくしていく社会社会社会社会がががが循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会ににににほほほほかならないわけですかならないわけですかならないわけですかならないわけです。。。。ストックをストックをストックをストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するするするする方方方方法法法法としてとしてとしてとして、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを向向向向上上上上させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要ですですですです。。。。資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性とはとはとはとは、、、、最最最最小小小小のののの資源資源資源資源投投投投入入入入でででで最大最大最大最大のアのアのアのアウウウウトプットトプットトプットトプット（（（（製品製品製品製品ややややサーサーサーサービビビビスススス））））をををを生生生生みみみみ出出出出すことですすことですすことですすことです。。。。このこのこのこの表表表表でででで、、、、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がががが 1 からからからから 10 までまでまでまで挙挙挙挙げられていますげられていますげられていますげられています。。。。例例例例ええええばばばば、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消費消費消費消費・・・・大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というというというという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改改改改めてめてめてめて、、、、適適適適正正正正生生生生産産産産・・・・適適適適正消費正消費正消費正消費・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、、、、いわいわいわいわばばばば円円円円形形形形、、、、丸丸丸丸いいいい形形形形、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは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にシステムにシステムにシステムに作作作作りりりり変変変変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、、、、ストッストッストッストックをクをクをク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。。。。 

3R（（（（リデリデリデリデュュュュースースースース、、、、リリリリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル））））もストックをもストックをもストックをもストックを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するためのするためのするためのするための非常非常非常非常にににに好好好好ましいましいましいましい 1 つのつのつのつの手手手手段段段段ですですですです。。。。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軽軽軽薄薄薄薄短短短短小小小小型型型型のののの技術技術技術技術にににに切切切切りりりりかえていくかえていくかえていくかえていく、、、、あるいあるいあるいあるいはははは使使使使いいいい捨捨捨捨てててて商商商商品品品品ををををややややめてめてめてめて、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ長長長長寿寿寿寿商商商商品品品品、、、、長長長長持持持持ちちちちするするするする商商商商品品品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。。。。こういこういこういこういうようなうようなうようなうような形形形形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していくことによってしていくことによってしていくことによってしていくことによって成成成成りりりり立立立立つつつつ経済経済経済経済がこれからはがこれからはがこれからはがこれからは必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。 製品製品製品製品のライフサイクルからのライフサイクルからのライフサイクルからのライフサイクルから見見見見たたたた新新新新３３３３ＲＲＲＲ 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のはするというのはするというのはするというのは、、、、資源資源資源資源節節節節約約約約型型型型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会にににに向向向向けたアプけたアプけたアプけたアプローローローローチチチチににににほほほほかなかなかなかなりりりりませませませませんんんん。。。。そこそこそこそこでででで、、、、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というというというという視視視視点点点点からからからから、、、、新新新新 3R というというというという新新新新ししししいいいい概概概概念念念念をををを提提提提案案案案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。。。。ななななぜぜぜぜ 3R ではなくてではなくてではなくてではなくて、「、「、「、「新新新新」」」」がつくかというとがつくかというとがつくかというとがつくかというと、、、、現在環境現在環境現在環境現在環境省省省省、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは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取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる 3R 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になったになったになったになった製品製品製品製品のののの有有有有効活用効活用効活用効活用というというというという問問問問題題題題意識意識意識意識からスタートしていますからスタートしていますからスタートしていますからスタートしています。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、私私私私のののの提提提提案案案案するするするする新新新新３３３３ＲＲＲＲはははは、、、、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でででで 3R をををを実実実実践践践践すすすすべべべべききききだだだだというというというという新新新新しいしいしいしい提提提提案案案案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。。。。 製品製品製品製品のライフサイクルというのライフサイクルというのライフサイクルというのライフサイクルという場場場場合合合合、、、、原原原原材材材材料料料料をををを調調調調達達達達してしてしてして、、、、製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる段段段段階階階階、、、、それをそれをそれをそれを流流流流通通通通・・・・消費消費消費消費・・・・使使使使用用用用するするするする段段段段階階階階、、、、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製品製品製品製品をををを素素素素材材材材ごとにごとにごとにごとに分分分分解解解解しししし再再再再資源化資源化資源化資源化するするするする段段段段階階階階のののの３３３３つのつのつのつのステージがあステージがあステージがあステージがありりりりますますますます。。。。製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる段段段段階階階階がががが上上上上流流流流ですですですです。。。。上上上上流流流流段段段段階階階階でででで一一一一番番番番必要必要必要必要なことはなことはなことはなことはリデリデリデリデュュュュースですースですースですースです。。。。必要必要必要必要なものなものなものなもの以以以以外外外外はつくらないということですはつくらないということですはつくらないということですはつくらないということです。。。。上上上上流流流流ですですですですぐぐぐぐごみになってしまうごみになってしまうごみになってしまうごみになってしまう
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ようなようなようなような、、、、むむむむだだだだなななな製品製品製品製品をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくれつくれつくれつくればばばば、、、、下下下下流流流流でいくらでいくらでいくらでいくらリリリリサイクルしたとしてもごみはサイクルしたとしてもごみはサイクルしたとしてもごみはサイクルしたとしてもごみは減減減減りりりりませませませませんんんん。。。。上上上上流流流流のののの製製製製造造造造業業業業はははは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ででで行行行行ってきたようなってきたようなってきたようなってきたような見見見見込込込込みみみみ、、、、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、、、、注注注注文文文文生生生生産産産産にににに近近近近いいいい生生生生産方産方産方産方式式式式にににに転転転転換換換換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要必要必要必要ですですですです。。。。中中中中流流流流段段段段階階階階のののの流流流流通通通通・・・・消費消費消費消費・・・・使使使使用用用用段段段段階階階階ではではではでは、、、、リリリリユユユユースにースにースにースに力力力力をををを入入入入れなけれれなけれれなけれれなければばばばななななりりりりませませませませんんんん。。。。ストックストックストックストック製品製品製品製品をできるをできるをできるをできるだだだだけけけけ長長長長くくくく使使使使ううううリリリリユユユユースがースがースがースがポポポポイントになってきますイントになってきますイントになってきますイントになってきます。。。。下下下下流流流流段段段段階階階階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、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう皆皆皆皆ささささんんんん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、、、、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後後後後、、、、それをそれをそれをそれを解解解解体体体体・・・・分分分分解解解解してしてしてして、、、、素素素素材材材材をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、またまたまたまた新新新新製製製製品品品品のためののためののためののための原原原原料料料料としてとしてとしてとして使使使使っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。製品製品製品製品のライフサイクルでのライフサイクルでのライフサイクルでのライフサイクルで 3R をををを考考考考ええええていくというのがていくというのがていくというのがていくというのが新新新新 3R ですですですです。。。。下下下下流流流流段段段段階階階階のののの 3R とはそこがとはそこがとはそこがとはそこが大大大大きくきくきくきく違違違違いますいますいますいます。。。。 上上上上流流流流のののの製製製製造造造造業業業業段段段段階階階階でのでのでのでのリデリデリデリデ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、、、、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。。。。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、、、、ベベベベルトコンルトコンルトコンルトコ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、、、、見見見見込込込込みみみみ生生生生産産産産でででで大大大大量量量量にににに製品製品製品製品をつくっていたわけですをつくっていたわけですをつくっていたわけですをつくっていたわけです。。。。大大大大量量量量につくにつくにつくにつくったったったった製品製品製品製品がががが売売売売れなけれれなけれれなけれれなければばばば、、、、製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫となとなとなとなりりりりそのそのそのその大大大大部部部部分分分分はごみとしてはごみとしてはごみとしてはごみとして捨捨捨捨てられてしまいますてられてしまいますてられてしまいますてられてしまいます。。。。資源資源資源資源のののの浪費浪費浪費浪費ににににほほほほかなかなかなかなりりりりませませませませんんんん。。。。これからのこれからのこれからのこれからの製製製製造造造造業業業業はははは、、、、適適適適正正正正生生生生産産産産にににに徹徹徹徹することがすることがすることがすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。適適適適正正正正生生生生産産産産とはとはとはとは、、、、必要必要必要必要なものしかつくらないということですなものしかつくらないということですなものしかつくらないということですなものしかつくらないということです。。。。いわいわいわいわばばばば注注注注文文文文生生生生産産産産ですですですです。。。。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っていれをつくっていれをつくっていれをつくっていればばばば製品製品製品製品在在在在庫庫庫庫がががが出出出出ることもあることもあることもあることもありりりりませませませませんんんん。。。。注注注注文文文文生生生生産産産産にににに対対対対応応応応したしたしたした生生生生産方産方産方産方法法法法としてとしてとしてとして、、、、セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式があがあがあがありりりりますますますます。。。。今今今今製製製製造造造造業業業業でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん取取取取りりりり入入入入れられていますれられていますれられていますれられています。。。。セセセセルとルとルとルというのはいうのはいうのはいうのは、、、、英英英英語語語語でででで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ねねねね。。。。1人人人人からからからから 5人人人人ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの小小小小さなさなさなさなチチチチームをつくームをつくームをつくームをつくりりりり、、、、そそそそののののチチチチームがームがームがームが必要必要必要必要なななな数数数数のののの製品製品製品製品をつくるをつくるをつくるをつくる方方方方式式式式ですですですです。。。。このこのこのこの生生生生産方産方産方産方式式式式のことをのことをのことをのことをセセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式ととと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。。。。 これはこれはこれはこれはキヤキヤキヤキヤノノノノンのンのンのンの例例例例ですですですです。。。。キヤキヤキヤキヤノノノノンはンはンはンは 98 年年年年からからからから 2001 年年年年のののの 4 年年年年間間間間にかけてにかけてにかけてにかけて世界世界世界世界でででで約約約約 45 ああああるるるる工工工工場場場場からからからからベベベベルトコンルトコンルトコンルトコンベベベベアをすアをすアをすアをすべべべべてててて撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、、、、セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかえましたかえましたかえましたかえました。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、4年年年年間間間間でででで、、、、ここにここにここにここに書書書書いてあるようないてあるようないてあるようないてあるような大大大大きなきなきなきな成成成成果果果果がががが上上上上が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。。。。生生生生産産産産性性性性もももも 35％％％％上上上上がってがってがってがって、、、、コストダコストダコストダコストダウウウウンがンがンがンが 1,188億億億億円円円円、、、、CO2 のののの削減削減削減削減もももも大大大大幅幅幅幅にににに実現実現実現実現できましたできましたできましたできました。。。。1万万万万 8,000人人人人のののの労労労労働力働力働力働力がががが不不不不要要要要になになになになりりりりましたましたましたました。。。。たたたただだだだ、、、、キヤキヤキヤキヤノノノノンのンのンのンの場場場場合合合合にはにはにはには、、、、こうしてこうしてこうしてこうして浮浮浮浮いたいたいたいた余剰余剰余剰余剰人員人員人員人員をををを同同同同社社社社のののの別別別別のののの部部部部門門門門でででで働働働働いてもらうためいてもらうためいてもらうためいてもらうため、「、「、「、「活活活活人人人人」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使っていますっていますっていますっています。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、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セセセセルルルル生生生生産方産方産方産方式式式式にににに切切切切りりりりかえることによってかえることによってかえることによってかえることによってキヤキヤキヤキヤノノノノンではンではンではンでは増増増増収収収収・・・・増増増増益益益益をずっとをずっとをずっとをずっと続続続続けることがけることがけることがけることができたわけですできたわけですできたわけですできたわけです。。。。今回今回今回今回のアのアのアのアメメメメリカリカリカリカ発発発発のののの金金金金融融融融危危危危機機機機のののの中中中中でででで、、、、さすがにさすがにさすがにさすがに売売売売りりりり上上上上げもげもげもげも利利利利益益益益もももも落落落落ちちちちてててていますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それはそれはそれはそれは別別別別のののの要要要要因因因因によるものですによるものですによるものですによるものです。。。。 次次次次にストックにストックにストックにストック活用活用活用活用のののの中中中中流流流流対対対対策策策策。。。。ここではもうここではもうここではもうここではもう徹徹徹徹底底底底的的的的にににに経済経済経済経済のサーのサーのサーのサービビビビスススス化化化化がががが必要必要必要必要になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。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、、、、中中中中古市古市古市古市場場場場、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますますねねねね。。。。こういうようなこういうようなこういうようなこういうような形形形形でででで、、、、製品製品製品製品のののの中中中中流流流流対対対対策策策策としてはとしてはとしてはとしては徹徹徹徹底底底底的的的的ににににリリリリユユユユースをースをースをースを図図図図っていくっていくっていくっていく。。。。ESCO（（（（エネルエネルエネルエネルギギギギーサーーサーーサーーサービビビビスススス会社会社会社会社））））もまさにもまさにもまさにもまさにリリリリユユユユースのースのースのースの典典典典型的型的型的型的ななななビビビビジネスとジネスとジネスとジネスと言言言言えるでしえるでしえるでしえる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、、、、日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車市市市市場場場場についてについてについてについて説説説説明明明明しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。日日日日本本本本のののの自動自動自動自動車車車車はははは、、、、大体大体大体大体売売売売りりりり上上上上げげげげベベベベースでースでースでースで 35兆円兆円兆円兆円のののの産業産業産業産業ですですですです。。。。このうこのうこのうこのうちちちち新車新車新車新車のののの売売売売りりりり上上上上げというのはげというのはげというのはげというのは実実実実はははは 31％％％％ぐぐぐぐらいしかあらいしかあらいしかあらいしかありりりりませませませませんんんん。。。。残残残残りりりりのののの 7 割割割割がががが実実実実はサーはサーはサーはサービビビビスのスのスのスの売売売売りりりり上上上上げですげですげですげです。。。。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、、、、自自自自動動動動車車車車修修修修理理理理、、、、中中中中古古古古車車車車、、、、それからそれからそれからそれから自動自動自動自動車車車車保保保保険険険険、、、、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実実実実はははは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のののの７７７７割割割割をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、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サーはサーはサーはサービビビビスススス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でげでげでげで支支支支えられているえられているえられているえられている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。。。。それはそれはそれはそれは、、、、次次次次のののの数数数数字字字字をををを見見見見れれれればばばば明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。ストックとしてのストックとしてのストックとしてのストックとしての自自自自動動動動車車車車はははは現在現在現在現在日日日日本本本本でででで 7,000万台万台万台万台あああありりりりますますますます。。。。1 年年年年間間間間にににに廃廃廃廃車車車車されるされるされるされる自動自動自動自動車車車車のののの数数数数はははは大体大体大体大体 500万台万台万台万台。。。。年年年年間間間間のののの新車新車新車新車販販販販売売売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大体大体大体大体 550万台万台万台万台。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、550万台万台万台万台からからからから廃廃廃廃車車車車されるされるされるされる 500万台万台万台万台をををを引引引引くとくとくとくと、、、、新規新規新規新規需需需需要要要要はははは 50万台万台万台万台しかあしかあしかあしかありりりりませませませませんんんん。。。。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、、、、新車新車新車新車はははは廃廃廃廃車車車車のののの買買買買いいいい換換換換ええええ需需需需要要要要がががが中中中中心心心心ですですですです。。。。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今今今今やややや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するするする約約約約 7,000万台万台万台万台のののの車車車車のののの修修修修理理理理ととととかかかか、、、、中中中中古市古市古市古市場場場場でのでのでのでの売売売売りりりり上上上上げとかげとかげとかげとか、、、、自動自動自動自動車車車車保保保保険険険険とかとかとかとか、、、、そういうものでそういうものでそういうものでそういうもので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。。。。それはそれはそれはそれはリリリリユユユユースがどースがどースがどースがどんんんんどどどどんんんん進進進進んんんんでいることのでいることのでいることのでいることの結結結結果果果果でもあるわけですでもあるわけですでもあるわけですでもあるわけです。。。。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、、、、リリリリユユユユースというのがースというのがースというのがースというのが中中中中流流流流段段段段階階階階ではではではでは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要になってきているということですになってきているということですになってきているということですになってき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、、、、製品製品製品製品のののの下下下下流流流流段段段段階階階階、、、、これはこれはこれはこれは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、、、、ゼロエミッションというよゼロエミッションというよゼロエミッションというよゼロエミッションというようなことですうなことですうなことですうなことですねねねね。。。。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さささんんんんごごごご存存存存じじじじだだだだしししし、、、、またまたまたまた千葉市千葉市千葉市千葉市でもでもでもでも取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる 3R のことのことのことのこと
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ですですですです。。。。 ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代ががががややややってくるってくるってくるってくる 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代時代時代時代のののの地域社会地域社会地域社会地域社会についてはについてはについてはについては、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消とかとかとかとか、、、、分分分分散散散散型型型型エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの活用活用活用活用とかとかとかとか、、、、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考考考考えられるわけですえられるわけですえられるわけですえられるわけです。。。。またストックまたストックまたストックまたストック活用活用活用活用時代時代時代時代のののの消費消費消費消費者者者者にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、ググググリリリリーンコンシーンコンシーンコンシーンコンシュュュューーーーママママーへのーへのーへのーへの転転転転換換換換がががが必要必要必要必要ですですですですねねねね。。。。必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを必要必要必要必要なななな量量量量だだだだけけけけ買買買買うとかうとかうとかうとか、、、、長長長長持持持持ちちちちするするするする製品製品製品製品をををを選選選選ぶぶぶぶととととかかかか、、、、過過過過剰包装剰包装剰包装剰包装をををを避避避避けるとかけるとかけるとかけるとか、、、、いろいろあいろいろあいろいろあいろいろありりりりますますますますねねねね。。。。そういうようなそういうようなそういうようなそういうような形形形形でででで貢献貢献貢献貢献していくということになるとしていくということになるとしていくということになるとしていくということになると思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに、、、、これからはこれからはこれからはこれからは CO2 というというというという最大最大最大最大のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をどうするかということがをどうするかということがをどうするかということがをどうするかということが大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題になになになになってきているわけですってきているわけですってきているわけですってきているわけです。。。。通常通常通常通常のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、CO2 はははは大体大体大体大体 100 日日日日からからからから 120 日日日日ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで世界世界世界世界をををを一一一一周周周周するというするというするというするというふふふふうにうにうにうに言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、日日日日本国内本国内本国内本国内だだだだけでけでけでけで努努努努力力力力してもしてもしてもしても限限限限界界界界があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、このこのこのこの CO2 というというというという最大最大最大最大のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、私私私私たたたたちちちちはおはおはおはお金金金金をををを払払払払うことにようことにようことにようことによってってってって CO2 のののの排排排排出出出出量量量量をををを削減削減削減削減していくというしていくというしていくというしていくという時代時代時代時代をををを迎迎迎迎えたとえたとえたとえたと思思思思いますいますいますいます。。。。ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代のののの到到到到来来来来ですですですです。。。。国国国国がががが行行行行うううう CO2 のののの有料化有料化有料化有料化としてはとしてはとしてはとしては環境環境環境環境税税税税、、、、またまたまたまた企業企業企業企業ベベベベースではースではースではースでは、、、、例例例例ええええばばばば CO2 のののの排排排排出出出出権権権権取取取取引引引引、、、、キキキキャャャャップ・アンド・トップ・アンド・トップ・アンド・トップ・アンド・トレレレレードードードード方方方方式式式式などがあなどがあなどがあなどがありりりりますますますます。。。。またまたまたまた私私私私たたたたちちちち個個個個人人人人ベベベベースではースではースではースでは、、、、カカカカーーーーボボボボンンンンオオオオフフフフセセセセットというットというットというットという考考考考ええええ方方方方もあもあもあもありりりりますますますます。。。。自分自分自分自分のののの日日日日常常常常のののの行行行行動動動動でででで排排排排出出出出するするするする CO2 にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でそれをでそれをでそれをでそれを相相相相殺殺殺殺するするするする行行行行動動動動をするをするをするをする。。。。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相相相相殺殺殺殺するためのおするためのおするためのおするためのお金金金金をををを払払払払うううう、、、、ここここれがれがれがれがカカカカーーーーボボボボンンンンオオオオフフフフセセセセットですットですットですットです。。。。 

  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にきていくためにきていくためにきていくために 1 年年年年間間間間にににに CO2 をどのくらいをどのくらいをどのくらいをどのくらい排排排排出出出出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 CO2換換換換算算算算でででで大体大体大体大体 320キキキキログラムですログラムですログラムですログラムです。。。。これをこれをこれをこれを、、、、例例例例ええええばヨばヨばヨばヨーロッパのーロッパのーロッパのーロッパの CO2取取取取引引引引のののの価価価価格格格格をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、1トントントントン当当当当たたたたりりりり 2,000円円円円でででで換換換換算算算算するとするとするとすると、、、、640円円円円ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになりりりりますますますます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、国民国民国民国民 1人人人人当当当当たたたたりりりりがががが年年年年間間間間 640 円円円円のおのおのおのお金金金金をををを払払払払うことによってうことによってうことによってうことによって、、、、例例例例ええええばばばば植植植植林林林林をするというようなことにおをするというようなことにおをするというようなことにおをするというようなことにお金金金金をををを使使使使うことでうことでうことでうことで、、、、自分自分自分自分がががが生生生生きていくためにきていくためにきていくためにきていくために排排排排出出出出したしたしたした CO2 をををを相相相相殺殺殺殺することができるわけですすることができるわけですすることができるわけですすることができるわけです。。。。日日日日本本本本国民国民国民国民全全全全体体体体だだだだとととと年年年年間間間間 820億億億億円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。これをこれをこれをこれを植植植植林林林林すれすれすれすればばばば結構結構結構結構 CO2 をををを吸収吸収吸収吸収できますできますできますできます。。。。 

  このパネルにこのパネルにこのパネルにこのパネルに「「「「未未未未来来来来駅駅駅駅」」」」とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますますねねねね。「。「。「。「２０２０２０２０５５５５００００年年年年までにまでにまでにまでに、、、、世界世界世界世界のののの温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガススススのののの排排排排出出出出量量量量をををを現在現在現在現在のののの半半半半分分分分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、、、、というのがというのがというのがというのが世界世界世界世界のののの合合合合意意意意ですですですです。。。。これにこれにこれにこれに成成成成功功功功ししししないとないとないとないと、、、、人人人人為為為為的的的的にににに気気気気候候候候変変変変動動動動をををを制制制制御御御御できなくなるとされていますできなくなるとされていますできなくなるとされていますできなくなるとされています。。。。そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「2050 年年年年駅駅駅駅」」」」へへへへ向向向向かうためにはかうためにはかうためにはかうためには、、、、CO2 のののの排排排排出出出出量量量量をををを削減削減削減削減するためのコストをするためのコストをするためのコストをするためのコストを乗客乗客乗客乗客であるであるであるである私私私私たたたたちちちちはははは支支支支払払払払わなけれわなけれわなけれわなければばばばななななりりりりませませませませんんんん。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２有料有料有料有料時代時代時代時代というというというという新新新新しいしいしいしい価価価価値観値観値観値観をををを地球地球地球地球列列列列車車車車のすのすのすのすべべべべてのてのてのての乗客乗客乗客乗客がががが共共共共有有有有するするするする必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ乗乗乗乗りりりりをををを認認認認めてはいけませめてはいけませめてはいけませめてはいけませんんんん。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清聴清聴清聴清聴あああありりりりがとがとがとがとうごうごうごう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 

  三橋三橋三橋三橋先先先先生生生生にごにごにごにご講演講演講演講演をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞ皆皆皆皆様様様様、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだだささささいいいい。。。。先先先先生生生生、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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）））） 

  大大大大変変変変興興興興味味味味深深深深いおいおいおいお話話話話を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。。。。おおおお時時時時間間間間にににに限限限限りりりりがあったのががあったのががあったのががあったのが大大大大変残変残変残変残念念念念でごでごでごでござざざざいいいいますますますます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、シンシンシンシンガガガガー・ー・ー・ー・ソソソソングライターのングライターのングライターのングライターの白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんによによによによりりりりますますますます基基基基調調調調講演講演講演講演にににに移移移移りりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその前前前前にステージのにステージのにステージのにステージ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。。。。今今今今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。（。（。（。（ステージステージステージステージ準備準備準備準備）））） 
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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、、、、講演者講演者講演者講演者のののの白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんについてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの会会会会場場場場にもフにもフにもフにもファァァァンのンのンのンの方方方方がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。準備準備準備準備のののの間間間間にににに、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんについてごについてごについてごについてご紹介紹介紹介紹介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。。。。 

  白井白井白井白井ささささんんんんはははは、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県藤沢藤沢藤沢藤沢市市市市出出出出身身身身でででで、、、、フェフェフェフェリリリリスススス女女女女学学学学院院院院短短短短期期期期大大大大学学学学音音音音楽楽楽楽科科科科をををを卒卒卒卒業業業業されされされされ、、、、1981年年年年ににににデビデビデビデビュュュューされましたーされましたーされましたーされました。。。。1984 年年年年、「、「、「、「CHANCE!」」」」ののののヒヒヒヒットをットをットをットを機機機機にににに、、、、ロックのロックのロックのロックの女女女女王王王王とととと呼呼呼呼ばばばばれれれれ、、、、女女女女性性性性ポポポポップロックシンップロックシンップロックシンップロックシンガガガガーのーのーのーの先先先先駆駆駆駆者者者者的的的的なななな存存存存在在在在となとなとなとなりりりりましたましたましたました。。。。1988 年年年年にロンドンへにロンドンへにロンドンへにロンドンへ移住移住移住移住。。。。1990年年年年にににに帰帰帰帰国国国国されされされされ、、、、ロンドンでロンドンでロンドンでロンドンで感感感感動動動動、、、、体体体体得得得得したしたしたしたオオオオーーーーガガガガニックなニックなニックなニックな、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境をををを配配配配慮慮慮慮したしたしたした生生生生活活活活をををを現現現現在在在在もももも実実実実践践践践されておされておされておされておりりりりますますますます。。。。2007 年年年年にはにはにはには、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川県環境大県環境大県環境大県環境大使使使使およびおよびおよびおよび環境環境環境環境省省省省 3R 推進推進推進推進ママママイスタイスタイスタイスターにーにーにーに任任任任命命命命されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 2 月月月月にはにはにはには、、、、20 年年年年ぶぶぶぶりりりりのニのニのニのニュュュューアルーアルーアルーアルババババムムムム「「「「地球地球地球地球～～～～HOSHI～～～～」」」」をををを発発発発表表表表、、、、ググググリリリリーンエネルーンエネルーンエネルーンエネルギギギギーーーー「「「「カカカカーーーーボボボボンンンンオオオオフフフフセセセセットットットット」」」」をををを導導導導入入入入したライブをしたライブをしたライブをしたライブを開催開催開催開催するなどするなどするなどするなど、、、、ロックとエコのロックとエコのロックとエコのロックとエコのハハハハイブイブイブイブリリリリッドなミッドなミッドなミッドなミュュュュージシージシージシージシャャャャンとしてンとしてンとしてンとして現在現在現在現在ごごごご活活活活躍躍躍躍中中中中ですですですです。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、今日今日今日今日はははは、、、、白井白井白井白井ささささんんんんのおのおのおのお話話話話のののの後後後後にはにはにはには、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市花花花花見見見見川川川川区区区区をををを拠点拠点拠点拠点にににに活動活動活動活動をしているタをしているタをしているタをしているタンンンンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団とのミニコンサートがあとのミニコンサートがあとのミニコンサートがあとのミニコンサートがありりりりますますますます。。。。今回今回今回今回のミニコンサートにつきましてはのミニコンサートにつきましてはのミニコンサートにつきましてはのミニコンサートにつきましては、、、、講演講演講演講演のののの中中中中でででで千葉市千葉市千葉市千葉市のののの子子子子供供供供たたたたちちちちとととと一一一一緒緒緒緒にににに歌歌歌歌をををを歌歌歌歌ってもらえますかというってもらえますかというってもらえますかというってもらえますかという市市市市からのからのからのからの提提提提案案案案にごにごにごにご快快快快諾諾諾諾をいたをいたをいたをいただだだだいたものですいたものですいたものですいたものです。。。。曲曲曲曲はははは全全全全 3曲曲曲曲ですですですです。。。。白井白井白井白井ささささんんんんのののの持持持持ちちちち歌歌歌歌「「「「CHANCE!」」」」にににに続続続続きききき、、、、童童童童謡謡謡謡のののの「「「「里里里里のののの秋秋秋秋」、」、」、」、そしてイルそしてイルそしてイルそしてイルカカカカささささんんんんのののの「「「「まあるいいのまあるいいのまあるいいのまあるいいのちちちち」」」」とととと続続続続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、、、、舞台舞台舞台舞台のののの準備準備準備準備がががが整整整整ったようでごったようでごったようでごったようでござざざざいますいますいますいます。。。。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、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんにごにごにごにご登場登場登場登場をををを願願願願いますいますいますいます。。。。白井白井白井白井ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。本本本本日日日日のののの講演講演講演講演のテーのテーのテーのテーママママはははは、、、、「「「「地球地球地球地球とととと仲良仲良仲良仲良くくくくねねねね!」」」」ですですですです。。。。おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子    氏氏氏氏 

  どうもどうもどうもどうも、、、、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。青空青空青空青空がががが大大大大好好好好きなきなきなきな珍珍珍珍しいロックしいロックしいロックしいロック歌歌歌歌手手手手、、、、白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ですですですです。。。。 

  今日今日今日今日はははは、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、そそそそんんんんななななキキキキャャャャッッッッチチチチフフフフレレレレーズとーズとーズとーズと同同同同じじじじようなようなようなような、、、、秋晴秋晴秋晴秋晴れのれのれのれの、、、、すごいすごいすごいすごい青空青空青空青空のののの日日日日ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ごみのことをみごみのことをみごみのことをみごみのことをみんんんんなでなでなでなで考考考考えましえましえましえましょょょょうといううといううといううという大大大大切切切切なななな 1 日日日日にわにわにわにわざざざざわわわわざざざざ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いていていていて、、、、ほんほんほんほんとうにうれしくとうにうれしくとうにうれしくとうにうれし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。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとがとがとがとうごうごうごうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  前前前前のののの先先先先生生生生のののの時時時時間間間間をすごくをすごくをすごくをすごく短短短短くさせてしまってくさせてしまってくさせてしまってくさせてしまって、、、、私私私私、、、、申申申申しわけないようなしわけないようなしわけないようなしわけないようなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ちちちちょょょょっとそのっとそのっとそのっとその分分分分頑張頑張頑張頑張っておっておっておって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。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

  楽楽楽楽器器器器がががが置置置置いてあるからいてあるからいてあるからいてあるから、、、、思思思思わずわずわずわず、、、、ここここんんんんなななな感感感感じじじじだだだだとととと弾弾弾弾きききき語語語語りりりりかかかか何何何何かしたくなっかしたくなっかしたくなっかしたくなっちちちちゃゃゃゃうよううよううよううようなところでなところでなところでなところで何何何何ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、一一一一応応応応、、、、千葉市用千葉市用千葉市用千葉市用のののの台台台台本本本本をををを書書書書いてきましたけどいてきましたけどいてきましたけどいてきましたけど……………………。。。。 

  私私私私はははは、、、、出出出出身身身身はははは神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県のののの藤沢藤沢藤沢藤沢ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの三三三三、、、、四四四四年年年年、、、、もっとかなもっとかなもっとかなもっとかな、、、、四四四四、、、、五五五五年年年年になるでしになるでしになるでしになるでしょょょょうかうかうかうか、、、、千葉千葉千葉千葉のののの皆皆皆皆ささささんんんんとはとはとはとはほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに仲良仲良仲良仲良くさせてもらっているくさせてもらっているくさせてもらっているくさせてもらっているんんんんですですですです。。。。といといといというのはうのはうのはうのは、、、、bayfm のののの「「「「ミミミミュュュュージックサラダージックサラダージックサラダージックサラダ」」」」というラジというラジというラジというラジオオオオをををを佐佐佐佐倉倉倉倉市市市市ののののユユユユーーーーカリカリカリカリがががが丘丘丘丘というとというとというとというところでずっところでずっところでずっところでずっとややややっていましたっていましたっていましたっていました。。。。毎毎毎毎週週週週、、、、生放送生放送生放送生放送のためにのためにのためにのために、、、、東京東京東京東京をををを通通通通りりりり越越越越してしてしてして、、、、往往往往復復復復 5 時時時時間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい電電電電車車車車にににに乗乗乗乗ってってってって神神神神奈奈奈奈川川川川からからからから千葉千葉千葉千葉までまでまでまで来来来来てててて生放送生放送生放送生放送をしていたをしていたをしていたをしていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そのごそのごそのごそのご縁縁縁縁でででで、、、、佐佐佐佐倉倉倉倉のののの町町町町もすごくもすごくもすごくもすごく城城城城下下下下町町町町でとてもいいところですのででとてもいいところですのででとてもいいところですのででとてもいいところですので、、、、何何何何かかかか楽楽楽楽しいしいしいしい人人人人たたたたちちちち多多多多そうそうそうそうだだだだなななな、、、、ななななんんんんてててて思思思思ってってってって、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消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、、、、地地地地元元元元のおのおのおのお宝宝宝宝にににに巡巡巡巡りりりり合合合合いたいといたいといたいといたいと思思思思ってってってって、、、、いろいろいろいろんんんんなななな方方方方々々々々のところへのところへのところへのところへ行行行行っていたっていたっていたっていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお味味味味噌蔵噌蔵噌蔵噌蔵をををを見見見見学学学学したしたしたしたりりりり、、、、おおおお米米米米屋屋屋屋ささささんんんんにににに行行行行ったったったったりりりり、、、、田田田田んぼんぼんぼんぼをををを見見見見にいったにいったにいったにいったりりりりとかとかとかとか、、、、あとあとあとあと、、、、ビオビオビオビオトープというトープというトープというトープという、、、、自自自自然然然然のののの循環循環循環循環するするするする、、、、動動動動物物物物とかとかとかとか草草草草花花花花がががが生生生生いいいい茂茂茂茂るようなつくるようなつくるようなつくるようなつくりりりり方方方方をしているおをしているおをしているおをしているお庭庭庭庭やややや田田田田んぼんぼんぼんぼにににに行行行行ったったったったりりりりとかとかとかとか、、、、見見見見学学学学をさせてもらいまをさせてもらいまをさせてもらいまをさせてもらいましたしたしたした。。。。そういうすごいいいところもあるかとそういうすごいいいところもあるかとそういうすごいいいところもあるかとそういうすごいいいところもあるかと思思思思ったらったらったらったら、、、、反反反反対対対対にににに、、、、千葉千葉千葉千葉にはにはにはには大大大大問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあるといういういういうふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞いていていていて、、、、それがそれがそれがそれが印印印印旛沼旛沼旛沼旛沼だだだだったったったったんんんんですですですですねねねね。。。。今今今今はどうなはどうなはどうなはどうなんんんんでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか、、、、印印印印旛沼旛沼旛沼旛沼、、、、ワワワワーストーストーストースト幾幾幾幾つつつつぐぐぐぐらいになったのかならいになったのかならいになったのかならいになったのかな。。。。ちちちちょょょょっとでもそのっとでもそのっとでもそのっとでもその成成成成績績績績がががが下下下下がっていたらいいなとがっていたらいいなとがっていたらいいなとがっていたらいいなと思思思思ううううのですけどのですけどのですけどのですけど、、、、私私私私がラジがラジがラジがラジオオオオををををややややらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころにはらせてもらっていたころには、、、、たしかワーストたしかワーストたしかワーストたしかワースト 3 かなかなかなかなんんんんかにかにかにかに入入入入るときるときるときるときだだだだったとったとったとったと思思思思いますいますいますいます。。。。なのでなのでなのでなので、「、「、「、「じゃじゃじゃじゃ、、、、ちちちちょょょょっとでもそのっとでもそのっとでもそのっとでもその数数数数字字字字がががが下下下下がるといいですよがるといいですよがるといいですよがるといいですよ
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ねねねね、、、、何何何何かできることあったらかできることあったらかできることあったらかできることあったら考考考考えましえましえましえましょょょょうううう」」」」ななななんんんんていうていうていうていうふふふふうなうなうなうな話話話話がラジがラジがラジがラジオオオオでででで盛盛盛盛りりりり上上上上がったがったがったがったりりりりとかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなことを 2 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらいややややらせてもらいましたらせてもらいましたらせてもらいましたらせてもらいました。。。。なのでなのでなのでなので、、、、それそれそれそれ以来以来以来以来ずっとずっとずっとずっと仲良仲良仲良仲良くくくくしてもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、このこのこのこの夏夏夏夏もももも佐佐佐佐倉倉倉倉でライブをでライブをでライブをでライブをややややってきましたしってきましたしってきましたしってきましたし、、、、ほぼほぼほぼほぼ毎毎毎毎年千葉年千葉年千葉年千葉にはにはにはには来来来来させてもさせてもさせてもさせてもらっていますらっていますらっていますらっています。。。。そそそそんんんんなごなごなごなご縁縁縁縁をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて……………………。。。。 

  もうもうもうもうほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、千葉千葉千葉千葉はははは、、、、広広広広いいいい土土土土地地地地とととと、、、、海海海海とととと、、、、温温温温泉泉泉泉はあるしはあるしはあるしはあるし、、、、外外外外国国国国へへへへ行行行行こうとこうとこうとこうと思思思思ったらめったらめったらめったらめちちちちゃゃゃゃくくくくちちちちゃゃゃゃ近近近近いしいしいしいし、、、、ディディディディズニーランドもあるしズニーランドもあるしズニーランドもあるしズニーランドもあるし、、、、東京東京東京東京にもにもにもにも近近近近いしといういしといういしといういしという、、、、何何何何かかかか、、、、もうもうもうもう三三三三拍拍拍拍子子子子もももも四四四四拍拍拍拍子子子子もそろっているすごいところもそろっているすごいところもそろっているすごいところもそろっているすごいところだだだだなっていつもなっていつもなっていつもなっていつも感感感感動動動動しているしているしているしているんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そそそそんんんんなななな、、、、このこのこのこの場場場場所所所所のおのおのおのお宝宝宝宝がががが少少少少しでもなくならいようにしでもなくならいようにしでもなくならいようにしでもなくならいように、、、、輝輝輝輝きききき続続続続けるようにけるようにけるようにけるように、、、、そそそそんんんんなことをなことをなことをなこと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話話話話ししていけたらいいなとししていけたらいいなとししていけたらいいなとししていけたらいいなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、、、、今今今今はははは 3R 推進推進推進推進ママママイスターとイスターとイスターとイスターと同時同時同時同時にににに、、、、神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県のののの環境大環境大環境大環境大使使使使もももも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。。。。それもそれもそれもそれも初初初初のののの。。。。神神神神奈奈奈奈川川川川県県県県人人人人はははは、、、、どうどうどうどうややややらららら初物初物初物初物好好好好ききききだだだだそうでそうでそうでそうで、、、、何何何何でもでもでもでも最最最最初初初初にににに「「「「初初初初」」」」ししししちちちちゃゃゃゃうううう。。。。だだだだからからからから私私私私もロックのもロックのもロックのもロックの女女女女王王王王ななななんんんんていってていってていってていって走走走走っっっっちちちちゃゃゃゃったのかなとったのかなとったのかなとったのかな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、、、、多多多多分分分分、、、、そのそのそのその昔昔昔昔でででで言言言言ったらったらったらったら、、、、カカカカレレレレーをーをーをーを最最最最初初初初につくったにつくったにつくったにつくったりりりりとかとかとかとか、、、、何何何何かいろかいろかいろかいろんんんんなななな、、、、そういうそういうそういうそういう遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子があがあがあがあるのかなるのかなるのかなるのかな。。。。でででで、「、「、「、「初初初初」」」」はいいはいいはいいはいいんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、環境大環境大環境大環境大使使使使でででで初初初初というのはというのはというのはというのはねねねね、、、、よくよくよくよくよくよくよくよく考考考考えるとえるとえるとえると、、、、格格格格好好好好いいようでいいようでいいようでいいようで、、、、結構結構結構結構格格格格好好好好悪悪悪悪いかないかないかないかな、、、、ななななんんんんてててて思思思思ったったったったりりりりもするもするもするもするんんんんですよですよですよですよねねねね、、、、ままままじじじじめなめなめなめな話話話話。。。。そそそそういうういうういうういう環境環境環境環境のことをのことをのことをのことを言言言言わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいけなくなってしまったからいけなくなってしまったからいけなくなってしまったからいけなくなってしまったから環境大環境大環境大環境大使使使使ななななんんんんてつくることにてつくることにてつくることにてつくることになってしまったなってしまったなってしまったなってしまったんんんんであってであってであってであって、、、、そこにそこにそこにそこに私私私私がががが最最最最初初初初にににに就任就任就任就任させてもらってさせてもらってさせてもらってさせてもらって、、、、まあまあまあまあ、、、、うれしいよううれしいよううれしいよううれしいようなななな、、、、悲悲悲悲しいようなしいようなしいようなしいような、、、、というというというという感感感感じじじじななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、でもでもでもでも、、、、自分自分自分自分ののののややややれるれるれるれるだだだだけのことをけのことをけのことをけのことをややややろうなろうなろうなろうなんんんんてててて思思思思ってってってって、、、、きのうもきのうもきのうもきのうも、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋ののののほほほほうでうでうでうでややややっっっっぱぱぱぱりりりりごみごみごみごみ減減減減らしらしらしらし運運運運動動動動のののの、、、、同同同同じじじじようなようなようなような会会会会にににに行行行行っっっってきましたてきましたてきましたてきました。。。。 

  私私私私、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋とととと言言言言ええええばばばば、、、、話話話話ははははぽぽぽぽんんんんぽぽぽぽんんんん各地各地各地各地にににに飛飛飛飛んんんんでしまいますけどでしまいますけどでしまいますけどでしまいますけど、、、、小小小小学学学学校校校校 4 年年年年生生生生のときのときのときのとき、、、、
1 年年年年間間間間だだだだけけけけ名名名名古古古古屋屋屋屋にににに住住住住んんんんでいたでいたでいたでいたんんんんですよですよですよですよ。。。。それでそれでそれでそれでねねねね、、、、三三三三つつつつ子子子子のののの魂魂魂魂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、、、、テテテティィィィーーーーンエージンエージンエージンエージャャャャーのころーのころーのころーのころ、、、、ロックミロックミロックミロックミュュュュージックージックージックージック、、、、ビビビビートルズとかートルズとかートルズとかートルズとか、、、、ローローローローリリリリングストーンズとかングストーンズとかングストーンズとかングストーンズとか、、、、デビデビデビデビッド・ッド・ッド・ッド・ボボボボウウウウイとかイとかイとかイとか、、、、TREX とかってとかってとかってとかって、、、、イングランドのイングランドのイングランドのイングランドの音音音音楽楽楽楽をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいいいい吸吸吸吸いいいい取取取取ってってってって、、、、自自自自分分分分ででででややややれるれるれるれる女女女女のののの子子子子のロックをつくろうとのロックをつくろうとのロックをつくろうとのロックをつくろうと言言言言ってってってって 80 年年年年代代代代駆駆駆駆けけけけだだだだしたしたしたした私私私私ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、昔昔昔昔からからからからややややっっっっぱぱぱぱりちりちりちりちょょょょっとっとっとっと変変変変なところがあったみたいでなところがあったみたいでなところがあったみたいでなところがあったみたいで、、、、4 年年年年生生生生のころのことをすごいのころのことをすごいのころのことをすごいのころのことをすごい思思思思いいいい出出出出したしたしたしたんんんんですですですですねねねね。。。。 

  4 年年年年生生生生のときにのときにのときにのときに、、、、すごいすごいすごいすごい忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない思思思思いいいい出出出出がががが幾幾幾幾つもあってつもあってつもあってつもあって、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋のののの市市市市内内内内のののの、、、、結構結構結構結構街街街街中中中中にいたにいたにいたにいたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、すごいすごいすごいすごい暑暑暑暑いときがあったいときがあったいときがあったいときがあったんんんんですよですよですよですよ。。。。ななななんんんんかもうかもうかもうかもう、、、、おかしいおかしいおかしいおかしいぞぞぞぞとととと。「。「。「。「おおおおかしいかしいかしいかしい、、、、おかしいおかしいおかしいおかしい、、、、おおおお母母母母ささささんんんん、、、、暑暑暑暑くておかしいよくておかしいよくておかしいよくておかしいよ」」」」とととと言言言言っているっているっているっているんんんんだだだだけどけどけどけど、、、、周周周周りりりりはははは全全全全然然然然見見見見向向向向きもしてくれなくてきもしてくれなくてきもしてくれなくてきもしてくれなくて、、、、私私私私ははははほんほんほんほんとうにおかしいととうにおかしいととうにおかしいととうにおかしいと思思思思ったのったのったのったのねねねね。。。。何何何何をををを思思思思ったかったかったかったか、、、、家家家家からからからから温温温温度度度度計計計計をををを取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、ダダダダッとダダダダッとダダダダッとダダダダッと外外外外へへへへ出出出出てててて、、、、庭庭庭庭先先先先にブランコがあったにブランコがあったにブランコがあったにブランコがあったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そのブそのブそのブそのブランコにずっとランコにずっとランコにずっとランコにずっと座座座座りりりりながらながらながらながら、、、、夕夕夕夕方方方方のののの太陽太陽太陽太陽にににに向向向向かってかってかってかって温温温温度度度度計計計計をずっとこうをずっとこうをずっとこうをずっとこうややややってってってって、、、、一体一体一体一体何何何何度度度度までまでまでまで上上上上がるかというのをがるかというのをがるかというのをがるかというのをチチチチェックしてたというェックしてたというェックしてたというェックしてたという、、、、それでそれでそれでそれで、、、、38 度度度度までまでまでまで来来来来てててて、「、「、「、「ほほほほららららねねねね、、、、ほほほほららららねねねね、、、、暑暑暑暑いでしいでしいでしいでしょょょょうううう？？？？    ほほほほらららら、、、、ほほほほらららら、、、、あっあっあっあっ、、、、40 度度度度にににに上上上上がっがっがっがっちちちちゃゃゃゃったったったった！」！」！」！」とかとかとかとか言言言言ってってってって、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごい、、、、私私私私のののの感感感感じじじじたものはたものはたものはたものは正正正正しいしいしいしいんんんんだだだだ、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじでででで、、、、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命はかったはかったはかったはかった思思思思いいいい出出出出があってがあってがあってがあって、、、、何何何何ででででそそそそんんんんなことしたのかななことしたのかななことしたのかななことしたのかな……………………。。。。だだだだけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその後後後後ががががだだだだめですめですめですめですねねねね。。。。白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子、、、、詰詰詰詰めがめがめがめが甘甘甘甘いといといといというかいうかいうかいうか。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、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 40 度度度度にににに上上上上がったことがながったことがながったことがながったことがなぜぜぜぜなのかというのをなのかというのをなのかというのをなのかというのを研究研究研究研究しようとしようとしようとしようとかかかか、、、、勉勉勉勉強強強強しようとかしようとかしようとかしようとか、、、、もっともっともっともっと科学的科学的科学的科学的なななな目目目目をもっていれをもっていれをもっていれをもっていればばばば、、、、今今今今ごろもしかしたらごろもしかしたらごろもしかしたらごろもしかしたら元元元元副副副副大大大大統統統統領領領領ののののゴゴゴゴアさアさアさアさんんんんのののの横横横横にににに並並並並んんんんでいたかなとかってでいたかなとかってでいたかなとかってでいたかなとかって思思思思ったったったったりりりりもしないではないもしないではないもしないではないもしないではないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、意外意外意外意外とととと、、、、
40 度度度度にににに上上上上がったのでがったのでがったのでがったので納納納納得得得得しましてしましてしましてしまして、、、、そのままそのままそのままそのまま安心安心安心安心してしてしてして――――――――安心安心安心安心というかというかというかというか、、、、何何何何かかかか、、、、母母母母とかとかとかとか、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり自分自分自分自分のののの感感感感覚覚覚覚はははは正正正正しいなしいなしいなしいなんんんんてててて自分自分自分自分にににに太太太太鼓判鼓判鼓判鼓判をををを押押押押してしてしてして部屋部屋部屋部屋にににに戻戻戻戻ったったったった記記記記憶憶憶憶があるがあるがあるがあるんんんんですですですですよよよよねねねね。。。。 ロックのロックのロックのロックの女女女女王王王王というのでというのでというのでというので、、、、ミニスミニスミニスミニスカカカカートをいきなートをいきなートをいきなートをいきなりりりりはきはきはきはき始始始始めてライブをめてライブをめてライブをめてライブをややややったったったったんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、そのころもそのころもそのころもそのころも、、、、デビデビデビデビュュュューのーのーのーの当当当当時時時時はははは、、、、かなかなかなかなりりりり名名名名だだだだたるたるたるたる、、、、すごいすごいすごいすごい有有有有名名名名なミなミなミなミュュュュージシージシージシージシャャャャンンンンがががが来来来来てくれててくれててくれててくれて、、、、レレレレコーコーコーコーディディディディングをしましたングをしましたングをしましたングをしました。。。。わあわあわあわあ、、、、あのあのあのあの人人人人だだだだ、、、、あのあのあのあの人人人人だだだだってってってって感感感感じじじじでででで、、、、びっびっびっびっ
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くくくくりりりりしてしてしてして、、、、それですごいいいそれですごいいいそれですごいいいそれですごいいいレレレレコードができてコードができてコードができてコードができて、、、、そしてそしてそしてそして今今今今度度度度またまたまたまた自分自分自分自分のライブをのライブをのライブをのライブをややややろうとろうとろうとろうというときにいうときにいうときにいうときに、、、、そういうそういうそういうそういう有有有有名名名名なミなミなミなミュュュュージシージシージシージシャャャャンがンがンがンが自分自分自分自分のライブをのライブをのライブをのライブをややややってくれるのかとってくれるのかとってくれるのかとってくれるのかと思思思思ったったったったらららら、、、、全全全全然然然然ととととんんんんでもなくてでもなくてでもなくてでもなくて、、、、そそそそんんんんなことなことなことなこと言言言言ってもってもってもっても高高高高くてくてくてくて、、、、すすすすぐぐぐぐつつつつぶぶぶぶれれれれちちちちゃゃゃゃうといううといううといううという感感感感じじじじでででで……………………。。。。まあまあまあまあ、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、若若若若手手手手でいこうということででいこうということででいこうということででいこうということで、、、、若若若若いミいミいミいミュュュュージシージシージシージシャャャャンンンン、、、、まあまあまあまあ、、、、同同同同じぐじぐじぐじぐらいのらいのらいのらいのミミミミュュュュージシージシージシージシャャャャンでンでンでンでババババンドをンドをンドをンドをややややっていたっていたっていたっていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、結結結結局局局局、、、、デビデビデビデビュュュューのころーのころーのころーのころ、、、、私私私私ははははレレレレココココーーーーディディディディングとングとングとングと自分自分自分自分のライブのときののライブのときののライブのときののライブのときのリリリリハハハハーサルとーサルとーサルとーサルと同同同同じじじじ思思思思いをいをいをいを二二二二度度度度にわたってにわたってにわたってにわたって言言言言わなきわなきわなきわなきゃゃゃゃいいいいけなかったけなかったけなかったけなかったんんんんですですですですねねねね。。。。例例例例ええええばばばば、、、、イントロをイントロをイントロをイントロを 4 小節小節小節小節にしてくにしてくにしてくにしてくだだだださいとかさいとかさいとかさいとか、、、、エンエンエンエンディディディディングはングはングはングは Gでででで終終終終わってくわってくわってくわってくだだだださいとかさいとかさいとかさいとか、、、、レレレレコーコーコーコーディディディディングのスタジングのスタジングのスタジングのスタジオオオオでもでもでもでも同同同同じじじじ思思思思いをいをいをいを言言言言ってってってって、、、、そしてそしてそしてそしてババババンンンンドにドにドにドに帰帰帰帰っっっってもてもてもても、、、、ライブライブライブライブババババンドでもライブンドでもライブンドでもライブンドでもライブババババンドにンドにンドにンドに同同同同じじじじことをことをことをことを言言言言うというのはどうもうというのはどうもうというのはどうもうというのはどうも何何何何かかかか労労労労力力力力ののののむむむむだだだだ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ってってって。。。。結構結構結構結構ほほほほかのアーテかのアーテかのアーテかのアーティィィィストはみストはみストはみストはみんんんんなななな当当当当たたたたりりりり前前前前にそれをにそれをにそれをにそれをややややっていたっていたっていたっていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、どうどうどうどう考考考考えてもえてもえてもえても、、、、何何何何かすかすかすかすべべべべてててて時時時時間間間間ののののむむむむだだだだ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、、、、もったいなもったいなもったいなもったいないといといといと思思思思ってってってって、、、、まあまあまあまあ、、、、もともともともともともともともとババババンドンドンドンド人人人人間間間間なのでなのでなのでなので、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、自分自分自分自分のののの思思思思うようなうようなうようなうような、、、、ビビビビートルズみートルズみートルズみートルズみたいなたいなたいなたいな男男男男のののの子子子子がががが結構結構結構結構わいわいわいわいわいわいわいわい飛飛飛飛びびびび跳跳跳跳ねねねねているようなているようなているようなているような、、、、そういうそういうそういうそういう楽楽楽楽しいロックしいロックしいロックしいロックババババンドをつくンドをつくンドをつくンドをつくろうなろうなろうなろうなんんんんてててて思思思思ってってってって、、、、貴子貴子貴子貴子& THE CRAZY BOYS というというというというババババンドをつくったンドをつくったンドをつくったンドをつくったりりりりななななんんんんかしましたかしましたかしましたかしました。。。。 

  このこのこのこの間間間間、、、、実実実実はははは 25周周周周年年年年でででで――――――――でもでもでもでも、、、、そうそうそうそう、、、、私私私私、、、、自分自分自分自分ののののデビデビデビデビュュュューのーのーのーの日日日日ななななんんんんですよですよですよですよ。。。。まあまあまあまあ、、、、ここここんんんんなときになときになときになときに……………………。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））すみませすみませすみませすみませんんんん。。。。わわわわざざざざわわわわざざざざ拍拍拍拍手手手手もらっもらっもらっもらっちちちちゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいいいいますますますます。。。。11 月月月月 1日日日日がががが、、、、実実実実はははは 27 年年年年目目目目にににに入入入入ったったったったんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。25周周周周年年年年がががが 2 年年年年前前前前にあにあにあにありりりりましてましてましてまして、、、、そそそそのときものときものときものときも、、、、ああああ、、、、そうそうそうそうだだだだとととと思思思思ってってってって、、、、そのころはいてたそのころはいてたそのころはいてたそのころはいてた、、、、結構大結構大結構大結構大好好好好きなジーンズのミニスきなジーンズのミニスきなジーンズのミニスきなジーンズのミニスカカカカーーーートがあったトがあったトがあったトがあったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、普普普普通通通通はははは、、、、もうもうもうもう衣装衣装衣装衣装はどはどはどはどんんんんどどどどんんんん新新新新しくしていくというのがしくしていくというのがしくしていくというのがしくしていくというのが 80 年年年年代代代代、、、、
90 年年年年代代代代ななななんんんんかかかか当当当当たたたたりりりり前前前前ですからですからですからですから、、、、今今今今でもでもでもでも当当当当たたたたりりりり前前前前かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そそそそんんんんなななな中中中中、、、、すすすすごいおごいおごいおごいお気気気気にににに入入入入りりりりのスのスのスのスカカカカートートートートだだだだったからったからったからったから、、、、ずっずっずっずっとととと取取取取ってあったってあったってあったってあったんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、はけるとはけるとはけるとはけるとはははは思思思思っていなかったっていなかったっていなかったっていなかったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、でもでもでもでも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと恐恐恐恐るるるる恐恐恐恐るタンスのるタンスのるタンスのるタンスの奥奥奥奥からからからから取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、そそそそのスのスのスのスカカカカートがはけるかどうかートがはけるかどうかートがはけるかどうかートがはけるかどうかややややってみたってみたってみたってみたんんんんですよですよですよですよ。。。。はけたとはけたとはけたとはけたと思思思思いますいますいますいます？？？？    ぐぐぐぐっとはいてっとはいてっとはいてっとはいて、、、、ぐぐぐぐっっっっぐぐぐぐっっっっぐぐぐぐっとっとっとっと上上上上げていったげていったげていったげていったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、最最最最後後後後ののののチチチチャャャャックをックをックをックを上上上上げるときはげるときはげるときはげるときは結構結構結構結構ドドドドキキキキドドドドキキキキももももののののだだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれどもねねねね、、、、どうにかどうにかどうにかどうにか入入入入りりりりましてましてましてまして、、、、ついついついつい 2 年年年年前前前前もももも、、、、20代代代代のときにのときにのときにのときに大大大大好好好好ききききだだだだったスったスったスったスカカカカートをまたートをまたートをまたートをまたババババンドンドンドンド復復復復活活活活ではいたではいたではいたではいたりりりりななななんんんんかしましたかしましたかしましたかしました。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり長長長長くくくく大大大大切切切切にするといにするといにするといにするというのはいいものうのはいいものうのはいいものうのはいいものだだだだなあってなあってなあってなあって思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、物物物物にはにはにはには愛愛愛愛着着着着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、、、、そのとそのとそのとそのときのことがきのことがきのことがきのことがばばばばあっとあっとあっとあっと思思思思いいいい出出出出されてされてされてされて、、、、私私私私ははははほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに大大大大好好好好きなものはきなものはきなものはきなものは捨捨捨捨てられないてられないてられないてられないほほほほうなうなうなうなんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、ききききょょょょうはいろいろうはいろいろうはいろいろうはいろいろ持持持持ってきましたけどってきましたけどってきましたけどってきましたけど、、、、1 つつつつ私私私私のおのおのおのお宝宝宝宝をををを、、、、そういうそういうそういうそういう捨捨捨捨てられないてられないてられないてられないもののもののもののものの 1 つでつでつでつで。。。。このこのこのこの間間間間、、、、実実実実家家家家でででで母母母母がががが、、、、部屋部屋部屋部屋のののの掃除掃除掃除掃除をするというのでをするというのでをするというのでをするというので、「、「、「、「あなたあなたあなたあなた、、、、これどうすこれどうすこれどうすこれどうするるるる？？？？    もうもうもうもう要要要要らないらないらないらないんんんんだだだだったらったらったらったら捨捨捨捨ててててちちちちゃゃゃゃうわようわようわようわよ」」」」ってってってって言言言言われたのがわれたのがわれたのがわれたのが実実実実はこれなはこれなはこれなはこれなんんんんですですですですねねねね。。。。懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい。。。。こういうのをこういうのをこういうのをこういうのを見見見見せるとせるとせるとせると何何何何かかかか年年年年ががががばばばばれれれれちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、私私私私がががが幼幼幼幼稚園稚園稚園稚園のときにのときにのときにのときに母母母母がこのおがこのおがこのおがこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱にににに詰詰詰詰めてくれてめてくれてめてくれてめてくれて、、、、いつもおいつもおいつもおいつもお弁弁弁弁当当当当をををを持持持持っていっていたアルミのおっていっていたアルミのおっていっていたアルミのおっていっていたアルミのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱でででで、、、、これもこれもこれもこれも母母母母がががが、、、、私私私私以以以以上上上上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大大大大王王王王でででで、、、、捨捨捨捨てないでとってあったてないでとってあったてないでとってあったてないでとってあったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、まあまあまあまあ、、、、そのおかげでそのおかげでそのおかげでそのおかげで今今今今私私私私のののの手手手手元元元元ににににカカカカムムムムババババックしてきたというックしてきたというックしてきたというックしてきたという感感感感じじじじでででで、、、、すごいすごいすごいすごい、、、、何何何何かこのときのこかこのときのこかこのときのこかこのときのことをとをとをとを思思思思うとうとうとうと……………………。。。。またこのおまたこのおまたこのおまたこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱をををを持持持持っていたころはっていたころはっていたころはっていたころは九州九州九州九州にいたにいたにいたにいたんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。私私私私のののの父父父父がががが転転転転勤勤勤勤のののの多多多多いいいい会社会社会社会社でででで、、、、いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい母母母母がおかずをがおかずをがおかずをがおかずを入入入入れてくれるれてくれるれてくれるれてくれるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、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、、、、そのころそのころそのころそのころ私私私私はおかずをあまはおかずをあまはおかずをあまはおかずをあまりりりり食食食食べべべべないないないない子子子子でででで、、、、必必必必ずずずず先先先先生生生生からごまからごまからごまからごま塩塩塩塩をもらってをもらってをもらってをもらって、、、、御御御御飯飯飯飯だだだだけけけけ食食食食べべべべてててて帰帰帰帰ってきたというってきたというってきたというってきたという……………………。。。。それでいつもそれでいつもそれでいつもそれでいつも母母母母にににに怒怒怒怒られていたことをられていたことをられていたことをられていたことを、、、、何何何何かこのおかこのおかこのおかこのお弁弁弁弁当当当当箱箱箱箱をををを見見見見たときにたときにたときにたときに思思思思いいいい出出出出したしたしたしたんんんんですですですです。。。。     それからそれからそれからそれから、、、、ここここれはついこのれはついこのれはついこのれはついこの間間間間復復復復活活活活したしたしたしたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、後後後後ろにろにろにろに「「「「しのしのしのしの」」」」ってってってって書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、近近近近くのくのくのくの人人人人しかしかしかしか見見見見れないとれないとれないとれないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私のののの父父父父ののののほほほほうのおうのおうのおうのおばばばばああああちちちちゃんゃんゃんゃんがががが彫彫彫彫ったったったった鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫ななななんんんんですですですです。。。。これもこれもこれもこれも、、、、実実実実家家家家でででで、、、、もうもうもうもうオオオオレレレレンジンジンジンジ色色色色になってになってになってになって、、、、何何何何かすごくかすごくかすごくかすごく汚汚汚汚くなっていてくなっていてくなっていてくなっていて、、、、もうもうもうもう今今今今にもごみにもごみにもごみにもごみ箱箱箱箱行行行行きというきというきというきという感感感感じじじじだだだだったったったったんんんんですよですよですよですよ。。。。だだだだけどけどけどけど、、、、私私私私はははは今今今今鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉にににに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれどもねねねね、、、、何何何何人人人人かかかか鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫のおのおのおのお店店店店のののの方方方方ともともともとも仲良仲良仲良仲良くなってくなってくなってくなって、、、、ああああ、、、、そうそうそうそうだだだだとととと思思思思ってってってって、、、、思思思思いいいい出出出出してしてしてして、、、、これをこれをこれをこれを持持持持っていったっていったっていったっていったんんんんですですですです、、、、すごいすごいすごいすごい汚汚汚汚かったときにかったときにかったときにかったときに。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、もうもうもうもう見見見見たたたた途途途途端端端端にににに、、、、
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「「「「ああああああああ、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう新新新新品品品品のようにきれいになのようにきれいになのようにきれいになのようにきれいになりりりりまままますよすよすよすよ」」」」ってってってって言言言言ってくれてってくれてってくれてってくれて、、、、それでそれでそれでそれで１１１１週週週週間間間間後後後後にににに、、、、ここここんんんんなつるつるしたなつるつるしたなつるつるしたなつるつるした美美美美しいしいしいしい鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉彫彫彫彫にまたなってにまたなってにまたなってにまたなって、、、、私私私私のののの元元元元にににに戻戻戻戻ってというかってというかってというかってというか、、、、おおおおばばばばああああちちちちゃんゃんゃんゃんのののの形形形形見見見見がががが戻戻戻戻ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。     ここここんんんんなのでなのでなのでなので、、、、これもこれもこれもこれも危危危危うくうくうくうく今今今今ごろごろごろごろ埋埋埋埋立地立地立地立地にににに行行行行っていたかもしれないっていたかもしれないっていたかもしれないっていたかもしれないんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、よかっよかっよかっよかったなというたなというたなというたなという。。。。きっとごみのきっとごみのきっとごみのきっとごみの中中中中にはそういうものもいっにはそういうものもいっにはそういうものもいっにはそういうものもいっぱぱぱぱいあるしいあるしいあるしいあるし、、、、反反反反対対対対にににに、、、、もうもうもうもう 20 年年年年前前前前にににに捨捨捨捨てておけてておけてておけてておけばばばばよかったというものもあるかもしれませよかったというものもあるかもしれませよかったというものもあるかもしれませよかったというものもあるかもしれませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そそそそんんんんなのでなのでなのでなので、、、、私私私私はははは何何何何かかかか、、、、こういうこういうこういうこういう生生生生活活活活雑雑雑雑貨貨貨貨がががが特特特特にににに好好好好きなのできなのできなのできなので、、、、すごくすごくすごくすごく大大大大切切切切にしていますにしていますにしていますにしています。。。。     そそそそんんんんなななな、、、、もともとアンテもともとアンテもともとアンテもともとアンティィィィークというかークというかークというかークというか、、、、古古古古いものがいものがいものがいものが大大大大好好好好きなのきなのきなのきなのだだだだったからったからったからったからだだだだとはとはとはとは思思思思ううううのですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、ロックロックロックロック界界界界でででで、、、、馬馬馬馬車車車車馬馬馬馬のようにのようにのようにのように駆駆駆駆けてけてけてけて、、、、もうもうもうもう次次次次はははは大大大大ヒヒヒヒットットットット、、、、次次次次はははは大大大大ヒヒヒヒットットットットってってってって、、、、ここここぶぶぶぶしをどしをどしをどしをどんんんんどどどどんんんん振振振振りりりり上上上上げてげてげてげて、、、、80 年年年年代代代代はははは私私私私、、、、頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、どうどうどうどう走走走走ってもこれってもこれってもこれってもこれ以以以以上上上上無無無無理理理理だだだだよというよというよというよというぐぐぐぐらいらいらいらい体力体力体力体力のののの限限限限界界界界をををを感感感感じじじじたというかたというかたというかたというか、、、、20 代代代代のくせにのくせにのくせにのくせに、、、、もうもうもうもうすごいくたくたにすごいくたくたにすごいくたくたにすごいくたくたに疲疲疲疲れれれれちちちちゃゃゃゃったときがあったったときがあったったときがあったったときがあったんんんんですですですです。。。。そのそのそのその時代時代時代時代はははは、、、、今今今今はそれこそはそれこそはそれこそはそれこそ 30 になっになっになっになってもてもてもても 40 になってもになってもになってもになっても、、、、例例例例ええええばばばば頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている女女女女のののの人人人人はそはそはそはそんんんんなことなことなことなこと言言言言われることないですけどわれることないですけどわれることないですけどわれることないですけど、、、、ままままだだだだ 25 年年年年前前前前のののの日日日日本本本本ってってってって、、、、25 をををを過過過過ぎぎぎぎたらおたらおたらおたらお肌肌肌肌のののの曲曲曲曲ががががりりりり角角角角とかとかとかとかねねねね、、、、二二二二十十十十七七七七、、、、八八八八になったらになったらになったらになったら、、、、ととととんんんんととととんんんん、「、「、「、「どうするのどうするのどうするのどうするの？？？？」」」」ってってってって肩肩肩肩たたかれるようなたたかれるようなたたかれるようなたたかれるような感感感感じじじじでででで、「、「、「、「結結結結婚婚婚婚するのするのするのするの、、、、しないのしないのしないのしないの？？？？」」」」みみみみたいなたいなたいなたいなねねねね、、、、周囲周囲周囲周囲からからからから何何何何かそういうかそういうかそういうかそういう目目目目でででで見見見見られるみたいなられるみたいなられるみたいなられるみたいな、、、、そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代だだだだったったったったんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。     そういうそういうそういうそういう時代時代時代時代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、、、、私私私私はもっともっとはもっともっとはもっともっとはもっともっと音音音音楽楽楽楽をををを生生生生みみみみ出出出出したらうまくいくはずしたらうまくいくはずしたらうまくいくはずしたらうまくいくはずだだだだとととと言言言言ってってってって頑張頑張頑張頑張ろうとしているろうとしているろうとしているろうとしている自分自分自分自分がいるのにというがいるのにというがいるのにというがいるのにという、、、、周周周周りりりりのののの目目目目とととと私私私私のののの思思思思いというのがもういというのがもういというのがもういというのがもう全全全全然違然違然違然違ったときがあったったときがあったったときがあったったときがあったんんんんですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、スタッフのスタッフのスタッフのスタッフのほほほほうはうはうはうは、、、、CD がががが 5 万万万万枚枚枚枚売売売売れてれてれてれて、、、、10 万万万万枚枚枚枚売売売売れてとれてとれてとれてと私私私私がががが喜喜喜喜んんんんでいるでいるでいるでいる中中中中、、、、さらにさらにさらにさらに 15 万万万万枚枚枚枚、、、、20 万万万万枚枚枚枚、、、、30 万万万万枚枚枚枚というというというというふふふふうにうにうにうに、、、、もうもうもうもう際際際際限限限限なくゼロがなくゼロがなくゼロがなくゼロが当当当当たたたたりりりり前前前前にににについていくわけですついていくわけですついていくわけですついていくわけですねねねね。。。。そそそそんんんんなときになときになときになときに、、、、男男男男のののの人人人人はははは体力持体力持体力持体力持つからいいつからいいつからいいつからいいかもしれないけどかもしれないけどかもしれないけどかもしれないけど、、、、もうもうもうもう女女女女はははは無無無無理理理理だだだだとととと。。。。でででで、、、、鏡鏡鏡鏡のののの前前前前にににに行行行行ったらったらったらったら、、、、ククククママママがもうがもうがもうがもう何何何何匹匹匹匹もももも顔顔顔顔にいにいにいにいるるるる、、、、じゃじゃじゃじゃないけどないけどないけどないけど、、、、すごくすごくすごくすごくぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろにろにろにろに疲疲疲疲れていてれていてれていてれていて、「、「、「、「ここここんんんんなななな私私私私にどこまでにどこまでにどこまでにどこまで走走走走れとれとれとれと言言言言うのうのうのうの？？？？」」」」というというというという感感感感じじじじでででで、、、、鏡鏡鏡鏡をををを見見見見てはてはてはては悲悲悲悲しくなしくなしくなしくなりりりり、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、CD ののののセセセセールスのールスのールスのールスの結結結結果果果果をををを見見見見てはてはてはては、、、、ああああああああ、、、、だだだだめめめめだだだだったってったってったってったって落落落落胆胆胆胆したしたしたしたりりりりとかとかとかとか。。。。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しまうことがうになってしまうことがうになってしまうことがうになってしまうことが、、、、ああああ、、、、自分自分自分自分のののの曲曲曲曲がががが悪悪悪悪いからいからいからいから売売売売れないのかなとかれないのかなとかれないのかなとかれないのかなとか、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと周周周周りりりりがががが大宣大宣大宣大宣伝伝伝伝してくれないからしてくれないからしてくれないからしてくれないからだだだだめなのよってめなのよってめなのよってめなのよって、、、、人人人人にもにもにもにも自分自分自分自分にもにもにもにも文文文文句句句句をををを言言言言ってしまってってしまってってしまってってしまって、、、、ぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろにろにろにろになっなっなっなっちちちちゃゃゃゃったときがあったったときがあったったときがあったったときがあったんんんんですですですですねねねね。。。。それがそれがそれがそれがちちちちょょょょうどうどうどうど 28ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったったったったんんんんですけどですけどですけどですけど。。。。 そしてそしてそしてそして、、、、そそそそんんんんなときになときになときになときに、、、、たまたまロンドンにたまたまロンドンにたまたまロンドンにたまたまロンドンにレレレレコーコーコーコーディディディディングにングにングにングに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、、、、写写写写真真真真撮撮撮撮影影影影にににに出出出出たたたたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその私私私私のののの足足足足元元元元にににに、、、、青空青空青空青空をををを見見見見てててて凛凛凛凛とととと、、、、楽楽楽楽しそうにしそうにしそうにしそうに笑顔笑顔笑顔笑顔でででで咲咲咲咲いていいていいていいているるるる一一一一輪輪輪輪のののの花花花花、、、、野野野野生生生生ののののママママーーーーガガガガレレレレットにットにットにットに出出出出会会会会ったったったったんんんんですですですです。。。。元元元元気気気気だだだだったらきっとったらきっとったらきっとったらきっと踏踏踏踏んんんんづけてづけてづけてづけて歩歩歩歩いいいいちちちちゃゃゃゃっていたかもしれないっていたかもしれないっていたかもしれないっていたかもしれないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのあまそのあまそのあまそのあまりりりりにもにもにもにも朗朗朗朗らかにらかにらかにらかに天天天天をををを向向向向いていていていて楽楽楽楽しそうしそうしそうしそうにににに生生生生きているきているきているきている花花花花にににに出出出出会会会会ってってってって、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、、、、少女少女少女少女時代時代時代時代のののの自分自分自分自分、、、、あのあのあのあの温温温温度度度度計計計計をををを太陽太陽太陽太陽にかにかにかにかざざざざしていしていしていしていたたたた自分自分自分自分じゃじゃじゃじゃないけどないけどないけどないけど、、、、そういうそういうそういうそういう天天天天真真真真爛漫爛漫爛漫爛漫なななな、、、、自分自分自分自分のののの感性感性感性感性のままにのままにのままにのままに生生生生きていたきていたきていたきていた自分自分自分自分がそこにがそこにがそこにがそこに咲咲咲咲いているようないているようないているようないているような気気気気がしてがしてがしてがして、、、、ああああ、、、、私私私私はこういうはこういうはこういうはこういうふふふふうにうにうにうに生生生生きていなかったからきていなかったからきていなかったからきていなかったから人人人人にににに対対対対してしてしてして文文文文句句句句をををを言言言言いいいい、、、、自分自分自分自分にもにもにもにも何何何何かかかか不満不満不満不満をををを言言言言いながらいながらいながらいながら生生生生きていてしまったきていてしまったきていてしまったきていてしまったんんんん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、、、、花花花花にににに教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、ああああ、、、、一度一度一度一度しかないしかないしかないしかない人生人生人生人生だだだだしししし、、、、自分自分自分自分はもうこういうはもうこういうはもうこういうはもうこういう原石原石原石原石をををを持持持持っているっているっているっているんんんんだだだだかかかからららら、、、、そこのそこのそこのそこの原石原石原石原石をををを磨磨磨磨くようにくようにくようにくように生生生生きていけきていけきていけきていけばばばばきっときっときっときっと自分自分自分自分もももも楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きられてきられてきられてきられて、、、、そのそのそのその楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きているきているきているきている自分自分自分自分をををを見見見見てててて周周周周りりりりもももも喜喜喜喜んんんんでくれるにでくれるにでくれるにでくれるに違違違違いないといういないといういないといういないというふふふふうにうにうにうに、、、、何何何何かかかかピピピピンとンとンとンと思思思思ってってってって、、、、教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでのやりやりやりやり方方方方ががががほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、もうゼロがもうゼロがもうゼロがもうゼロが際際際際限限限限なくついてなくついてなくついてなくついていっていっていっていって、、、、とめとめとめとめどもないどもないどもないどもない、、、、要要要要はははは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消費消費消費消費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、、、、こっこっこっこっちちちちはははは生生生生身身身身のののの人人人人間間間間でででで、、、、思思思思いをいをいをいを込込込込めてめてめてめて一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命曲曲曲曲をつくるをつくるをつくるをつくるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、売売売売れないというれないというれないというれないという結結結結果果果果がががが出出出出たらたらたらたら、、、、もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐにににに生生生生産産産産停停停停止止止止、、、、それからそれからそれからそれからレレレレコードコードコードコード店店店店ななななんんんんかにもうかにもうかにもうかにもう注注注注文文文文がががが来来来来ないですからないですからないですからないですから、、、、いきないきないきないきなりりりりパタッとストパタッとストパタッとストパタッとストップしてップしてップしてップして、、、、そしてそしてそしてそしてレレレレコードコードコードコード会社会社会社会社にににに在在在在庫庫庫庫がががが残残残残りりりり、、、、CD がごみになっていくわけですよがごみになっていくわけですよがごみになっていくわけですよがごみになっていくわけですよねねねね。。。。 まあまあまあまあ、、、、余談余談余談余談というかというかというかというか、、、、大大大大切切切切なことですけどなことですけどなことですけどなことですけど、、、、最最最最近近近近ややややっとそのっとそのっとそのっとその CD もももも、、、、80 年年年年代代代代やややや 90 年年年年代代代代ははははババババンンンンババババンンンン売売売売れれれれ残残残残ってしまったってしまったってしまったってしまった、、、、チチチチャャャャートートートート競競競競争争争争のののの中中中中売売売売れれれれ残残残残ったったったった CD はごみになっていたはごみになっていたはごみになっていたはごみになっていたんんんんでででで
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すけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、最最最最近近近近私私私私がずっとおがずっとおがずっとおがずっとお世世世世話話話話になってきたになってきたになってきたになってきたソソソソニーのニーのニーのニーのほほほほうでもうでもうでもうでも、、、、ややややっとっとっとっと CD がががが在在在在庫庫庫庫にににになってしまったらなってしまったらなってしまったらなってしまったら、、、、それがまたそれがまたそれがまたそれがまた CD にににに戻戻戻戻るようにるようにるようにるように、、、、ややややっとっとっとっと循環循環循環循環されるようになってきたされるようになってきたされるようになってきたされるようになってきたんんんんですですですですねねねね。。。。そのそのそのその工工工工場場場場もももも私私私私、、、、静岡静岡静岡静岡へへへへ行行行行ってってってって見見見見てきましたけれどもてきましたけれどもてきましたけれどもてきましたけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、皮肉皮肉皮肉皮肉なことになことになことになことに、、、、私私私私がががが
80 年年年年代代代代にすごいにすごいにすごいにすごい、、、、思思思思いいいい切切切切りりりり頑張頑張頑張頑張ってってってって、、、、ここここぶぶぶぶしをしをしをしを上上上上げていたときのげていたときのげていたときのげていたときの CD をををを、、、、当当当当時時時時ははははレレレレコードコードコードコードですがですがですがですが、、、、レレレレコードをいっコードをいっコードをいっコードをいっぱぱぱぱいつくっていたいつくっていたいつくっていたいつくっていた工工工工場場場場がががが、、、、そのままそのままそのままそのまま CD ののののリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル工工工工場場場場になっになっになっになっていましたていましたていましたていましたねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、何何何何かもうかもうかもうかもう、、、、皮肉皮肉皮肉皮肉なものなものなものなものだだだだなというなというなというなというねねねね、、、、何何何何かこうかこうかこうかこう、「、「、「、「猿猿猿猿のののの惑惑惑惑星星星星」」」」をををを見見見見るようなるようなるようなるような、、、、というというというというんんんんですかですかですかですかねねねね、、、、1周周周周地球地球地球地球をををを回回回回ってってってってきたらきたらきたらきたら、、、、ああああああああ、、、、ここここんんんんなになってたなになってたなになってたなになってた、、、、みたみたみたみたいないないないな、、、、ソソソソニーのニーのニーのニーの工工工工場場場場へへへへ行行行行ったときにそったときにそったときにそったときにそんんんんななななふふふふうなうなうなうな気気気気持持持持ちちちちになになになになりりりりましたましたましたましたねねねね。。。。 これからがこれからがこれからがこれからが本題本題本題本題というというというという感感感感じじじじななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、それでそれでそれでそれで私私私私、、、、自分自分自分自分のののの大大大大好好好好きなきなきなきな音音音音楽楽楽楽をををを愛愛愛愛しししし過過過過ぎぎぎぎてててているのかなっているのかなっているのかなっているのかなって。。。。もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと何何何何かかかかビビビビジネスとしてもライトなジネスとしてもライトなジネスとしてもライトなジネスとしてもライトな気気気気持持持持ちちちちでできなかったらプでできなかったらプでできなかったらプでできなかったらプロロロロじゃじゃじゃじゃないないないないんんんんだだだだろうかというろうかというろうかというろうかという、、、、いろいろいろいろんんんんなななな悩悩悩悩みがあったのでみがあったのでみがあったのでみがあったので、、、、そのそのそのその頭頭頭頭をををを冷冷冷冷ますためにもおますためにもおますためにもおますためにもお休休休休みがみがみがみが必要必要必要必要だだだだということでということでということでということで、、、、ロンドンにロンドンにロンドンにロンドンに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。それがそれがそれがそれが 88 年年年年、、、、野野野野生生生生ののののママママーーーーガガガガレレレレットをットをットをットを見見見見てててて、、、、そのそのそのその 1 年年年年後後後後ぐぐぐぐらいらいらいらいだだだだったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、2 年年年年間暮間暮間暮間暮らしてらしてらしてらして、、、、もうもうもうもう野野野野生生生生ののののママママーーーーガガガガレレレレットのットのットのットのようなようなようなような生生生生きききき方方方方をををを一一一一からからからからやりやりやりやり直直直直ししししだだだだってどこかでってどこかでってどこかでってどこかで思思思思っていたのでっていたのでっていたのでっていたので、、、、ちちちちょょょょっとでもっとでもっとでもっとでも自自自自然然然然をををを愛愛愛愛すすすするというかるというかるというかるというか、、、、大地大地大地大地のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをもらうためにーをもらうためにーをもらうためにーをもらうために、、、、無無無無農農農農薬薬薬薬農法農法農法農法のののの野野野野菜菜菜菜をいっをいっをいっをいっぱぱぱぱいとってみよいとってみよいとってみよいとってみようとかうとかうとかうとか、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるベベベベジタジタジタジタリリリリアンにもトライしたアンにもトライしたアンにもトライしたアンにもトライしたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ベベベベジタジタジタジタリリリリアンアンアンアン、、、、私私私私ははははだだだだめめめめだだだだったですったですったですったですねねねね。。。。もうもうもうもう何何何何かかかか、、、、おおおお肉肉肉肉をををを食食食食べべべべなくてなくてなくてなくて 1 週週週週間間間間ぐぐぐぐらいしたららいしたららいしたららいしたら、、、、精精精精神神神神ののののベベベベクトルクトルクトルクトルというかというかというかというか、、、、幹幹幹幹がこっがこっがこっがこっちちちちへへへへヒュヒュヒュヒューってーってーってーって行行行行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感感感感じじじじでででで、、、、ああああああああ、、、、これはこれはこれはこれはやばやばやばやばいといといといと思思思思っっっってててて、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんととととウウウウシさシさシさシさんんんん、、、、ブタさブタさブタさブタさんんんんというかというかというかというか、、、、肉肉肉肉のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーももらわないといけないーももらわないといけないーももらわないといけないーももらわないといけないんんんん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、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回自分自分自分自分をををを立立立立てててて直直直直ししししてててて。。。。そういうときにそういうときにそういうときにそういうときに、、、、ほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、動動動動物物物物のののの力力力力ももももももももらっているということもひしひしとらっているということもひしひしとらっているということもひしひしとらっているということもひしひしと自分自分自分自分でででで体体体体感感感感できたようなできたようなできたようなできたような気気気気がするがするがするがするんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ままままああああ、、、、そそそそんんんんなななな、、、、一一一一からからからからやりやりやりやり直直直直しでしでしでしで、、、、ちちちちょょょょっとでもミニっとでもミニっとでもミニっとでもミニママママムなムなムなムな、、、、自自自自然然然然とととと呼呼呼呼吸吸吸吸するようなするようなするようなするような生生生生きききき方方方方にににに変変変変えていこうというえていこうというえていこうというえていこうというふふふふうにうにうにうに過過過過ごしたロンドンごしたロンドンごしたロンドンごしたロンドンだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、2 年年年年間間間間、、、、そそそそんんんんなななな生生生生活活活活をををを終終終終ええええてててて、、、、またまたまたまた都都都都内内内内にににに戻戻戻戻ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。 なるなるなるなるべべべべくはそういうくはそういうくはそういうくはそういうチチチチャャャャートートートート競競競競争争争争のののの中中中中にににに入入入入りりりりたくないというたくないというたくないというたくないという思思思思いといといといと、、、、またまたまたまた反反反反面面面面、、、、ままままだだだだままままだだだだ自分自分自分自分にはにはにはには、、、、いいいいいいいい曲曲曲曲をををを書書書書けけけけばばばば、、、、きっときっときっときっと絶絶絶絶対対対対にににに多多多多くのくのくのくの人人人人にににに愛愛愛愛してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえるビビビビッグッグッグッグヒヒヒヒットがットがットがットが生生生生まれるはずまれるはずまれるはずまれるはずだだだだというというというという夢夢夢夢ももももややややっっっっぱぱぱぱりりりりままままだだだだどこどこどこどこかにあってかにあってかにあってかにあって、、、、両両両両方方方方ててててんんんんびびびびんんんんにかけるようににかけるようににかけるようににかけるように大大大大手手手手のののの事事事事務務務務所所所所にににに所所所所属属属属していたしていたしていたしていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そそそそんんんんなななな生生生生活活活活のののの中中中中、、、、事事事事務務務務所所所所がががが青青青青山山山山だだだだったったったったんんんんですけですけですけですけどどどど、、、、多多多多くのアーテくのアーテくのアーテくのアーティィィィストがタクシーでいろいろなところへストがタクシーでいろいろなところへストがタクシーでいろいろなところへストがタクシーでいろいろなところへ行行行行くくくく中中中中、、、、私私私私はもうはもうはもうはもう自自自自転転転転車車車車をををを買買買買いいいいましてましてましてまして、、、、ダイエットもダイエットもダイエットもダイエットも兼兼兼兼ねねねねてててて、、、、青青青青山山山山までまでまでまで自自自自転転転転車車車車にににに乗乗乗乗っていったっていったっていったっていったりりりりとかとかとかとか、、、、そそそそんんんんなこともなこともなこともなこともややややっっっったたたたりりりりしたしたしたしたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ごみのごみのごみのごみの日日日日にににに、、、、四四四四つつつつ角角角角のところのごみのところのごみのところのごみのところのごみ置場置場置場置場にににに捨捨捨捨てにてにてにてに行行行行くくくくんんんんですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、ぱぱぱぱっとっとっとっと捨捨捨捨てにてにてにてに行行行行ったらったらったらったら、、、、ままままだだだだままままだだだだ使使使使えそうなえそうなえそうなえそうな電電電電化化化化製品製品製品製品とかとかとかとか、、、、テーブルとかテーブルとかテーブルとかテーブルとか、、、、座布座布座布座布団団団団ととととかかかか、、、、洋洋洋洋服服服服もももも袋袋袋袋にににに詰詰詰詰めてあってめてあってめてあってめてあって、、、、しかもしかもしかもしかも洋洋洋洋服服服服もももも、、、、ぐぐぐぐししししゃぐゃぐゃぐゃぐししししゃゃゃゃのののの洋洋洋洋服服服服だだだだったらったらったらったら、、、、ああああああああ、、、、ごみごみごみごみななななんんんんだだだだなってなってなってなって見見見見たらすたらすたらすたらすぐぐぐぐわかるわかるわかるわかるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、きっとこのきっとこのきっとこのきっとこの人人人人、、、、タンスからそのままタンスからそのままタンスからそのままタンスからそのまま一一一一式全部式全部式全部式全部袋袋袋袋にににに入入入入れてれてれてれて捨捨捨捨てたでしてたでしてたでしてたでしょょょょうといううといううといううという感感感感じじじじのののの、、、、もうきれいにたたもうきれいにたたもうきれいにたたもうきれいにたたんんんんであるであるであるである洋洋洋洋服服服服がそのままがそのままがそのままがそのまま捨捨捨捨てててててあったてあったてあったてあったりりりりするするするする風景風景風景風景をををを見見見見てててて、「、「、「、「これこれこれこれ、、、、おかしいおかしいおかしいおかしいんじゃんじゃんじゃんじゃないのないのないのないの？？？？」」」」ってすごいってすごいってすごいってすごい思思思思ったったったったんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。 というのはというのはというのはというのは、、、、ロンドンはロンドンはロンドンはロンドンは、、、、ほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、アンテアンテアンテアンティィィィークとかークとかークとかークとか古古古古着着着着というというというという言言言言いいいい方方方方でででで古古古古いものをいものをいものをいものをいっいっいっいっぱぱぱぱいいいいばばばばししししばばばばしししし売売売売ってましたしってましたしってましたしってましたし、、、、テーブルからテーブルからテーブルからテーブルから何何何何からからからから。。。。何何何何よよよよりりりり私私私私がががが住住住住んんんんでいたでいたでいたでいた家家家家がががが、、、、200年年年年前前前前のののの、、、、ビビビビクトクトクトクトリリリリアンアンアンアン時代時代時代時代のののの家家家家ななななんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そこをそこをそこをそこを修修修修復復復復しながらしながらしながらしながら住住住住んんんんでいてでいてでいてでいて。。。。そういうそういうそういうそういう古古古古いものをいものをいものをいものを大大大大切切切切にするにするにするにする文文文文化化化化のののの中中中中からいきなからいきなからいきなからいきなりりりり日日日日本本本本にににに戻戻戻戻ってきてってきてってきてってきて、、、、何何何何でもかでもかでもかでもかんんんんでもでもでもでも、、、、ままままだだだだままままだだだだ使使使使えそうなものがいっえそうなものがいっえそうなものがいっえそうなものがいっぱぱぱぱいいいい捨捨捨捨ててあったからててあったからててあったからててあったから、、、、それそれそれそれ、、、、おかしいなとおかしいなとおかしいなとおかしいなと。「。「。「。「こういうことをしこういうことをしこういうことをしこういうことをしているからているからているからているから音音音音楽楽楽楽のとらえのとらえのとらえのとらえ方方方方もあもあもあもあんんんんなになっなになっなになっなになっちちちちゃゃゃゃうのようのようのようのよ」」」」ななななんんんんてててて、、、、またまたまたまた何何何何かロックのこかロックのこかロックのこかロックのこぶぶぶぶししししがブーッとがブーッとがブーッとがブーッと上上上上がってきがってきがってきがってきちちちちゃゃゃゃってってってって、、、、冗談冗談冗談冗談じゃじゃじゃじゃないないないない、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな。。。。何何何何かもうかもうかもうかもう、、、、ほんほんほんほんとととと、、、、何何何何かおかかおかかおかかおかしいよというしいよというしいよというしいよという、、、、そそそそんんんんなななな、、、、ぶぶぶぶつつつつぶぶぶぶつまたつまたつまたつまた私私私私のののの中中中中でででで……………………。。。。 それでそれでそれでそれで、、、、そのころそのころそのころそのころ、、、、ままままだだだだ時時時時はははは 90 年年年年代代代代でででで、、、、ままままだだだだままままだだだだ上上上上へへへへ上上上上へというへというへというへという時代時代時代時代だだだだったのでったのでったのでったので、、、、私私私私がががが
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ロンドンでいろいろつくってきたロンドンでいろいろつくってきたロンドンでいろいろつくってきたロンドンでいろいろつくってきた、、、、すごくすごくすごくすごくオオオオーーーーガガガガニックなニックなニックなニックな生生生生活活活活でででで、、、、アンテアンテアンテアンティィィィークークークークをををを大大大大切切切切ににににしながらなしながらなしながらなしながらなんんんんていうていうていうていうふふふふうにうにうにうに思思思思っていたっていたっていたっていた中中中中でつくってきたでつくってきたでつくってきたでつくってきた曲曲曲曲がががが、、、、もうもうもうもう焼焼焼焼けけけけ石石石石にににに水水水水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いましていましていましていまして、、、、10 曲曲曲曲ぐぐぐぐらいつくってきたらいつくってきたらいつくってきたらいつくってきたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、全部全部全部全部もうおもうおもうおもうお蔵蔵蔵蔵にににに入入入入れてれてれてれて、、、、ももももうううう一一一一回回回回このこのこのこの日日日日本本本本をををを見見見見つめつめつめつめ直直直直してしてしてして曲曲曲曲をつくをつくをつくをつくりりりりましましましましょょょょうううう、、、、ななななんんんんてててて思思思思ってってってってややややったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれどもねねねね、、、、まあまあまあまあ、、、、そそそそんんんんなななな中中中中、、、、私私私私、、、、2 番番番番目目目目にににに私私私私をををを変変変変えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた大大大大きなきなきなきな旅旅旅旅のののの機機機機会会会会をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいたんんんんですですですです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、94 年年年年にににに「「「「ウウウウルルンルルンルルンルルン滞滞滞滞在記在記在記在記」」」」というというというという、、、、ついこのついこのついこのついこの間終間終間終間終わってしまいましたけれどもわってしまいましたけれどもわってしまいましたけれどもわってしまいましたけれども、、、、あのテあのテあのテあのテレレレレビビビビでででで、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカののののセセセセネネネネガガガガルへルへルへルへ行行行行ってくれとってくれとってくれとってくれと言言言言われてわれてわれてわれて、、、、もうもうもうもう私私私私はははは、、、、ままままだだだだそのころそのころそのころそのころ、、、、ちちちちょょょょっとでもっとでもっとでもっとでも、、、、よしよしよしよし、、、、自分自分自分自分のののの中中中中ののののヒヒヒヒットのためにットのためにットのためにットのために、、、、いいいいいいいい曲曲曲曲のためにのためにのためにのために、、、、ななななんんんんていうのでていうのでていうのでていうので、、、、外外外外にににに出出出出るるるる気気気気持持持持ちバちバちバちバシシシシババババシでしたからシでしたからシでしたからシでしたから、、、、手手手手をををを挙挙挙挙げてげてげてげて、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカにににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。 アフアフアフアフリカリカリカリカではではではでは、、、、ドドドドゥゥゥゥドドドドゥゥゥゥ・ンジ・ンジ・ンジ・ンジャャャャエ・ローズエ・ローズエ・ローズエ・ローズささささんんんんというというというという、、、、太太太太鼓鼓鼓鼓のののの王王王王様様様様とととと言言言言われているおわれているおわれているおわれているお父父父父ささささんんんんのもとにのもとにのもとにのもとに 1 週週週週間間間間ホホホホームステイをしてームステイをしてームステイをしてームステイをして、、、、炎炎炎炎天天天天下下下下のののの中中中中、、、、太太太太鼓鼓鼓鼓ををををばばばばあっとあっとあっとあっと教教教教えてもらったえてもらったえてもらったえてもらったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、もうそのおもうそのおもうそのおもうそのお父父父父ささささんんんんかかかか、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの固固固固ままままりりりりのののの人人人人でででで、、、、ああああああああ、、、、ななななるるるるほほほほどなどなどなどな、、、、ななななんんんんてててて思思思思っっっっちちちちゃゃゃゃったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、太太太太鼓鼓鼓鼓がもうすごいがもうすごいがもうすごいがもうすごいんんんんですですですですねねねね。。。。イスラムのイスラムのイスラムのイスラムの教教教教えでえでえでえで許許許許されているされているされているされているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、4人人人人のののの奥奥奥奥ささささんんんんとととと、、、、子子子子供供供供ももうももうももうももう数数数数ええええられないられないられないられないぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、自自自自分分分分のののの子子子子供供供供をををを忘忘忘忘れれれれちちちちゃゃゃゃううううぐぐぐぐらいらいらいらい子子子子供供供供がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいいていいていいていいて、、、、孫孫孫孫子子子子のののの洗洗洗洗礼礼礼礼式式式式がががが 3 日日日日にににに一一一一遍遍遍遍あるみたいあるみたいあるみたいあるみたいなななな、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごいババババイタイタイタイタリリリリテテテティィィィーーーー溢溢溢溢れるおれるおれるおれるお父父父父ささささんんんんだだだだったったったったんんんんですですですです。。。。でもでもでもでも、、、、そのそのそのその家家家家族族族族形形形形態態態態がわかがわかがわかがわかるというるというるというるという、、、、すすすすべべべべてのおてのおてのおてのお父父父父ささささんんんんのエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーがわかるようなーがわかるようなーがわかるようなーがわかるような太太太太鼓鼓鼓鼓ををををババババーッとたたいてーッとたたいてーッとたたいてーッとたたいて、、、、そうそうそうそうしたらしたらしたらしたら、、、、もうもうもうもう周周周周りりりりにどにどにどにどんんんんどどどどんんんん人人人人がががが集集集集まってくるまってくるまってくるまってくるんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう知知知知らないらないらないらない間間間間にににに、、、、何何何何もももも宣宣宣宣伝伝伝伝ししししていないのにていないのにていないのにていないのに、、、、太太太太鼓鼓鼓鼓さえたたけさえたたけさえたたけさえたたけばばばば、、、、もうもうもうもう 200人人人人、、、、300人人人人ってってってって、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん人人人人がががが集集集集まってきてまってきてまってきてまってきて、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい大大大大コンサートになっていたコンサートになっていたコンサートになっていたコンサートになっていたんんんんですですですです。。。。そのそのそのその風景風景風景風景をををを見見見見てててて、、、、ああああ、、、、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音音音音楽楽楽楽ををををややややれれれればばばば、、、、ももももっともっとっともっとっともっとっともっと野野野野生生生生ののののママママーーーーガガガガレレレレットのットのットのットの、、、、大地大地大地大地とととと仲良仲良仲良仲良くするくするくするくする生生生生きききき方方方方ができるができるができるができるんんんんだだだだわわわわ、、、、ななななんんんんてててて思思思思ってってってって、、、、帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、私私私私はもうすはもうすはもうすはもうすぐぐぐぐにににに大大大大きなきなきなきな芸芸芸芸能事能事能事能事務務務務所所所所ををををややややめてめてめてめて、、、、独独独独立立立立をしてをしてをしてをして、、、、今今今今にににに至至至至っているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども……………………。。。。 そのアフそのアフそのアフそのアフリカリカリカリカのののの生生生生活活活活のののの中中中中でででで何何何何よよよよりりりりもももも感感感感動動動動したのはしたのはしたのはしたのは、、、、大地大地大地大地のののの上上上上でででで、、、、みみみみんんんんなもうなもうなもうなもう、、、、子子子子供供供供からからからから大大大大人人人人までまでまでまで、、、、いろいろいろいろんんんんなものをなものをなものをなものを手手手手作作作作りりりりしていたしていたしていたしていたんんんんですですですですねねねね。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちのののの洋洋洋洋服服服服はもはもはもはもちちちちろろろろんんんんですしですしですしですし、、、、森森森森からからからから木木木木をもらってきてをもらってきてをもらってきてをもらってきて太太太太鼓鼓鼓鼓をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そのそのそのその太太太太鼓鼓鼓鼓のののの残残残残ったものでおったものでおったものでおったものでお皿皿皿皿をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、そしそしそしそしてててて細細細細いいいい木木木木でいすをつくってでいすをつくってでいすをつくってでいすをつくって、、、、テーブルをつくってテーブルをつくってテーブルをつくってテーブルをつくって。。。。おおおお母母母母ささささんんんんはははは臼臼臼臼でででで脱穀脱穀脱穀脱穀をしてをしてをしてをして、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに、、、、ああああああああ、、、、昔昔昔昔々々々々のののの地球地球地球地球はこうはこうはこうはこうだだだだったったったったんじゃんじゃんじゃん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、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに原風景原風景原風景原風景をををを見見見見せてせてせてせてもらったようなもらったようなもらったようなもらったような気気気気がしてがしてがしてがして。。。。でででで、、、、そのそのそのその奥奥奥奥ののののほほほほうにうにうにうに、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく大大大大きなものをつくっているきなものをつくっているきなものをつくっているきなものをつくっている人人人人たたたたちちちちがいたのでがいたのでがいたのでがいたので、、、、何何何何をつくっているのかしらとをつくっているのかしらとをつくっているのかしらとをつくっているのかしらと思思思思ってってってって近近近近づいていったづいていったづいていったづいていったんんんんですよですよですよですよ。。。。そうしたそうしたそうしたそうしたらららら、、、、それはそれはそれはそれは棺桶棺桶棺桶棺桶だだだだったったったったんんんんですですですです。。。。何何何何かかかか、、、、普普普普通通通通のののの女女女女のののの子子子子だだだだったらったらったらったら「「「「ああああああああ、、、、怖怖怖怖いいいい」」」」とかとかとかとか何何何何かかかか思思思思ううううのかなのかなのかなのかな、、、、どうなどうなどうなどうなんんんんでしでしでしでしょょょょううううねねねね。。。。私私私私はははは、、、、格格格格好好好好いいといいといいといいと思思思思ったったったったんんんんですよですよですよですよ。。。。自分自分自分自分のののの棺桶棺桶棺桶棺桶、、、、自分自分自分自分でつでつでつでつくくくくりりりりたいたいたいたい、、、、みたいなみたいなみたいなみたいな。。。。何何何何からからからから何何何何までまでまでまで、、、、生生生生まれることからまれることからまれることからまれることから死死死死ぬぬぬぬことまでことまでことまでことまで、、、、すすすすべべべべてがてがてがてが手手手手作作作作りりりりでででで、、、、何何何何てすてきなてすてきなてすてきなてすてきな生生生生きききき方方方方ななななんんんんだだだだろうってろうってろうってろうって、、、、ほんほんほんほんととととうううう感感感感動動動動しましたしましたしましたしました。。。。 そういうそういうそういうそういう生生生生きききき方方方方ががががちちちちょょょょっとでもまっとでもまっとでもまっとでもまねねねねできたらいいなとできたらいいなとできたらいいなとできたらいいなと思思思思ってってってって帰帰帰帰ってきてってきてってきてってきて、、、、そのそのそのその次次次次にまたにまたにまたにまた大大大大きなきなきなきな旅旅旅旅でいたでいたでいたでいただだだだいたおいたおいたおいたお仕仕仕仕事事事事はははは、、、、何何何何といってもといってもといってもといっても「「「「ひるどきひるどきひるどきひるどき日日日日本本本本列列列列島島島島」」」」というというというという番組番組番組番組ですですですです。。。。多多多多分分分分、、、、千葉千葉千葉千葉にもにもにもにも私私私私、、、、何何何何回回回回かかかか来来来来たことあるとたことあるとたことあるとたことあると思思思思うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど、、、、見見見見てくれていたてくれていたてくれていたてくれていた方方方方いますかいますかいますかいますか。。。。忘忘忘忘れれれれちちちちゃゃゃゃったのったのったのったの？？？？ ななななんんんんてててて……………………。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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前前前前まではまではまではまでは、、、、よくよくよくよく、「、「、「、「昼昼昼昼どきどきどきどき」」」」でよかったわでよかったわでよかったわでよかったわねねねねってってってって言言言言われていたわれていたわれていたわれていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ここのところここのところここのところここのところ、、、、正正正正直直直直なところなところなところなところ、、、、あまあまあまあまりりりり言言言言われませわれませわれませわれませんんんんねねねね。。。。テテテテレレレレビビビビというのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいな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、、、、1日日日日でもでもでもでもババババーンとーンとーンとーンと NHK ととととかにかにかにかに出出出出るるるるとととと、、、、もうすごいもうすごいもうすごいもうすごい、、、、次次次次のののの日日日日、、、、町町町町をををを歩歩歩歩いていてもいろいていてもいろいていてもいろいていてもいろんんんんなななな人人人人にににに声声声声かけられてかけられてかけられてかけられて。。。。ちちちちょょょょっっっっとととと出出出出なくなるとなくなるとなくなるとなくなると、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに忘忘忘忘れられてというれられてというれられてというれられてという、、、、このこのこのこの辺辺辺辺ががががママママススススメメメメディディディディアのすごさであアのすごさであアのすごさであアのすごさでありりりり、、、、怖怖怖怖ささささだだだだなとなとなとな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。。。。あのあのあのあの旅旅旅旅でででで私私私私ははははほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに地産地地産地地産地地産地消消消消のののの鏡鏡鏡鏡というというというというんんんんですですですですかかかかねねねね、、、、地地地地元元元元のののの宝宝宝宝をををを自分自分自分自分のののの手手手手でででで大大大大切切切切にしているにしているにしているにしている方方方方々々々々のところにのところにのところにのところに旅旅旅旅にににに行行行行ってってってって、、、、ほんほんほんほんとうにたくとうにたくとうにたくとうにたくささささんんんんのののの感感感感動動動動をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいたんんんんですですですですねねねね。。。。 埼埼埼埼玉玉玉玉のののの草草草草加加加加せせせせんんんんべべべべいのいのいのいの工工工工場場場場というかというかというかというか、、、、おおおお店店店店があるところへがあるところへがあるところへがあるところへ行行行行ったときもったときもったときもったときも、、、、すごいすごいすごいすごい手手手手焼焼焼焼きききき
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のおせのおせのおせのおせんんんんべべべべいをいをいをいを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命焼焼焼焼いているおいているおいているおいているおじじじじいいいいちちちちゃんゃんゃんゃんがいてがいてがいてがいて、、、、格格格格好好好好いいいいいいいい白白白白髪髪髪髪のののの。。。。それでそれでそれでそれで、、、、四畳四畳四畳四畳半半半半ぐぐぐぐらいらいらいらいのののの小小小小さなところでさなところでさなところでさなところで、、、、炭炭炭炭火火火火でででで焼焼焼焼いているいているいているいているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、今今今今はははは「「「「ふふふふるさとるさとるさとるさと一一一一番番番番」」」」とととといういういういう名前名前名前名前にににに変変変変わっていますけれどもわっていますけれどもわっていますけれどもわっていますけれども、、、、あのあのあのあの番組番組番組番組ををををややややるのにるのにるのにるのに、、、、意外意外意外意外とスタッフがたくさとスタッフがたくさとスタッフがたくさとスタッフがたくさんんんんいいいいてててて、、、、よくよくよくよく、、、、三三三三、、、、四四四四人人人人でででで撮撮撮撮っているっているっているっているんじゃんじゃんじゃんじゃないのってないのってないのってないのって言言言言われるわれるわれるわれるんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、全全全全然然然然そうそうそうそうじゃじゃじゃじゃななななくてくてくてくて、、、、いろいろいろいろんんんんななななカカカカメメメメラがあラがあラがあラがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、総総総総勢勢勢勢三三三三、、、、四四四四十十十十人人人人かけてかけてかけてかけて生放送生放送生放送生放送がががが動動動動いているいているいているいているんんんんですですですですねねねね、、、、何台何台何台何台ももももババババスをスをスをスを出出出出してしてしてして。。。。そのときもそのときもそのときもそのときも、、、、四畳四畳四畳四畳半半半半のののの狭狭狭狭いいいい部屋部屋部屋部屋にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんのスタッフがのスタッフがのスタッフがのスタッフが配線配線配線配線をををを運運運運んんんんだりだりだりだり、、、、カカカカメメメメラをラをラをラを運運運運んんんんだりだりだりだり、、、、ママママイクをイクをイクをイクを運運運運んんんんだりだりだりだりってってってって、、、、右右右右往往往往左左左左往往往往、、、、もうもうもうもう大大大大変変変変なななな、、、、きのうまきのうまきのうまきのうまでのでのでのでの家家家家とはとはとはとは違違違違うといううといううといううという感感感感じじじじでででで、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの人人人人がががが小小小小さなおさなおさなおさなお部屋部屋部屋部屋をををを行行行行ったったったったりりりり来来来来たたたたりりりりしているしているしているしているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、そのおそのおそのおそのおじじじじいいいいちちちちゃんゃんゃんゃんはははは、、、、だだだだれがれがれがれが通通通通ろうとろうとろうとろうと全全全全然然然然見見見見向向向向きもしないできもしないできもしないできもしないで、、、、ずっとこうずっとこうずっとこうずっとこうややややっっっっておせておせておせておせんんんんべべべべいをいをいをいを焼焼焼焼きききき続続続続けていたけていたけていたけていたんんんんですよですよですよですよねねねね。「。「。「。「これがわしのこれがわしのこれがわしのこれがわしの仕仕仕仕事事事事だだだだ」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな感感感感じじじじでででで。。。。それそれそれそれをををを見見見見たときもたときもたときもたときも、「、「、「、「うわっうわっうわっうわっ、、、、格格格格好好好好いいいいいいいい、、、、このおこのおこのおこのおじじじじいいいいちちちちゃんゃんゃんゃん、、、、ロックロックロックロックだだだだぜぜぜぜ」」」」みたいみたいみたいみたいなななな、、、、すごいすごいすごいすごい気気気気合合合合をををを感感感感じじじじてててて、、、、びっくびっくびっくびっくりりりりさせられたことがあさせられたことがあさせられたことがあさせられたことがありりりりましたましたましたました。。。。 それとかそれとかそれとかそれとか、、、、最最最最初初初初のののの放送放送放送放送はははは、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原にににに行行行行ったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原でででで、、、、2日目日目日目日目のののの日日日日にににに、、、、ホホホホエールエールエールエールウウウウォッォッォッォッチチチチングングングング、、、、クジラをクジラをクジラをクジラを見見見見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、、、、ザザザザトトトトウウウウクジラをクジラをクジラをクジラを見見見見にいきましたにいきましたにいきましたにいきました。。。。残残残残念念念念ながらながらながらながら、、、、番組番組番組番組ではではではでは見見見見れなかったれなかったれなかったれなかったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、電電電電波波波波テストでテストでテストでテストで、、、、そのそのそのその前前前前々々々々日日日日にににに船船船船をををを出出出出ししししてててて、、、、それにそれにそれにそれに私私私私もももも乗乗乗乗せてもらったせてもらったせてもらったせてもらったんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、私私私私のののの遠遠遠遠くくくく、、、、100メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいのとらいのとらいのとらいのところでクジラがころでクジラがころでクジラがころでクジラがババババーンッとーンッとーンッとーンッと飛飛飛飛びびびび跳跳跳跳ねねねねたときにはたときにはたときにはたときには、、、、もうもうもうもう思思思思わずわずわずわず、、、、そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、多多多多分分分分このこのこのこのホホホホーーーールのルのルのルの横横横横ぐぐぐぐらいよらいよらいよらいよりりりりもももも長長長長いいいい、、、、動動動動物物物物ですよですよですよですよ、、、、ここここんんんんなななな大大大大ききききいのがいのがいのがいのが私私私私のののの目目目目のののの前前前前でドッでドッでドッでドッカカカカーンとーンとーンとーンと来来来来たたたたときにはときにはときにはときには、、、、もうもうもうもうねねねね、、、、怖怖怖怖いのといのといのといのと、、、、あああありりりりがとうとがとうとがとうとがとうと、、、、見見見見せてくれてサンせてくれてサンせてくれてサンせてくれてサンキュキュキュキューとーとーとーと、、、、いろいろいろいろんんんんなななな気気気気持持持持ちちちちがががが私私私私にににに降降降降りりりりかかってというかかかってというかかかってというかかかってというか、、、、私私私私にににに感感感感動動動動をををを与与与与えてくれてえてくれてえてくれてえてくれて、、、、知知知知らないらないらないらない間間間間にににに手手手手をををを合合合合わせていわせていわせていわせていたたたたんんんんですですですですねねねね。「。「。「。「ほほほほぉぉぉぉ～～～～～～～～」」」」みたいなみたいなみたいなみたいな、「、「、「、「神様神様神様神様、、、、おおおお願願願願ええええだだだだ～～～～」」」」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、、、、ほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、自自自自然然然然にににに対対対対してしてしてして手手手手をををを合合合合わせるようなわせるようなわせるようなわせるような人人人人じゃじゃじゃじゃなかったなかったなかったなかったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんととととうううう、、、、大大大大感感感感動動動動でででで、、、、自自自自然然然然のののの驚驚驚驚異異異異にににに恐恐恐恐れというれというれというれというんんんんですかですかですかですかねねねね、、、、手手手手をををを合合合合わせるというのはこういうわせるというのはこういうわせるというのはこういうわせるというのはこういう気気気気持持持持ちちちちなのかというなのかというなのかというなのかというふふふふうにクジラにうにクジラにうにクジラにうにクジラに教教教教えてもらいましたえてもらいましたえてもらいましたえてもらいました。。。。 それとかそれとかそれとかそれとか、、、、漁漁漁漁船船船船にににに初初初初めてめてめてめて乗乗乗乗ってってってって、、、、ああああ、、、、これがタこれがタこれがタこれがタチチチチウオウオウオウオっていうのかというっていうのかというっていうのかというっていうのかというぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに、、、、ももももううううピピピピンンンンピカピカピカピカのきっれーなタのきっれーなタのきっれーなタのきっれーなタチチチチウオウオウオウオ、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに私私私私、、、、スーパーにスーパーにスーパーにスーパーに、、、、このこのこのこのぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで切切切切ったったったった、、、、そそそそれもれもれもれもちちちちょょょょっとっとっとっと黄色黄色黄色黄色がはげたようながはげたようながはげたようながはげたような、、、、そういうのしかそういうのしかそういうのしかそういうのしか見見見見たことがなかったたことがなかったたことがなかったたことがなかったんんんんですよですよですよですよねねねね。。。。だだだだかかかからららら、、、、もうもうもうもう、、、、タタタタチチチチウオウオウオウオもももも、「、「、「、「えっえっえっえっ、、、、私私私私のののの顔顔顔顔、、、、映映映映るるるるじゃじゃじゃじゃないないないない！」！」！」！」みたいなみたいなみたいなみたいな、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいにきれいらいにきれいらいにきれいらいにきれいなななな……………………。。。。だだだだからからからから、「、「、「、「タタタタチチチチ」」」」ってってってって、、、、ここからついたここからついたここからついたここからついたんんんんだだだだってってってって、、、、ほんほんほんほんとうにわかるようなとうにわかるようなとうにわかるようなとうにわかるような美美美美しいしいしいしいタタタタチチチチウオウオウオウオにににに出出出出会会会会わせてもらったわせてもらったわせてもらったわせてもらったりりりり、、、、ほんほんほんほんとうとうとうとう、、、、たくさたくさたくさたくさんんんんのののの地球地球地球地球からのエネルからのエネルからのエネルからのエネルギギギギーーーー、、、、感感感感動動動動ををををいたいたいたいただだだだいていていていて、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん自分自分自分自分のののの中中中中でででで、、、、地球地球地球地球をををを愛愛愛愛するするするする、、、、いつかいつかいつかいつか地地地地球球球球からからからから生生生生まれてまたまれてまたまれてまたまれてまた地球地球地球地球にににに戻戻戻戻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自分自分自分自分がががが養養養養われていったようなわれていったようなわれていったようなわれていったような気気気気がするがするがするがするんんんんですですですですねねねね。。。。冷冷冷冷静静静静になになになになってってってっ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、、、、ショックショックショックショック療療療療法法法法というというというという感感感感じじじじですよですよですよですよねねねね。。。。 もうもうもうもう、、、、ぜぜぜぜひひひひ皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、千葉千葉千葉千葉もももも海海海海がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあああありりりりますからますからますからますから、、、、黒黒黒黒潮潮潮潮がきっとがきっとがきっとがきっと近近近近くをくをくをくを流流流流れていれていれていれていてててて、、、、すすすすばばばばらしいらしいらしいらしい場場場場所所所所がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると思思思思いますいますいますいます。。。。そうそうそうそうだだだだ。。。。1回回回回千葉千葉千葉千葉でもでもでもでも私私私私、、、、銚銚銚銚子子子子でででで、、、、小小小小笠笠笠笠原原原原ででででホホホホエールエールエールエールウウウウォッォッォッォッチチチチングでングでングでングで感感感感動動動動ししししちちちちゃゃゃゃったのをいいことにったのをいいことにったのをいいことにったのをいいことに、、、、ホホホホエールエールエールエールウウウウォッォッォッォッチチチチングしたいングしたいングしたいングしたいななななんんんんてててて言言言言ってってってって船船船船をををを出出出出してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そのときはそのときはそのときはそのときは波波波波がががが荒荒荒荒くてくてくてくて行行行行けなかったことがあったけなかったことがあったけなかったことがあったけなかったことがあったんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、ぜぜぜぜひそういうひそういうひそういうひそういう漁漁漁漁船船船船にににに乗乗乗乗っっっってみたてみたてみたてみたりりりり、、、、エコロジーエコロジーエコロジーエコロジーツツツツアーアーアーアー、、、、佐佐佐佐倉倉倉倉もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、千葉千葉千葉千葉はいっはいっはいっはいっぱぱぱぱいあいあいあいありりりりますのでますのでますのでますので、、、、山山山山にににに、、、、海海海海にににに、、、、体体体体験験験験するするするする場場場場所所所所、、、、1 回回回回しかないしかないしかないしかない人生人生人生人生ですからですからですからですからねねねね、、、、もうこのすもうこのすもうこのすもうこのすばばばばらしいらしいらしいらしい地球地球地球地球のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーを満満満満喫喫喫喫してしてしてして、、、、そのすそのすそのすそのすばばばばらしさをらしさをらしさをらしさを享享享享受受受受してもらえたらしてもらえたらしてもらえたらしてもらえたらとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 だだだだんんんんだだだだんんんんとととと時時時時間間間間がなくなってきてしまいましたけれどもがなくなってきてしまいましたけれどもがなくなってきてしまいましたけれどもがなくなってきてしまいましたけれども……………………。。。。最最最最後後後後にににに、、、、私私私私、、、、2 つのつのつのつの話話話話ををををぜぜぜぜひしたいひしたいひしたいひしたいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、もうあっもうあっもうあっもうあっちちちちからからからからギギギギターのターのターのターの音音音音がががが聞聞聞聞こえてきたのでこえてきたのでこえてきたのでこえてきたので、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ……………………。。。。 私私私私、、、、ラジラジラジラジオオオオのののの取取取取材材材材でででで手手手手島島島島にににに行行行行ったときのことがったときのことがったときのことがったときのことが忘忘忘忘れられなくてれられなくてれられなくてれられなくて、、、、手手手手島島島島とととと言言言言ええええばばばば、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内海海海海のののの、、、、小小小小豆豆豆豆島島島島ののののちちちちょょょょっとっとっとっと手前手前手前手前のところですけれどものところですけれどものところですけれどものところですけれども、、、、そこはもうそこはもうそこはもうそこはもう産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの問問問問題題題題でででで大大大大変変変変なななな注目注目注目注目をををを浴浴浴浴びてしまったところですけどびてしまったところですけどびてしまったところですけどびてしまったところですけど、、、、そこのそこのそこのそこの現地現地現地現地にににに私私私私、、、、取取取取材材材材にいきましたにいきましたにいきましたにいきました。。。。もうかなもうかなもうかなもうかな
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りりりり、、、、捨捨捨捨てられてしまったごみのためにわてられてしまったごみのためにわてられてしまったごみのためにわてられてしまったごみのためにわざざざざわわわわざざざざ大大大大きなきなきなきな工工工工場場場場をををを建建建建てててててててて、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんときれいなときれいなときれいなときれいな水水水水とかとかとかとか、、、、問問問問題題題題ないごみにないごみにないごみにないごみに戻戻戻戻していくようにしていくようにしていくようにしていくように作作作作業業業業をををを進進進進められていましたけれどもめられていましたけれどもめられていましたけれどもめられていましたけれども、、、、それでもまそれでもまそれでもまそれでもまだだだだ二山二山二山二山もももも三山三山三山三山もももも、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと処処処処理理理理をしていないをしていないをしていないをしていない、、、、有有有有毒毒毒毒なものがいっなものがいっなものがいっなものがいっぱぱぱぱいまいまいまいまじじじじっているごみがっているごみがっているごみがっているごみが置置置置いてあっていてあっていてあっていてあって、、、、そのごみがそのごみがそのごみがそのごみが外外外外にににに流流流流れれれれ込込込込まないようにまないようにまないようにまないように、、、、分分分分厚厚厚厚いいいい鉄鉄鉄鉄のののの柵柵柵柵がドーンとがドーンとがドーンとがドーンと海海海海をををを隔隔隔隔てててててててて立立立立っていたっていたっていたっていたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその柵柵柵柵のののの近近近近くにたまっていたくにたまっていたくにたまっていたくにたまっていた水水水水、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに忘忘忘忘れられなれられなれられなれられないいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、真真真真っっっっ黒黒黒黒黒黒黒黒でででで、、、、インクをたらしたようなインクをたらしたようなインクをたらしたようなインクをたらしたような、、、、墨汁墨汁墨汁墨汁をそのままたらしたようをそのままたらしたようをそのままたらしたようをそのままたらしたようなななな、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにすごいとうにすごいとうにすごいとうにすごい色色色色のののの、、、、普普普普通通通通のののの水水水水とはとはとはとは思思思思えないというえないというえないというえないという、、、、ごみからのごみからのごみからのごみからの汚汚汚汚水水水水がたまっがたまっがたまっがたまっていてていてていてていて、、、、ああああああああ、、、、私私私私たたたたちちちちはははは今今今今までそういうまでそういうまでそういうまでそういう汚汚汚汚いいいい水水水水、、、、ごみとかごみとかごみとかごみとか、、、、すすすすべべべべてのエてのエてのエてのエキキキキスススス――――――――今今今今までまでまでまでじじじじゃゃゃゃないですないですないですないですねねねね、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら今今今今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――――――――汚汚汚汚いものがたくさいものがたくさいものがたくさいものがたくさんんんん海海海海にににに入入入入りりりり込込込込んんんんでででで、、、、そのそのそのその水水水水をををを命命命命のかてにしてのかてにしてのかてにしてのかてにして大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっている魚魚魚魚をををを私私私私たたたたちちちちがまたいたがまたいたがまたいたがまたいただだだだいていていていて日日日日々々々々のののの生生生生活活活活があるがあるがあるがあるんんんんだだだだということをものすごいということをものすごいということをものすごいということをものすごい感感感感じじじじたたたたんんんんですですですですねねねね。。。。 ですからですからですからですから、、、、漁漁漁漁師師師師のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、ほんほんほんほんとうにもうとうにもうとうにもうとうにもう死死死死ぬぬぬぬ思思思思いでいでいでいで一一一一匹匹匹匹一一一一匹匹匹匹のののの魚魚魚魚をとっをとっをとっをとっているわけているわけているわけているわけでででで、、、、私私私私ははははほんほんほんほんとうにそういうのをとうにそういうのをとうにそういうのをとうにそういうのを逐逐逐逐一一一一いろいろいろいろんんんんなななな取取取取材材材材でででで見見見見せていたせていたせていたせていただだだだいていていていて、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう私私私私はははは自分自分自分自分だだだだけのけのけのけの感感感感動動動動じゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて、、、、ぜぜぜぜひこういったひこういったひこういったひこういった外外外外にににに向向向向かってかってかってかって伝伝伝伝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んんんんだだだだわわわわ、、、、ななななんんんんてててて、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん思思思思いがいがいがいが強強強強くなってくなってくなってくなって。。。。そそそそんんんんなことをずっとなことをずっとなことをずっとなことをずっとややややっていたからでしっていたからでしっていたからでしっていたからでしょょょょうかうかうかうかねねねね、、、、推進推進推進推進ママママイスターにイスターにイスターにイスターに呼呼呼呼んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいたいたいたいたりりりり、、、、環境大環境大環境大環境大使使使使ををををややややらせてもらったらせてもらったらせてもらったらせてもらったりりりりということにということにということにということにつながっているつながっているつながっているつながっているんんんんだだだだとととと思思思思うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど、、、、ぜぜぜぜひひひひ皆皆皆皆ささささんんんんもももも、、、、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とととと接接接接するするするする時時時時間間間間をををを増増増増ややややしてもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そしてそしてそしてそして、、、、いいものもいいものもいいものもいいものも、、、、汚汚汚汚いものもいものもいものもいものも、、、、悪悪悪悪いものもいものもいものもいものも、、、、全部全部全部全部結結結結局局局局はははは自分自分自分自分がいたがいたがいたがいただだだだいているいているいているいているんんんんだだだだというこというこというこということをイとをイとをイとをイメメメメージしながらおージしながらおージしながらおージしながらお台台台台所所所所にににに立立立立ったったったったりりりり、、、、スーパーにスーパーにスーパーにスーパーに行行行行ったったったったりりりりししししてもらえたらなとてもらえたらなとてもらえたらなとてもらえたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。 

20 世世世世紀紀紀紀のののの手手手手島島島島のののの負負負負のののの遺遺遺遺産産産産のようなのようなのようなのような、、、、もうもうもうもう、、、、タイタイタイタイヤヤヤヤとかとかとかとか、、、、パイプイスとかパイプイスとかパイプイスとかパイプイスとか、、、、車車車車とかとかとかとか自自自自転転転転車車車車とかがうずたかくとかがうずたかくとかがうずたかくとかがうずたかく積積積積まれたごみのまれたごみのまれたごみのまれたごみの遺跡遺跡遺跡遺跡がががが 3 メメメメートルートルートルートルぐぐぐぐらいになってらいになってらいになってらいになって、、、、わわわわざざざざわわわわざざざざ残残残残されていされていされていされていましたましたましたました。。。。全部回全部回全部回全部回収収収収しないでしないでしないでしないで、、、、全部全部全部全部処処処処理理理理してしまわないでしてしまわないでしてしまわないでしてしまわないで、、、、これをこれをこれをこれを後後後後世世世世にににに残残残残していこうといしていこうといしていこうといしていこうというのでうのでうのでうので、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしいややややらららら何何何何ややややらららら、、、、手手手手島島島島のののの遠遠遠遠いところですけどいところですけどいところですけどいところですけど、、、、絶絶絶絶対対対対自分自分自分自分ののののごみもここにごみもここにごみもここにごみもここに入入入入っているなというっているなというっているなというっているなというふふふふうにうにうにうに私私私私はははは確確確確信信信信しましたしましたしましたしました。。。。まあまあまあまあ、、、、そそそそんんんんなのでなのでなのでなので、、、、ごみはたごみはたごみはたごみはたまるまるまるまる一方一方一方一方ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、捨捨捨捨てるてるてるてる場場場場所所所所はもうはもうはもうはもう限限限限りりりりがあがあがあがありりりりますからますからますからますから、、、、ちちちちょょょょっとでもごみをっとでもごみをっとでもごみをっとでもごみを少少少少なくしてなくしてなくしてなくして、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも今今今今のののの地球地球地球地球のごみをのごみをのごみをのごみを減減減減らしていけたらなとらしていけたらなとらしていけたらなとらしていけたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。 最最最最後後後後にににに私私私私、、、、もうもうもうもう一一一一つつつつ、、、、自分自分自分自分のののの宣宣宣宣伝伝伝伝のようになっのようになっのようになっのようになっちちちちゃゃゃゃううううんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、CD もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろリリリリサイサイサイサイクルクルクルクル可能可能可能可能ななななビビビビニールでパッニールでパッニールでパッニールでパッケケケケージしたージしたージしたージしたりりりりななななんんんんかもしていますけれどもかもしていますけれどもかもしていますけれどもかもしていますけれども、、、、最最最最近近近近、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県のののの多多多多治治治治見見見見市市市市のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒ににににリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル陶器陶器陶器陶器というのをつくというのをつくというのをつくというのをつくりりりりましたましたましたました。。。。これこれこれこれ、、、、ププププツツツツププププツツツツププププツツツツっっっってててて、、、、黒黒黒黒いいいい点点点点々々々々があるがあるがあるがあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、それはそれはそれはそれは、、、、割割割割れたれたれたれた食食食食器器器器とかがとかがとかがとかが回回回回収収収収されてされてされてされて、、、、一一一一たたたたんんんんはははは粉粉粉粉になってになってになってになって、、、、そのそのそのその粉粉粉粉がががが土土土土にににに二二二二、、、、三三三三十十十十％％％％ままままじじじじっていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその昔昔昔昔はははは、、、、もうもうもうもう 5 年年年年ぐぐぐぐららららいいいい前前前前からからからから、、、、
GL21 というというというというリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル陶器陶器陶器陶器のののの推進推進推進推進をををを進進進進めてめてめてめて皆皆皆皆ささささんんんん頑張頑張頑張頑張っているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、5 年年年年前前前前ににににはまはまはまはまだだだだままままだだだだ、、、、ププププツツツツププププツツツツ鉄鉄鉄鉄粉粉粉粉のののの粉粉粉粉がががが入入入入っているとっているとっているとっていると、、、、これはこれはこれはこれは不不不不良良良良品品品品だだだだとととと言言言言ってってってって戻戻戻戻ってきたらしってきたらしってきたらしってきたらしいいいいんんんんですよですよですよですよ。。。。でもでもでもでもねねねね、、、、そういうのはそういうのはそういうのはそういうのは古古古古いですよっていですよっていですよっていですよって、、、、私私私私、、、、またそこでロックのこまたそこでロックのこまたそこでロックのこまたそこでロックのこぶぶぶぶしをしをしをしを上上上上げてきたげてきたげてきたげてきたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、「、「、「、「キュキュキュキュウリウリウリウリがががが曲曲曲曲がっていてもがっていてもがっていてもがっていても、、、、それからそれからそれからそれからキキキキャャャャベベベベツツツツがががが虫虫虫虫にににに食食食食われてわれてわれてわれていてもいてもいてもいても、、、、それはそれはそれはそれは安安安安全全全全なななな証証証証だだだだからからからから、、、、それでそれでそれでそれで悪悪悪悪いといういといういといういというんじゃんじゃんじゃんじゃなくてなくてなくてなくて、、、、そういうものこそいいそういうものこそいいそういうものこそいいそういうものこそいいんんんん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価価価価値観値観値観値観をををを変変変変えていきましえていきましえていきましえていきましょょょょうようようようよ」」」」ななななんんんんてててて言言言言ってってってって帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、ぜぜぜぜひこれからひこれからひこれからひこれから、、、、食食食食器器器器をををを新新新新しくしたいわというしくしたいわというしくしたいわというしくしたいわという方方方方はははは、、、、GL21 というコーナーがというコーナーがというコーナーがというコーナーが、、、、かなかなかなかなりりりり最最最最近近近近、、、、デデデデパートとかでもあパートとかでもあパートとかでもあパートとかでもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのそのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル陶器陶器陶器陶器をををを見見見見てててて、、、、そのそのそのその後後後後いろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討していしていしていしていたたたただだだだけたらなとけたらなとけたらなとけたらな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、、、、このこのこのこの私私私私もももも、、、、自分自分自分自分でつくったエコでつくったエコでつくったエコでつくったエコババババッグなッグなッグなッグなんんんんかもかもかもかも、、、、30％％％％ペペペペッッッットトトトボボボボトルのトルのトルのトルの再再再再生生生生のものがのものがのものがのものが入入入入っていたっていたっていたっていたりりりり、、、、多多多多分分分分皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお仕仕仕仕事事事事、、、、生生生生活活活活のののの中中中中でもいろでもいろでもいろでもいろんんんんなものなものなものなものをつくってをつくってをつくってをつくって売売売売るというおるというおるというおるというお仕仕仕仕事事事事をしているをしているをしているをしている方方方方もももも多多多多いといといとい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、、、、なるなるなるなるべべべべくそういくそういくそういくそういうものをうものをうものをうものを使使使使ってってってって、、、、循環循環循環循環していくようにしていくようにしていくようにしていくように。。。。サステナブルというとサステナブルというとサステナブルというとサステナブルというとちちちちょょょょっとっとっとっと難難難難しいしいしいしいんんんんですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、要要要要するにはするにはするにはするには、、、、サステナブルというサステナブルというサステナブルというサステナブルという言葉言葉言葉言葉がががが頻頻頻頻繁繁繁繁にににに使使使使われるようになってしまったわれるようになってしまったわれるようになってしまったわれるようになってしまった裏裏裏裏ににににはははは、、、、もうもうもうもう持続持続持続持続しなくなってしまったということしなくなってしまったということしなくなってしまったということしなくなってしまった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ねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、持続持続持続持続していしていしていしてい



 65

けるようにけるようにけるようにけるように、、、、1 つしかないエネルつしかないエネルつしかないエネルつしかないエネルギギギギーですからーですからーですからーですから、、、、自分自分自分自分のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーを大大大大切切切切にするようににするようににするようににするように、、、、地地地地球球球球のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーもーもーもーも大大大大切切切切にしてもらえたらなとにしてもらえたらなとにしてもらえたらなとにしてもらえたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。みみみみんんんんなでなでなでなで頑張頑張頑張頑張ってってってって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ううう。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。長長長長くなくなくなくなりりりりましてましてましてまして、、、、すみませすみませすみませすみませんんんん。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。地球大地球大地球大地球大好好好好きききき、、、、自自自自然然然然大大大大好好好好きききき、、、、愛愛愛愛情情情情いっいっいっいっぱぱぱぱいのいのいのいの白井白井白井白井ささささんんんんにににに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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、これからミニコンサートをおこれからミニコンサートをおこれからミニコンサートをおこれからミニコンサートをお楽楽楽楽しみしみしみしみいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先ほほほほどからどからどからどからポポポポロロロロポポポポロッとロッとロッとロッとギギギギターのターのターのターの音音音音がががが聞聞聞聞こえてまいこえてまいこえてまいこえてまいりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、本本本本日日日日ののののギギギギターターターター伴伴伴伴奏奏奏奏としてとしてとしてとして、、、、白井白井白井白井ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに音音音音楽楽楽楽活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている、、、、THE CRAZY BOYS ののののリリリリードードードードギギギギターのターのターのターの本本本本田田田田清清清清巳巳巳巳ささささんんんんににに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。。。。なおなおなおなお、、、、本本本本田田田田ささささんんんんはははは、、、、白井白井白井白井ささささんんんんのののの人生人生人生人生のパートナーでもいらっしのパートナーでもいらっしのパートナーでもいらっしのパートナーでもいらっしゃゃゃゃるそうでするそうでするそうでするそうです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、後後後後ほほほほどどどど登場登場登場登場いたしますタンいたしますタンいたしますタンいたしますタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団はははは、、、、現在現在現在現在花花花花見見見見川川川川区区区区をををを拠点拠点拠点拠点にににに活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。今今今今年発年発年発年発足足足足 25周周周周年年年年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。メメメメンンンンババババーはーはーはーは小小小小学学学学生生生生からからからから高校生高校生高校生高校生までまでまでまで、、、、総総総総勢勢勢勢 21名名名名ですがですがですがですが、、、、今日今日今日今日はははは 13名名名名でのでのでのでの参加参加参加参加となとなとなとなりりりり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、、、、これからのミニコンサートのこれからのミニコンサートのこれからのミニコンサートのこれからのミニコンサートの進進進進行行行行はははは、、、、再再再再びびびび白井白井白井白井ささささんんんんにおにおにおにお任任任任せしたいとせしたいとせしたいとせしたいと思思思思いま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、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子    氏氏氏氏 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。話話話話、、、、長長長長かったですかかったですかかったですかかったですか？？？？    ななななんんんんかかかか、、、、のどのどのどのど自自自自慢慢慢慢みたいにみたいにみたいにみたいに、「、「、「、「チチチチーンッーンッーンッーンッ」」」」とかとかとかとか言言言言ってもらわないとってもらわないとってもらわないとってもらわないと、、、、なかなかとまらなくなっなかなかとまらなくなっなかなかとまらなくなっなかなかとまらなくなっちちちちゃゃゃゃってってってって……………………。。。。     ききききょょょょうはうはうはうは、、、、何何何何かすごくいいかすごくいいかすごくいいかすごくいい企企企企画画画画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、、、、おしおしおしおしゃゃゃゃべりだべりだべりだべりだけでなくてけでなくてけでなくてけでなくて、、、、歌歌歌歌もももも歌歌歌歌っっっっちちちちゃゃゃゃ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、、、、歌歌歌歌ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。     あれあれあれあれ、、、、普普普普通通通通だだだだったらったらったらったら、、、、ななななんんんんかかかか拍拍拍拍手手手手いたいたいたいただだだだいたいたいたいたりりりりするのにするのにするのにするのに……………………。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））すみませすみませすみませすみませんんんん。（。（。（。（笑笑笑笑））））     いいいいやややや、、、、時時時時々々々々ねねねね、、、、文文文文句句句句言言言言わわわわれれれれちちちちゃゃゃゃうときあるうときあるうときあるうときあるんんんんですよですよですよですよ。。。。おしおしおしおしゃゃゃゃべりべりべりべりずっとしているとずっとしているとずっとしているとずっとしていると、、、、講講講講演演演演だだだだってってってって書書書書いてあるのにいてあるのにいてあるのにいてあるのに、「、「、「、「そそそそんんんんなことどうでもいいからなことどうでもいいからなことどうでもいいからなことどうでもいいから早早早早くくくく歌歌歌歌ってよってよってよってよ」」」」とかとかとかとか言言言言われたわれたわれたわれたりりりりななななんんんんかしてかしてかしてかして。。。。そうそうそうそう言言言言われるときもよくあるわれるときもよくあるわれるときもよくあるわれるときもよくあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれどもねねねね、、、、まあまあまあまあ、、、、本業本業本業本業はははは歌歌歌歌手手手手でででで、、、、ききききょょょょううううはははは、、、、ほんほんほんほんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがたいことにがたいことにがたいことにがたいことに、、、、11 月月月月 1 日日日日でででで、、、、デビデビデビデビュュュューのーのーのーの日日日日をこのをこのをこのをこの千葉千葉千葉千葉でででで迎迎迎迎えさせていえさせていえさせていえさせていたたたただだだだいていていていて、、、、すごくうれしいですすごくうれしいですすごくうれしいですすごくうれしいです。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

  ななななんんんんかかかか、、、、90 年年年年代代代代からつくったからつくったからつくったからつくった優優優優しいしいしいしい曲曲曲曲もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんあるあるあるあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、まあまあまあまあ、、、、せっかくせっかくせっかくせっかくデビデビデビデビュュュューのーのーのーの日日日日ということもあということもあということもあということもありりりりますしますしますしますし、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ、、、、さっきのさっきのさっきのさっきの、、、、冗談冗談冗談冗談のようのようのようのようにににに言言言言ったったったった元元元元副副副副大大大大統統統統領領領領ののののゴゴゴゴアさアさアさアさんんんんがががが、、、、大大大大変変変変なななな地球地球地球地球のののの危危危危機機機機かもしれないけどかもしれないけどかもしれないけどかもしれないけど、、、、そそそそんんんんなときこそがなときこそがなときこそがなときこそが違違違違うううう生生生生きききき方方方方にににに変変変変えていくえていくえていくえていくチチチチャャャャンスなンスなンスなンスなんんんん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彼彼彼彼はははは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。。。。そのそのそのその言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いたときにいたときにいたときにいたときに、、、、よしよしよしよし、、、、これでまたこれでまたこれでまたこれでまた再再再再びびびび「「「「CHANCE!」」」」がががが日日日日のののの目目目目をををを見見見見るるるるぞぞぞぞとととと思思思思っていたっていたっていたっていたんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、全全全全然然然然、、、、だだだだれもれもれもれも言言言言ってくれないってくれないってくれないってくれないんんんんでででで、、、、私私私私がががが頑張頑張頑張頑張ってってってって伝承伝承伝承伝承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けどいますけどいますけどいますけど、、、、知知知知っているっているっているっている人人人人もももも、、、、知知知知らないらないらないらない人人人人もももも、、、、一一一一緒緒緒緒ににににぜぜぜぜひひひひ、「、「、「、「CHANCE!」」」」というというというという曲曲曲曲があがあがあがありりりりますますますます。。。。歌歌歌歌ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いいいいますますますます。。。。 

 （（（（ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート）））） 

 司司司司会会会会     どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。白井白井白井白井ささささんんんん、、、、そしそしそしそしててててギギギギターのターのターのターの本本本本田田田田ささささんんんん、、、、そしてタンそしてタンそしてタンそしてタンポポポポポポポポ児童児童児童児童合唱団合唱団合唱団合唱団のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、いまいまいまいま一度大一度大一度大一度大きなきなきなきな拍拍拍拍手手手手をおをおをおをお送送送送りりりりくくくくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））     明明明明るくるくるくるく、、、、そしてそしてそしてそして澄澄澄澄んんんんだだだだ歌歌歌歌声声声声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。。。。このこのこのこの瞬瞬瞬瞬間間間間のののの CO2 のののの削減削減削減削減はははは随随随随分分分分だだだだったのではないかとったのではないかとったのではないかとったのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。とてもとてもとてもとても元元元元気気気気をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた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。。。。ほんほんほんほんとうにすてとうにすてとうにすてとうにすてきなきなきなきな歌歌歌歌声声声声をあをあをあをありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。     大大大大変変変変すてきなすてきなすてきなすてきな歌歌歌歌声声声声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、、、、ここでここでここでここで、、、、10 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩をとをとをとをとりりりりたたたた
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いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの後後後後、、、、パネルパネルパネルパネルディディディディス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準備準備準備準備をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、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はッションはッションはッションは、、、、このこのこのこの後後後後 3 時時時時 30 分分分分ごろからごろからごろからごろから始始始始めさせめさせめさせめさせていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞ、、、、そのそのそのその時時時時間間間間になになになになりりりりましたらましたらましたらましたら、、、、ここここちちちちらのおらのおらのおらのお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りりりりいたいたいたいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。なおなおなおなお、、、、ロロロロビビビビーにおいてーにおいてーにおいてーにおいて、「、「、「、「平平平平成成成成 19 年度年度年度年度わたしがつくったわたしがつくったわたしがつくったわたしがつくったママママイイイイババババッグッグッグッグ環境大環境大環境大環境大臣臣臣臣賞賞賞賞」」」」のののの応応応応募募募募作作作作品品品品のののの展展展展示示示示をををを行行行行っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞごらごらごらごらんんんんくくく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、、、、3時時時時 30 分分分分ごろになごろになごろになごろになりりりりましたらましたらましたらましたら、、、、ここここちちちちらのおらのおらのおらのお席席席席におにおにおにお戻戻戻戻りりりりいたいたいたいただだだだきますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いい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     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。。。。第第第第 2部部部部、、、、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開開開開演演演演ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、コーコーコーコーディディディディネータネータネータネーターとパネーとパネーとパネーとパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々をををを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。。。。 

  コーコーコーコ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、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学法法法法経学経学経学経学部教授部教授部教授部教授でででで、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題にににに造造造造詣詣詣詣のののの深深深深いいいい、、、、倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史倉阪秀史先先先先生生生生ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの方方方方々々々々をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  まずまずまずまず、、、、NPO 団体団体団体団体 GONET（（（（ごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットごみゼロネットちばちばちばちば 21））））のののの代表代表代表代表のののの井上健井上健井上健井上健治治治治ささささんんんんですですですです。。。。井上井上井上井上ささささんんんんはははは、、、、地域地域地域地域づくづくづくづくりやりやりやりや人人人人づくづくづくづくりりりりなどなどなどなど、、、、地域地域地域地域でのでのでのでの行行行行動動動動がががが環境環境環境環境問問問問題題題題のののの解決解決解決解決につながるとおにつながるとおにつながるとおにつながるとお考考考考えとえとえとえとのことですのことですのことですのことです。。。。 

  続続続続きましてきましてきましてきまして、「、「、「、「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議委員委員委員委員のののの表表表表知知知知子子子子ささささんんんんですですですです。。。。表表表表ささささんんんんはははは、、、、市市市市ででででこのこのこのこの夏夏夏夏立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議のののの公公公公募募募募委委委委員員員員のおのおのおのお一一一一人人人人でででで、、、、学学学学生時代生時代生時代生時代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ににに関関関関心心心心があがあがあがありりりり、、、、現在現在現在現在もももも環境市民団体環境市民団体環境市民団体環境市民団体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をおアをおアをおアをお続続続続けですけですけですけです。。。。3歳歳歳歳のおのおのおのお子子子子ささささんんんんのののの子育子育子育子育てててて中中中中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そうでするそうでするそうでするそうです。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、南町共栄南町共栄南町共栄南町共栄会会会会会会会会長長長長のののの児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘児玉谷弘ささささんんんんですですですです。。。。児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんんはははは、、、、JR蘇蘇蘇蘇我我我我駅駅駅駅のののの山山山山側側側側にににに位位位位置置置置すすすするるるる同町同町同町同町内会内会内会内会長長長長をををを 6 年年年年なさっていますがなさっていますがなさっていますがなさっていますが、、、、安安安安全全全全、、、、安心安心安心安心でででで清清清清潔潔潔潔なななな町町町町づくづくづくづくりりりりをををを目目目目標標標標にににに、、、、町町町町のののの美美美美化化化化とととと不不不不法法法法投投投投棄対棄対棄対棄対策策策策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ますしていますしていますしています。。。。 

  続続続続いていていていて、、、、イイイイオオオオンンンンリリリリテールテールテールテール株式株式株式株式会社会社会社会社のののの環境社会環境社会環境社会環境社会貢献部長貢献部長貢献部長貢献部長のののの高橋晋高橋晋高橋晋高橋晋ささささんんんんですですですです。。。。イイイイオオオオンンンンリリリリテーテーテーテールルルル株式株式株式株式会社会社会社会社はははは、、、、今今今今年年年年 8 月月月月にイにイにイに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からスーパーなどからスーパーなどからスーパーなどからスーパーなど小小小小売売売売事業事業事業事業がががが継継継継承承承承されたされたされたされた会社会社会社会社でででですがすがすがすが、、、、高橋高橋高橋高橋ささささんんんんはははは、、、、前前前前身身身身のイのイのイの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からからからから環境社会環境社会環境社会環境社会貢献部長貢献部長貢献部長貢献部長としてとしてとしてとして、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全活動活動活動活動をををを全全全全国国国国でででで繰繰繰繰りりりり広広広広げているイげているイげているイげているイオオオオンのンのンのンの施施施施策策策策をををを推進推進推進推進してこられましたしてこられましたしてこられましたしてこられました。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、そのおそのおそのおそのお隣隣隣隣はははは、、、、千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会のののの深沢深沢深沢深沢あゆみさあゆみさあゆみさあゆみさんんんんですですですです。。。。深沢深沢深沢深沢ささささんんんんはははは、、、、当初当初当初当初はははは環境環境環境環境 ISO 学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会のののの紙紙紙紙班班班班のののの班班班班長長長長としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた翌翌翌翌年度年度年度年度はははは行行行行動動動動計画部長計画部長計画部長計画部長としてとしてとしてとして大大大大学内学内学内学内のミックスのミックスのミックスのミックス古古古古紙紙紙紙回回回回収収収収プロジェクトなどにプロジェクトなどにプロジェクトなどにプロジェクトなどに携携携携わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。現在現在現在現在 4 年年年年生生生生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。。。。 

  そしてそしてそしてそして、、、、最最最最後後後後になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市からはからはからはからは林副林副林副林副市市市市長長長長がががが参加参加参加参加いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 

  以以以以上上上上のののの方方方方々々々々によによによによりりりり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ッショッショッションをンをンをンを進進進進めていためていためていためていただだだだ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、、、、進進進進行行行行はははは倉阪倉阪倉阪倉阪先先先先生生生生におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。先先先先生生生生、、、、おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  はいはいはいはい。。。。倉阪倉阪倉阪倉阪でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これからのこれからのこれからのこれからの 1 時時時時間間間間弱弱弱弱、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが今今今今取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりりますますますます「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの施施施施策策策策についてについてについてについて、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな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おにおにおにお集集集集ままままりりりりいたいたいたいただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、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ますいますいますいます。。。。 

  私私私私はははは、「、「、「、「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、平平平平成成成成 19 年年年年にできましたにできましたにできましたにできました一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理基基基基本本本本計画計画計画計画のののの計画計画計画計画づくづくづくづくりりりりにににに委員委員委員委員としてとしてとしてとして参加参加参加参加させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。このこのこのこの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」とととというのはいうのはいうのはいうのは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか簡単簡単簡単簡単なことではごなことではごなことではごなことではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。これがもしもこれがもしもこれがもしもこれがもしも実現実現実現実現できましたらできましたらできましたらできましたら、、、、千葉千葉千葉千葉市市市市はははは日日日日本本本本のののの中中中中でででで一一一一番番番番ごみごみごみごみ排排排排出出出出量量量量のののの少少少少ないないないない、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの進進進進んんんんだだだだ市市市市になるになるになるになる、、、、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。。。。このこのこのこの大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標についてについてについてについて、、、、今今今今千葉市千葉市千葉市千葉市ののののほほほほうでどういううでどういううでどういううでどういうふふふふうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んんんんでいらでいらでいらでいらっしっしっしっしゃゃゃゃるのかということをるのかということをるのかということをるのかということを林副林副林副林副市市市市長長長長にまずおにまずおにまずおにまずお聞聞聞聞きをしきをしきをしきをし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいとき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、、、、林副林副林副林副市市市市長長長長、、、、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内容内容内容についておについておについておについてお教教教教えいたえいたえいたえ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。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 林副林副林副林副市市市市長長長長 

  それではそれではそれではそれでは、、、、私私私私からからからから千葉市千葉市千葉市千葉市のののの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みについてごみについてごみについてごみについてご説説説説明明明明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。 
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  皆皆皆皆ささささんんんんにはにはにはにはふふふふだだだだんんんん、、、、ごみごみごみごみ削減削減削減削減にににに大大大大変変変変協力協力協力協力いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりましてましてましてまして、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  最最最最初初初初にににに、、、、一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ごみごみごみごみ処処処処理理理理基本基本基本基本計画計画計画計画についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、計画計画計画計画のののの初初初初年度年度年度年度であであであでありりりりますますますます平平平平成成成成 19 年度年度年度年度からのからのからのからの主主主主なななな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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお手手手手元元元元にににに黄色黄色黄色黄色のののの「「「「挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」というパンフというパンフというパンフというパンフレレレレットをおットをおットをおットをお配配配配りりりりしてしてしてしてあるかとあるかとあるかとあ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、、、、このパンフこのパンフこのパンフこのパンフレレレレットにットにットにットに基基基基づきましておづきましておづきましておづきまして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。。。。 

  まずまずまずまず、、、、このパンフこのパンフこのパンフこのパンフレレレレットをットをットをットを左右左右左右左右にににに開開開開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。。。。左左左左ペペペページにはごみージにはごみージにはごみージにはごみ処処処処理理理理のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、それからそれからそれからそれから右右右右ペペペページにはごみージにはごみージにはごみージにはごみ処処処処理計画理計画理計画理計画のののの概概概概要要要要がががが書書書書かれておかれておかれておかれておりりりりますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、左左左左ペペペページのージのージのージの「「「「ごみごみごみごみ処処処処理理理理のののの現現現現状状状状」」」」をごらをごらをごらをごらんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。なおなおなおなお、、、、ここにここにここにここに数値数値数値数値がががが書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは計画計画計画計画のののの基基基基準準準準年年年年であであであでありりりりますますますます平平平平成成成成 16 年度年度年度年度のののの数数数数字字字字であであであでありりりりますますますます。。。。 

  上上上上からからからから順順順順におにおにおにお話話話話ししますとししますとししますとししますと、、、、まずまずまずまず、、、、平平平平成成成成 16 年度年度年度年度のごみののごみののごみののごみの総総総総排排排排出出出出量量量量はははは 42 万万万万 2 千千千千トントントントン、、、、焼焼焼焼却却却却処処処処理理理理量量量量、、、、燃燃燃燃ややややすすすす処処処処理理理理量量量量ですがですがですがですが、、、、33万万万万 8 千千千千トンとなっておトンとなっておトンとなっておトンとなっておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、これによこれによこれによこれによりりりりましましましましてててて温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出量量量量がががが 11万万万万 2 千千千千トントントントン出出出出ているというているというているというているという現現現現状状状状ですですですです。。。。 

  次次次次にににに、、、、再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率ですがですがですがですが、、、、これはごみのこれはごみのこれはごみのこれはごみの総総総総排排排排出出出出量量量量にににに対対対対するびするびするびするびんんんん・・・・缶缶缶缶・・・・古古古古紙紙紙紙などのなどのなどのなどの資源化資源化資源化資源化量量量量のののの割割割割合合合合ですがですがですがですが、、、、22％％％％となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、最最最最終終終終処処処処分率分率分率分率、、、、これはごみのこれはごみのこれはごみのこれはごみの総総総総排排排排出出出出量量量量にににに対対対対するするするする埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて量量量量のののの割割割割合合合合ですですですです。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて処処処処分分分分しているしているしているしている割割割割合合合合がががが 8.2％％％％となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、ごみごみごみごみ処処処処理理理理のののの総総総総費費費費用用用用、、、、かかるコストですがかかるコストですがかかるコストですがかかるコストですが、、、、161億億億億円円円円かかっているということでかかっているということでかかっているということでかかっているということで、、、、右右右右のグラフのグラフのグラフのグラフのようにのようにのようにのように、、、、年年年年々々々々増増増増えているというようなえているというようなえているというようなえているというような状況状況状況状況がががが平平平平成成成成 16 年度年度年度年度までのごみまでのごみまでのごみまでのごみ処処処処理理理理のののの状況状況状況状況であであであでありりりりまままますすすす。。。。 

  これらをこれらをこれらをこれらを受受受受けたごみけたごみけたごみけたごみ処処処処理理理理のののの課課課課題題題題がそのがそのがそのがその下下下下にににに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。千葉市千葉市千葉市千葉市ではではではでは、、、、このこのこのこの 3 にににに書書書書いいいいてあてあてあてありりりりますようにますようにますようにますように、、、、温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた 4 にあにあにあにありりりりますますますます、、、、3 つのつのつのつの清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場体体体体制制制制のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対対対対策策策策、、、、それからそれからそれからそれから 5 にあにあにあにありりりりますますますます、、、、若若若若葉葉葉葉区区区区にあにあにあにありりりりますますますます新新新新内内内内陸陸陸陸最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場、、、、最最最最後後後後にににに燃燃燃燃ややややしたごしたごしたごしたごみのみのみのみの、、、、灰灰灰灰とかとかとかとか、、、、燃燃燃燃えないものえないものえないものえないもの、、、、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埋埋埋埋めているわけですがめているわけですがめているわけですがめているわけですが、、、、そういったそういったそういったそういった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などのなどのなどのなどの課課課課題題題題をををを積極的積極的積極的積極的にににに解決解決解決解決していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの課課課課題題題題をををを解決解決解決解決すすすするためにるためにるためにるために千葉市千葉市千葉市千葉市がががが掲掲掲掲げたげたげたげたビビビビジョンがジョンがジョンがジョンが右右右右ペペペページのージのージのージの上上上上にあにあにあにありりりりますますますます。「。「。「。「環境環境環境環境とととと資源資源資源資源、、、、次世次世次世次世代代代代のためのためのためのためにににに今今今今できることできることできることできること」」」」～～～～挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3～～～～であであであでありりりりますますますます。。。。このこのこのこのビビビビジョンでジョンでジョンでジョンで、、、、平平平平成成成成 19 年度年度年度年度からからからから
28 年度年度年度年度、、、、10 年年年年間間間間ですがですがですがですが、、、、焼却焼却焼却焼却ごみをごみをごみをごみを 10 万万万万トントントントン減減減減らしてらしてらしてらして、、、、現在現在現在現在のののの 3 清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場体体体体制制制制かかかからららら 2 つつつつのののの清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場体体体体制制制制へとへとへとへと実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すということをすということをすということをすということを掲掲掲掲げましたげましたげましたげました。。。。 

  ビビビビジョンにジョンにジョンにジョンに基基基基づきますづきますづきますづきます平平平平成成成成 28 年度年度年度年度のののの目目目目標値標値標値標値がそのがそのがそのがその下下下下にににに書書書書いてごいてごいてごいてござざざざいますいますいますいます。。。。計画計画計画計画ではではではでは、、、、以以以以下下下下のののの 5項項項項目目目目についてについてについてについて数値数値数値数値目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げておげておげておげておりりりりますますますます。。。。まずまずまずまず、、、、目目目目標標標標のののの 1、、、、ごみのごみのごみのごみの総総総総排排排排出出出出量量量量ですがですがですがですが、、、、
10 年年年年間間間間でででで、、、、人口人口人口人口はははは増増増増加加加加しますがしますがしますがしますが、、、、増増増増加加加加してもしてもしてもしても、、、、ごみのごみのごみのごみの総総総総排排排排出出出出量量量量はははは 42万万万万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、、、、増増増増ややややさないということをさないということをさないということをさないということを目目目目標標標標にしておにしておにしておにしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、続続続続いていていていて、、、、分分分分別別別別のののの徹徹徹徹底底底底などによなどによなどによなどによりりりりましてましてましてまして、、、、目目目目標標標標 2 のののの再再再再生生生生利用率利用率利用率利用率をををを現現現現状状状状のののの 22％％％％からからからから 44％％％％にににに、、、、倍倍倍倍にににに大大大大幅幅幅幅にににに引引引引きききき上上上上げますげますげますげます。。。。またまたまたまた、、、、目目目目標標標標 3 のののの最最最最終終終終処処処処分率分率分率分率についてはについてはについてはについては、、、、8.2％％％％からからからから 3％％％％にににに大大大大きくきくきくきく削減削減削減削減をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、目目目目標標標標のののの 4 のののの焼却焼却焼却焼却処処処処理理理理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、、、、25万万万万 4 千千千千トンにトンにトンにトンに削減削減削減削減、、、、量量量量にいたしますとにいたしますとにいたしますとにいたしますと約約約約 10万万万万トンをトンをトンをトンを削減削減削減削減することによすることによすることによすることによりりりりましてましてましてまして、、、、目目目目標標標標後後後後のののの温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスをスをスをスを焼却焼却焼却焼却処処処処理理理理量量量量のののの削減削減削減削減によによによによりりりりましてましてましてまして結結結結果果果果としてとしてとしてとして 11万万万万 2 千千千千トンからトンからトンからトンから 5万万万万トンにトンにトンにトンに、、、、半半半半分以分以分以分以下下下下にににに削減削減削減削減するということをするということをするということをするということを目目目目標標標標としておとしておとしておとしておりりりりまままますすすす。。。。これらをこれらをこれらをこれらを達達達達成成成成いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、下下下下にににに「「「「ビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの達達達達成成成成によるによるによるによる効効効効果果果果」」」」とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、清清清清掃掃掃掃工工工工場場場場のののの建建建建設設設設費費費費用用用用がががが節節節節減減減減されますされますされますされます。。。。またまたまたまた、、、、焼却焼却焼却焼却にににに伴伴伴伴うううう温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの削減削減削減削減、、、、またまたまたまた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もももも可能可能可能可能となとなとなとなりりりりますますますます。。。。現在千葉市現在千葉市現在千葉市現在千葉市ではではではでは、、、、このこのこのこの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するためにさまするためにさまするためにさまするためにさまざざざざまなまなまなまな事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  パンフパンフパンフパンフレレレレットをットをットをットを内内内内側側側側からからからから左右左右左右左右にににに、、、、このようにまたこのようにまたこのようにまたこのようにまた開開開開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。。。。ここここここここにさまにさまにさまにさまざざざざまなまなまなまな事業事業事業事業のののの内容内容内容内容がががが書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます。。。。一一一一番番番番左左左左側側側側ののののペペペページにージにージにージに、、、、基本方基本方基本方基本方針針針針およびおよびおよびおよび個個個個別別別別事事事事業業業業、、、、右右右右側側側側 3ペペペページがージがージがージが、「、「、「、「皆皆皆皆ささささんんんんとととと市市市市のののの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで、、、、このこのこのこの左左左左ののののペペペページージージージだだだだけをけをけをけを説説説説明明明明させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。 

  左左左左ののののペペペページにはージにはージにはージには、、、、3 つのつのつのつの基本方基本方基本方基本方針針針針とととと 29 のののの個個個個別別別別事業事業事業事業をををを記載記載記載記載しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。基本方基本方基本方基本方針針針針 1 はははは、、、、ごみをごみをごみをごみを作作作作らないらないらないらない、、、、出出出出さないさないさないさない、、、、環境環境環境環境づくづくづくづくりりりりのののの推進推進推進推進であであであでありりりりますますますます。。。。ここにここにここにここに 10 のののの個個個個別別別別事業事業事業事業をををを書書書書いていていていて
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おおおおりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、基本方基本方基本方基本方針針針針 2 はははは、、、、徹徹徹徹底底底底したしたしたした分分分分別別別別によるによるによるによる焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ削減削減削減削減のののの推進推進推進推進でででで、、、、ここにはここにはここにはここには 9つのつのつのつの個個個個別別別別事業事業事業事業をををを書書書書いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、一一一一番下番下番下番下のののの基本方基本方基本方基本方針針針針 3 はははは、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの低低低低減減減減とととと経済経済経済経済性性性性・・・・効率効率効率効率性性性性をををを考考考考慮慮慮慮したごみしたごみしたごみしたごみ処処処処理理理理のののの推進推進推進推進でででで、、、、ここにはここにはここにはここには 10 のののの個個個個別別別別事業事業事業事業があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  以以以以上上上上のようにのようにのようにのように、、、、このこのこのこの計画計画計画計画はははは具具具具体的体的体的体的なななな数値数値数値数値目目目目標標標標をををを定定定定めめめめ、、、、3 つのつのつのつの基本方基本方基本方基本方針針針針にににに基基基基づきづきづきづき各事業各事業各事業各事業をををを展展展展開開開開することによすることによすることによすることによりりりりましてましてましてまして、「、「、「、「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」をををを実現実現実現実現しようとするものであしようとするものであしようとするものであしようとするものでありりりりますますますます。。。。計画計画計画計画はははは以以以以上上上上のようなことになっておのようなことになっておのようなことになっておのようなことになっておりりりりますますますます。。。。後後後後でまたでまたでまたでまた右右右右ののののほほほほうはうはうはうは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。。。。 

  次次次次にににに、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市がががが平平平平成成成成 19 年度年度年度年度からからからから現在現在現在現在までまでまでまで、、、、1 年年年年半半半半になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、具具具具体的体的体的体的にににに実施実施実施実施しているしているしているしている主主主主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幾幾幾幾つかごつかごつかごつかご紹介紹介紹介紹介をいたしたいとをいたしたいとをいたしたいとをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。別別別別添添添添資料資料資料資料をごらをごらをごらをごらんんんんくくくくだだだださいさいさいさい。。。。このこのこのこの 1枚枚枚枚のののの紙紙紙紙がががが挟挟挟挟みみみみ込込込込んんんんであるかとであるかとであるかとであるかと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。 

  まずまずまずまず、、、、市内市内市内市内のごみステーションでのごみステーションでのごみステーションでのごみステーションで分分分分別別別別をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける早早早早朝朝朝朝啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。昨昨昨昨年年年年 8月月月月にににに、、、、鶴岡鶴岡鶴岡鶴岡市市市市長長長長をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする市市市市のののの職職職職員員員員、、、、ももももちちちちろろろろんんんん私私私私もももも参加参加参加参加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、、、、町町町町内自治会内自治会内自治会内自治会のののの方方方方々々々々にもにもにもにも多多多多数数数数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、、、、延延延延べべべべ 6 千千千千人人人人以以以以上上上上でででで市内市内市内市内のののの全全全全域域域域のごみステーションのごみステーションのごみステーションのごみステーションでででで分分分分別別別別ののののキキキキャャャャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンを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。。。。またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 5 月月月月にもにもにもにも、、、、延延延延べべべべ 3 千千千千人人人人以以以以上上上上でででで第第第第 2回目回目回目回目をををを実施実施実施実施いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。 

  またまたまたまた、、、、昨昨昨昨年年年年 7 月月月月にはにはにはには、、、、計画計画計画計画推進推進推進推進のシンのシンのシンのシンボボボボルとなルとなルとなルとなりりりりますますますますキキキキャャャャラクターとそのラクターとそのラクターとそのラクターとその愛愛愛愛称称称称をををを公公公公募募募募いいいいたしましたたしましたたしましたたしました。。。。親親親親しみしみしみしみややややすいすいすいすいキキキキャャャャッッッッチチチチココココピピピピーとそのローとそのローとそのローとそのロゴゴゴゴデザデザデザデザインといったものでインといったものでインといったものでインといったもので、、、、このこのこのこの(2)にににに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますようなものがますようなものがますようなものがますようなものが市民市民市民市民からからからから提提提提案案案案いたいたいたいただだだだきききき、、、、投投投投票票票票をををを得得得得てこのてこのてこのてこのキキキキャャャャラクターにラクターにラクターにラクターに決決決決定定定定いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。 

  次次次次にににに、、、、モノモノモノモノレレレレールールールールややややごみごみごみごみ収収収収集集集集車車車車にラッにラッにラッにラッピピピピングングングング、、、、あるいはステッあるいはステッあるいはステッあるいはステッカカカカーをーをーをーを張張張張ったったったったりりりりしましてしましてしましてしまして、、、、このこのこのこの 1/3 削減削減削減削減をををを PR しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。(3)にににに書書書書いてあるとおいてあるとおいてあるとおいてあるとおりりりりですですですです。。。。 

  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今今今今年年年年のののの 4 月月月月にににに、、、、小小小小学学学学生生生生のののの入入入入学学学学式式式式がががが市市市市内内内内全校全校全校全校でででで行行行行われておわれておわれておわれておりりりりますがますがますがますが、、、、そそそそこでこでこでこで「「「「へらそうくへらそうくへらそうくへらそうくんんんんあめあめあめあめ」」」」というというというという、、、、1 年年年年生生生生にににに親親親親しまれるようなあめをつくしまれるようなあめをつくしまれるようなあめをつくしまれるようなあめをつくりりりりましてましてましてまして、、、、これをこれをこれをこれをすすすすべべべべてのてのてのての 1 年年年年生生生生にににに配配配配布布布布いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、児童児童児童児童のいるのいるのいるのいる家家家家庭庭庭庭へへへへ 1/3 削減削減削減削減をををを PR いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。 

  またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 7 月月月月にはにはにはには、、、、ここのここのここのここの(5)にににに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、市民市民市民市民・・・・事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様とととと市市市市がががが連連連連携携携携ししししながらごみながらごみながらごみながらごみ削減削減削減削減のののの具具具具体体体体策策策策をををを検討検討検討検討・・・・実実実実践践践践するためのするためのするためのするための「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議をををを立立立立ちちちち上上上上げましたげましたげましたげました。。。。今日今日今日今日ももももメメメメンンンンババババーのーのーのーの方方方方においでいたにおいでいたにおいでいたにおいでいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。 

  またまたまたまた、、、、今今今今年年年年 8 月月月月にににに、、、、小小小小学学学学生生生生にににに実際実際実際実際のごみステーションでごみののごみステーションでごみののごみステーションでごみののごみステーションでごみの分分分分別状況別状況別状況別状況がどうなっていがどうなっていがどうなっていがどうなっているるるるかをかをかをかをチチチチェックしてもらうェックしてもらうェックしてもらうェックしてもらう、「、「、「、「ヘヘヘヘララララソソソソーズーズーズーズ」」」」というというというというチチチチームームームーム、、、、このこのこのこの写写写写真真真真のののの(6)にあにあにあにありりりりますようなますようなますようなますようなユユユユニフォームをニフォームをニフォームをニフォームを来来来来てててて、、、、ごみステーションでごみステーションでごみステーションでごみステーションでチチチチェックをェックをェックをェックを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ままままだだだだ少少少少しししし、、、、出出出出してはいしてはいしてはいしてはいけないようなけないようなけないようなけないような雑雑雑雑紙紙紙紙などがなどがなどがなどが入入入入っているというようなこともっているというようなこともっているというようなこともっているというようなことも小小小小学学学学生生生生のののの皆皆皆皆ささささんんんんががががチチチチェックしてェックしてェックしてェックして、、、、またまたまたまた各各各各家家家家庭庭庭庭でででで気気気気をつけようというようなをつけようというようなをつけようというようなをつけようというような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くくくく、、、、そういうそういうそういうそういう様様様様なななな試試試試みをみをみをみを行行行行っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  こういったこういったこういったこういった試試試試みをみをみをみを行行行行っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みによるみによるみによるみによる結結結結果今果今果今果今までどうなっていまでどうなっていまでどうなっていまでどうなっているかということなるかということなるかということなるかということなんんんんですがですがですがですが、、、、市民市民市民市民・・・・事業事業事業事業者者者者のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご協力協力協力協力のおかげをものおかげをものおかげをものおかげをもちちちちましてましてましてまして、、、、平平平平成成成成 19年度年度年度年度のののの焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみのののの量量量量はははは、、、、前前前前年度年度年度年度、、、、18 年度年度年度年度とととと比較比較比較比較してしてしてして 2万万万万 4 千千千千トントントントン減減減減りりりりましたましたましたました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、今今今今年度年度年度年度もももも、、、、9 月月月月までのまでのまでのまでの半半半半年年年年間間間間でででで、、、、19 年度年度年度年度とととと比較比較比較比較してしてしてして 8 千千千千トントントントン減減減減量量量量しているというようなしているというようなしているというようなしているというような状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで、、、、滑滑滑滑りりりり出出出出しはしはしはしは非常非常非常非常にににに順順順順調調調調にいっておにいっておにいっておにいっておりりりりますますますます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これからこれからこれからこれからははははややややははははりりりり「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの道道道道ののののりりりり、、、、さらにさらにさらにさらに厳厳厳厳しくなるのかなとしくなるのかなとしくなるのかなとしくなるのかなと。。。。減減減減量量量量がががが進進進進めめめめばばばば進進進進むほむほむほむほどまたどまたどまたどまた厳厳厳厳しいものになってくることがしいものになってくることがしいものになってくることがしいものになってくることが予予予予想想想想されますされますされますされます。。。。市市市市といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、今後今後今後今後もももも 10万万万万トトトトンンンン削減削減削減削減をををを目指目指目指目指しましてしましてしましてしまして、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製のののの容容容容器包装器包装器包装器包装のののの分分分分別別別別・・・・再再再再資源化資源化資源化資源化などなどなどなど、、、、さらにさらにさらにさらに各各各各種種種種施施施施策策策策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しししてまいてまいてまいてまいりりりりますのでますのでますのでますので、、、、どうかどうかどうかどうか皆皆皆皆様様様様にはにはにはには引引引引きききき続続続続きごきごきごきご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりりますようおますようおますようおますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  以以以以上上上上でででで、「、「、「、「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの現在現在現在現在のののの市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、計画計画計画計画のののの説説説説明明明明をををを終終終終わわわわりりりりにいたしますにいたしますにいたしますにいたします。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 
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  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。滑滑滑滑りりりり出出出出しはしはしはしは順順順順調調調調にににに削減削減削減削減されているということですがされているということですがされているということですがされているということですが、、、、目目目目標標標標年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、市民市民市民市民 1 人人人人 1 日日日日当当当当たたたたりりりり 739 グラムまでグラムまでグラムまでグラムまで落落落落とそうというのがとそうというのがとそうというのがとそうというのが目目目目標標標標でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。現現現現状状状状はははは 1,036 グラムですからグラムですからグラムですからグラムですから、、、、1人人人人 1日日日日 300 グラムずつごみのグラムずつごみのグラムずつごみのグラムずつごみの排排排排出出出出量量量量をををを減減減減らしていくことにならしていくことにならしていくことにならしていくことになりりりりますますますます。。。。これもかなこれもかなこれもかなこれもかなりりりり高高高高いいいい目目目目標標標標ななななんんんんですですですです。。。。それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率をををを倍倍倍倍にしようとにしようとにしようとにしようといういういういうことですことですことですことですねねねね。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、私私私私、、、、委員委員委員委員ををををややややっているときにっているときにっているときにっているときに、、、、これこれこれこれほんほんほんほんとうにできますかとうにできますかとうにできますかとうにできますかねねねね、、、、大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですかですかですかですかねねねねとととと、、、、そういったそういったそういったそういった話話話話もしながらもしながらもしながらもしながら、、、、でもこれはでもこれはでもこれはでもこれはややややるるるるんんんんですということでですということでですということでですということで進進進進めてめてめてめているかないるかないるかないるかなりりりり画画画画期期期期的的的的なななな施施施施策策策策であるということでごであるということでごであるということでごであるということで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、、、、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からからからから、、、、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のれのれのれの立立立立場場場場でででで、、、、どういったどういったどういったどういったことでごみことでごみことでごみことでごみ減減減減量量量量ををををややややられているのかということをおられているのかということをおられているのかということをおられているのかということをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 順順順順番番番番としてはとしてはとしてはとしては、、、、井上井上井上井上ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから始始始始めていためていためていためていただだだだき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、、、、NPO のののの立立立立場場場場ということでということでということでということで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 井上代表井上代表井上代表井上代表 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。ちちちちょょょょっとあがっておっとあがっておっとあがっておっとあがっておりりりりますますますます。。。。何何何何かまかまかまかまぶぶぶぶしくてしくてしくてしくて、、、、すごいすごいすごいすごい、、、、あれなあれなあれなあれなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。 

  GONET というというというという団体団体団体団体ですですですです。。。。別別別別ににににゴゴゴゴネるネるネるネる団体団体団体団体ではないですけれどもではないですけれどもではないですけれどもではないですけれども、、、、ごみゼロネットワーごみゼロネットワーごみゼロネットワーごみゼロネットワークククク、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、団体団体団体団体であってであってであってであって、、、、個個個個人人人人個個個個人人人人のののの集集集集ままままりりりり、、、、情情情情報報報報をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ交交交交換換換換するするするする、、、、そういうグそういうグそういうグそういうグループですループですループですループです。。。。8 年年年年前前前前にににに立立立立ちちちち上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、各地域各地域各地域各地域でででで、、、、県内県内県内県内ににににメメメメンンンンババババーさーさーさーさんんんんがおがおがおがおられますのでられますのでられますのでられますので、、、、いろいろいろいろんんんんなななな活動活動活動活動をしていますをしていますをしていますをしています。。。。最最最最近近近近ちちちちょょょょっとっとっとっと話話話話題題題題になっているのがになっているのがになっているのがになっているのが、、、、例例例例ののののペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキキキキャャャャップですップですップですップです。。。。ごごごご存存存存じじじじのののの方方方方、、、、おられますかおられますかおられますかおられますか、「、「、「、「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ワクめてワクめてワクめてワクチチチチンをンをンをンを」」」」ととと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をされているをされているをされているをされているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  実実実実はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと誤誤誤誤解解解解もももも生生生生んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですですですです。。。。エコエコエコエコキキキキャャャャップというップというップというップという運運運運動動動動でででで集集集集めていますのはめていますのはめていますのはめていますのは、、、、主主主主にににに神神神神奈奈奈奈川川川川のグループですのグループですのグループですのグループです。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキキキキャャャャップップップップリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル運運運運動動動動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をしていますをしていますをしています。。。。集集集集めるのはめるのはめるのはめるのは市民市民市民市民ですですですです。。。。私私私私たたたたちちちちもももも集集集集めますけれどもめますけれどもめますけれどもめますけれども、、、、市民市民市民市民のののの方方方方ににににややややっていっていっていっていたたたただだだだくくくく。。。。今今今今 40カカカカ所所所所のののの拠点拠点拠点拠点があがあがあがありりりりましてましてましてまして、、、、20カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが千葉市千葉市千葉市千葉市にあるですかにあるですかにあるですかにあるですかねねねね。。。。2 年年年年半半半半ほほほほどどどど前前前前にににに始始始始めためためためたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこのキキキキャャャャップップップップ、、、、2 年年年年半半半半でどのくらいでどのくらいでどのくらいでどのくらい集集集集まったとまったとまったとまったと思思思思いますいますいますいます？？？？    想想想想像像像像つきますつきますつきますつきます？？？？    個個個個数数数数にしてにしてにしてにして 300 万万万万個個個個ななななんんんんですですですです。。。。重重重重量量量量にしてにしてにしてにして約約約約 7 トントントントン。。。。それがそれがそれがそれが資源資源資源資源にににに回回回回っっっっていますていますていますています。。。。現在現在現在現在はははは、、、、木木木木更更更更津津津津にあるにあるにあるにある企業企業企業企業ささささんんんんがががが買買買買いいいい取取取取ってってってって、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと資源資源資源資源になっているになっているになっているになっているんんんんでででですすすす。。。。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、、、、意識意識意識意識をををを変変変変えていたえていたえていたえていただだだだくというようなくというようなくというようなくというような提提提提案案案案をしているグループでをしているグループでをしているグループでをしているグループですすすす。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちもしますけれどももしますけれどももしますけれどももしますけれども、、、、よよよよりりりり多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にににに、、、、子子子子供供供供からからからから先先先先輩輩輩輩方方方方までまでまでまで、、、、ごごごご年年年年配配配配のののの方方方方ままままでででで、、、、できるできるできるできる範範範範囲囲囲囲でででで、、、、できることをできることをできることをできることを伝伝伝伝えているグループですえているグループですえているグループですえているグループです。。。。ですからですからですからですから、、、、いろいろいろいろんんんんなななな活動活動活動活動があがあがあがあるるるる中中中中でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはう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キキキキャャャャップのップのップのップの件件件件をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介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、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をををを通通通通じじじじてててて、、、、ごみをごみごみをごみごみをごみごみをごみじゃじゃじゃじゃなくてなくてなくてなくて資源資源資源資源にににに変変変変えていくえていくえていくえていく、、、、そういうそういうそういうそういう活動活動活動活動をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざ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キキキキャャャャップはップはップはップは何何何何になるになるになるになるんんんんですかですかですかですか。。。。 

 井上代表井上代表井上代表井上代表 

  はいはいはいはい。。。。これはこれはこれはこれは、、、、約約約約 30％％％％がそのものにがそのものにがそのものにがそのものに使使使使われるわれるわれるわれるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、建建建建築築築築材材材材料料料料のコンパネってのコンパネってのコンパネってのコンパネってわかわかわかわかりりりりますかますかますかますかねねねね、、、、ベベベベニニニニヤヤヤヤのののの板板板板のようなのようなのようなのような感感感感じじじじになるになるになるになるんんんんですですですです。。。。廃廃廃廃木木木木材材材材がががが 50％％％％、、、、キキキキャャャャップがップがップがップが 30％％％％、、、、それからそれからそれからそれから 20％％％％のののの軟軟軟軟質質質質プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック、、、、それでそれでそれでそれでボボボボードになードになードになードになりりりりますますますます。。。。それはそれはそれはそれは製品製品製品製品化化化化されてされてされてされて市市市市販販販販さささされていますれていますれていますれています。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  市市市市ののののほほほほうでうでうでうで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回回回回収収収収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、、、、キキキキャャャャップはップはップはップはキキキキャャャャップでップでップでップで回回回回収収収収すれすれすれすればばばば資源資源資源資源になるというになるというになるというになるという活動活動活動活動をされているということですをされているということですをされているということですをされているということです。。。。 
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  それでそれでそれでそれではははは、、、、今今今今度度度度はははは、「、「、「、「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議であってであってであってであって、、、、主主主主婦婦婦婦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いいいますますますます、、、、表表表表ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 表委員表委員表委員表委員 

  表表表表知知知知子子子子とととと申申申申しますしますしますします。。。。先先先先ほほほほどどどど副副副副市市市市長長長長ささささんんんんからもからもからもからも話話話話があったがあったがあったがあった、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市のののの「「「「焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減」」」」のののの推進市民会議推進市民会議推進市民会議推進市民会議のののの公公公公募募募募がががが今今今今年年年年あああありりりりましてましてましてまして、、、、それにそれにそれにそれに応応応応募募募募させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていていていて、、、、今委員今委員今委員今委員をさせてをさせてをさせてをさせていたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。ほほほほかでかでかでかで活動活動活動活動していることとしてはしていることとしてはしていることとしてはしていることとしては、、、、もともともともともともともともと学学学学生時代生時代生時代生時代からからからから環境環境環境環境問問問問題題題題等等等等にににに関関関関心心心心があってがあってがあってがあって、、、、出出出出産産産産前前前前までまでまでまで有有有有機機機機野野野野菜菜菜菜のののの宅宅宅宅配配配配会社会社会社会社のののの「「「「大地大地大地大地をををを守守守守るるるる会会会会」」」」というところでというところでというところでというところで働働働働いておいておいておいておりりりりましてましてましてまして、、、、今今今今もももも、、、、会社会社会社会社がががが市民団体市民団体市民団体市民団体もももも兼兼兼兼ねねねねているものているものているものているもの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「「「「ゴゴゴゴミミミミリリリリ倶倶倶倶楽楽楽楽部部部部」」」」というというというという、、、、ごみごみごみごみ削減削減削減削減運運運運動動動動をしているグループでをしているグループでをしているグループでをしているグループで、、、、消費消費消費消費者者者者のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとして活動活動活動活動をををを続続続続けていけていけていけていますますますます。。。。どういうことをどういうことをどういうことをどういうこと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、、、、古古古古布布布布をををを使使使使ったったったったママママイイイイババババッグつくッグつくッグつくッグつくりりりりのののの講講講講座座座座ををををややややったったったったりりりり、、、、あとあとあとあと、、、、古古古古布布布布をををを使使使使ったったったった布布布布ぞぞぞぞううううりりりり、、、、最最最最近近近近ははははやりやりやりやりですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そのそのそのその講講講講座座座座ををををややややったったったったりりりり、、、、あとあとあとあと、、、、大地大地大地大地をををを守守守守るるるる会会会会ののののほほほほうにうにうにうにリリリリユユユユースのびースのびースのびースのびんんんんのしのしのしのしょょょょうゆをうゆをうゆをうゆを開発開発開発開発してくれないかとしてくれないかとしてくれないかとしてくれないかと掛掛掛掛けけけけ合合合合っっっったたたたりりりり、、、、またイまたイまたイまたイベベベベントでントでントでントでリリリリユユユユースースースース食食食食器器器器、、、、例例例例ええええばばばばイイイイベベベベントでントでントでントで出出出出店店店店があったときにがあったときにがあったときにがあったときに、、、、そこでそこでそこでそこでリリリリユユユユースースースース食食食食器器器器をををを使使使使ってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、それをそれをそれをそれを食食食食べべべべたたたた人人人人がブースのがブースのがブースのがブースのほほほほうにうにうにうに戻戻戻戻すとすとすとすと、、、、最最最最初初初初ににににデポデポデポデポジットジットジットジットといといといといっておっておっておってお金金金金をををを 100 円円円円多多多多くくくく払払払払ってもらってってもらってってもらってってもらって、、、、そのそのそのそのリリリリユユユユースのースのースのースの食食食食器器器器をををを使使使使ってってってって返返返返すとすとすとすと 100 円円円円ががががまたまたまたまた戻戻戻戻ってくるというようなことをってくるというようなことをってくるというようなことをってくるというようなことを導導導導入入入入したしたしたしたりりりりとかとかとかとか、、、、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活動活動活動活動でででで行行行行ってってってっていますいますいますいます。。。。 

  焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減推進市民会議削減推進市民会議削減推進市民会議削減推進市民会議ののののほほほほうではうではうではうでは、、、、ままままだだだだ 7 月月月月にににに始始始始まったまったまったまったばばばばかかかかりりりりでででで、、、、どういうことどういうことどういうことどういうことができるかというのをみができるかというのをみができるかというのをみができるかというのをみんんんんなでなでなでなで話話話話しししし合合合合っているっているっているっている最最最最中中中中なのでなのでなのでなので、、、、ままままだだだだ特特特特にににに実実実実績績績績というのはないというのはないというのはないというのはないんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これからこれからこれからこれから頑張頑張頑張頑張っていこうかなとっていこうかなとっていこうかなとっていこう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。。。。 

  個個個個人人人人的的的的にはにはにはには、、、、ほほほほととととんんんんどのどのどのどの生生生生活活活活はははは主主主主婦婦婦婦としてとしてとしてとして暮暮暮暮らしていますのでらしていますのでらしていますのでらしていますので、、、、子子子子供供供供のののの世世世世話話話話もあもあもあもありりりりますますますますしししし、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、大大大大酒酒酒酒飲飲飲飲みのみのみのみの夫夫夫夫ののののビビビビールをールをールをールをちちちちょょょょっとっとっとっと缶缶缶缶からびからびからびからびんんんんにににに無無無無理理理理やりやりやりやり変変変変えさせたえさせたえさせたえさせたりりりり、、、、あとあとあとあと、、、、最最最最近近近近生生生生ごみをごみをごみをごみを、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと庭庭庭庭があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、そこにそこにそこにそこに埋埋埋埋めるようなめるようなめるようなめるような感感感感じじじじにしてみたらかなにしてみたらかなにしてみたらかなにしてみたらかなりりりりごみがごみがごみがごみが減減減減りりりりましたましたましたました。。。。あとあとあとあと、、、、ママママイイイイババババッグをッグをッグをッグを持持持持ってってってって、、、、ポポポポイントをためてイントをためてイントをためてイントをためて、、、、そのたまったそのたまったそのたまったそのたまったポポポポイイイイントでントでントでントで 100 円円円円分分分分何何何何かをかをかをかを買買買買うとかうとかうとかうとか、、、、それをそれをそれをそれを楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに一一一一般般般般的的的的なななな主主主主婦婦婦婦としとしとしとしてててて活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、次次次次にににに、、、、南町共栄南町共栄南町共栄南町共栄会会会会のののの児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、町町町町内会内会内会内会としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういう活動活動活動活動をされているのかということををされているのかということををされているのかということををされているのかということを中中中中心心心心にににに、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷会会会会長長長長 

  児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ででででごごごござざざざいますいますいますいます。。。。後後後後ろのろのろのろのほほほほうううう、、、、聞聞聞聞こえますこえますこえますこえますねねねね。。。。 

  単単単単一一一一町町町町会会会会としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、パンフパンフパンフパンフレレレレットにもットにもットにもットにも書書書書いていますけれどもいていますけれどもいていますけれどもいていますけれども、、、、世世世世帯帯帯帯数数数数ではではではでは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市でもでもでもでも五五五五本本本本のののの指指指指ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに入入入入るとるとるとる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、、、、全所全所全所全所帯帯帯帯数数数数でででで 1,850 世世世世帯帯帯帯ですですですです。。。。戸建戸建戸建戸建てがてがてがてが大大大大体体体体 1,100軒軒軒軒、、、、ですからですからですからですから、、、、残残残残りりりりのののの 800軒軒軒軒ほほほほどがどがどがどが集集集集合合合合住住住住宅宅宅宅。。。。たたたただだだだ、、、、集集集集合合合合住住住住宅宅宅宅というのはというのはというのはというのは、、、、最最最最近近近近のののの立立立立派派派派ななななママママンションもあンションもあンションもあンションもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、昔昔昔昔のアパートというようなところがあのアパートというようなところがあのアパートというようなところがあのアパートというようなところがありりりりますますますます。。。。 

  ううううちちちちのののの町町町町会会会会のののの活動方活動方活動方活動方針針針針というのはというのはというのはというのは、、、、ここにもここにもここにもここにも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、、、、安安安安全全全全でででで、、、、安心安心安心安心でででで、、、、清清清清潔潔潔潔なななな町町町町づくづくづくづくりりりりをしましをしましをしましをしましょょょょうということですからうということですからうということですからうということですから、、、、安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心、、、、いわゆるパトロールといわゆるパトロールといわゆるパトロールといわゆるパトロールと、、、、そそそそれかられかられかられから清清清清潔潔潔潔、、、、衛衛衛衛生部生部生部生部のののの業業業業務務務務等等等等をををを一体化一体化一体化一体化していますしていますしていますしています。。。。特特特特にパトロールについてはにパトロールについてはにパトロールについてはにパトロールについては、、、、ここここここここ数数数数年年年年間頑張間頑張間頑張間頑張ってってってって、、、、おととしおととしおととしおととし、、、、全全全全国国国国表表表表彰彰彰彰をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。今今今今年年年年ももももちちちちょょょょっとっとっとっと 2 つつつつほほほほどどどど表表表表彰彰彰彰をををを受受受受けましけましけましけましたがたがたがたが、、、、そのもとになっているのがそのもとになっているのがそのもとになっているのがそのもとになっているのが、、、、町町町町をきれいにしようよということでをきれいにしようよということでをきれいにしようよということでをきれいにしようよということで、、、、パトロールをしパトロールをしパトロールをしパトロールをしながらながらながらながら、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、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探探探探したしたしたしたりりりりしていますしていますしていますしています。。。。現在現在現在現在、、、、ごみステーシごみステーシごみステーシごみステーションはョンはョンはョンは 37 カカカカ所所所所あああありりりりますますますます。。。。このうこのうこのうこのうちちちち 30 カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが、、、、メメメメタルラスでつくったタルラスでつくったタルラスでつくったタルラスでつくった、、、、型型型型鋼鋼鋼鋼でででで囲囲囲囲っっっったステーションですたステーションですたステーションですたステーションです。。。。それにそれにそれにそれにカカカカラスよけのラスよけのラスよけのラスよけの網網網網をかをかをかをかぶぶぶぶせているということですせているということですせているということですせているということです。。。。これのこれのこれのこれの費費費費用用用用
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がががが 1個個個個大体大体大体大体 2万万万万 7,000円円円円ぐぐぐぐらいしましたのでらいしましたのでらいしましたのでらいしましたので、、、、ここここここここ数数数数年年年年間間間間でででで、、、、ごみステーションをつくるごみステーションをつくるごみステーションをつくるごみステーションをつくる費費費費用用用用だだだだけでけでけでけで町町町町会会会会としてとしてとしてとして大体大体大体大体 80万万万万円円円円からからからから 100万万万万円円円円近近近近くのおくのおくのおくのお金金金金をををを使使使使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、、、、それそれそれそれだだだだけけけけにににに効効効効果果果果はははは上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。 

  たたたただだだだ、、、、最最最最近近近近残残残残念念念念なのはなのはなのはなのは、、、、カカカカラスとラスとラスとラスと猫猫猫猫はいなくなったはいなくなったはいなくなったはいなくなったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの目目目目標標標標ににににされるされるされるされるんんんんですですですですねねねね。。。。かごのかごのかごのかごの外外外外側側側側へへへへ置置置置いていくというのがいていくというのがいていくというのがいていくというのが 1 つのつのつのつの悩悩悩悩みになっていますみになっていますみになっていますみになっています。。。。一一一一部部部部撤撤撤撤去去去去をしてみたをしてみたをしてみたをしてみたりりりり、、、、それからステーションにそれからステーションにそれからステーションにそれからステーションに近近近近づいたらづいたらづいたらづいたら電電電電気気気気がパッとつくようにがパッとつくようにがパッとつくようにがパッとつくようにややややっているっているっているっているんんんんですけどですけどですけどですけど、、、、だだだだんんんんだだだだんんんんなれてきてなれてきてなれてきてなれてきて、、、、電電電電気気気気のつかないところからのつかないところからのつかないところからのつかないところから捨捨捨捨てていくというようなてていくというようなてていくというようなてていくというような方方方方もいますのでもいますのでもいますのでもいますので、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと困困困困っているといえっているといえっているといえっているといえばばばば困困困困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、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄にどういうことをしているかといいますとにどういうことをしているかといいますとにどういうことをしているかといいますとにどういうことをしているかといいますと、、、、19 年度年度年度年度のののの例例例例ででででちちちちょょょょっとっとっとっと数数数数字字字字をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、ごみステーションとごみステーションとごみステーションとごみステーションと空空空空きききき地地地地、、、、このこのこのこの空空空空きききき地地地地はははは民地民地民地民地ななななんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、市市市市ですとですとですとですと、、、、民有地民有地民有地民有地のののの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄はははは回回回回収収収収してくれませしてくれませしてくれませしてくれませんんんんのでのでのでので、、、、地主地主地主地主ささささんんんんをよくをよくをよくをよく知知知知ってってってっているいるいるいる町町町町会会会会のののの衛衛衛衛生部長生部長生部長生部長ささささんんんんがががが話話話話をしてをしてをしてをして、、、、というよというよというよというよりりりりはははは、、、、まあまあまあまあ、、、、地主地主地主地主ささささんんんんにににに喜喜喜喜ばばばばれてれてれてれて、、、、回回回回収収収収ををををしていますしていますしていますしています。。。。去去去去年年年年 12回回回回、、、、ですからですからですからですから、、、、毎毎毎毎月月月月 1回回回回ぐぐぐぐらいらいらいらい、、、、12 月月月月はははは 2回回回回ほほほほどどどどややややったとったとったとったと思思思思いますけいますけいますけいますけどどどど、、、、回回回回収収収収していますしていますしていますしています。。。。これはこれはこれはこれは町町町町会会会会でこれでこれでこれでこれ用用用用にトラッにトラッにトラッにトラックをクをクをクを 60万万万万円円円円ほほほほどでどでどでどで買買買買いましていましていましていまして、、、、ややややっとっとっとっと
3 年年年年年年年年賦賦賦賦がががが払払払払いいいい終終終終わわわわりりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、便便便便利利利利にににに扱扱扱扱っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、このこのこのこの軽軽軽軽四四四四輪輪輪輪をををを青青青青パトロールにもパトロールにもパトロールにもパトロールにも使使使使っていますっていますっていますっています。。。。資資資資格格格格をををを取取取取ってってってって行行行行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ふふふふうにうにうにうに集集集集めたものをめたものをめたものをめたものを環境事業環境事業環境事業環境事業所所所所がががが非常非常非常非常によくによくによくによく面面面面倒倒倒倒みていたみていたみていたみ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、、、、去去去去年年年年はははは 7 回回回回集集集集めにきてもらっていめにきてもらっていめにきてもらっていめにきてもらっていますますますます。。。。我我我我々々々々がががが集集集集めたらめたらめたらめたら大体大体大体大体 3日日日日間間間間以内以内以内以内ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに持持持持っていってもらうっていってもらうっていってもらうっていってもらう。。。。 それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、ババババックックックックボボボボーンとしていたーンとしていたーンとしていたーンとしていた、、、、我我我我々々々々はははは、、、、窓窓窓窓割割割割れれれれ理理理理論論論論とととと、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの地地地地下下下下鉄鉄鉄鉄のののの汚汚汚汚ささささ、、、、特特特特にににに最最最最近近近近ややややっているっているっているっている、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのテのテのテのテレレレレビビビビでもでもでもでもやややや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、、、、いたずらいたずらいたずらいたずら書書書書きききき、、、、落落落落書書書書きききき、、、、ここここれがれがれがれが増増増増えるとえるとえるとえると犯罪犯罪犯罪犯罪がががが増増増増えるということですからえるということですからえるということですからえるということですから、、、、現在現在現在現在ですとですとですとですと、、、、高高高高利利利利貸貸貸貸しのしのしのしの看板看板看板看板、、、、これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまで落落落落書書書書ききききだだだだとととと我我我我々々々々はははは思思思思っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、おととしはおととしはおととしはおととしは 500 枚枚枚枚ぐぐぐぐらいらいらいらい外外外外していましていましていましていますすすす。。。。去去去去年年年年はははは 109 枚枚枚枚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、、、、ともかくともかくともかくともかく朝朝朝朝見見見見たらたらたらたら夕夕夕夕方方方方外外外外すすすす。。。。びっくびっくびっくびっくりりりりされされされされるとるとるとる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、、、、蘇蘇蘇蘇我我我我駅駅駅駅のののの近辺近辺近辺近辺へへへへ来来来来てサラてサラてサラてサラ金金金金のののの看板看板看板看板をををを探探探探してもらってもしてもらってもしてもらってもしてもらっても容容容容易易易易にににに見見見見当当当当たらないたらないたらないたらないぐぐぐぐらいきれいになっていますらいきれいになっていますらいきれいになっていますらいきれいになっています。。。。これはこれはこれはこれは駅駅駅駅からからからから 500 メメメメートルートルートルートル以内以内以内以内についてはについてはについてはについては、、、、どどどどなたになたになたになたに見見見見ていたていたていたていただだだだいてもいてもいてもいても、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな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。。。。 あとあとあとあと、、、、蘇蘇蘇蘇我我我我駅駅駅駅のののの近辺近辺近辺近辺というのはというのはというのはというのは放放放放置置置置自自自自転転転転車車車車がががが非常非常非常非常にににに多多多多うごうごうごうござざざざいましいましいましいましてててて、、、、スクータースクータースクータースクーター、、、、オオオオートートートートババババイイイイ等等等等をををを入入入入れるとれるとれるとれると、、、、衛衛衛衛生部長生部長生部長生部長ささささんんんんがががが月月月月にににに 1 回回回回調調調調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、、、、大体大体大体大体 300 台台台台からからからから 500台台台台ぐぐぐぐらいらいらいらい放放放放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。。。。新新新新しいしいしいしい駐駐駐駐輪輪輪輪場場場場のののの 3 階階階階建建建建てのてのてのての計画計画計画計画もあもあもあもありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、それらそれらそれらそれらについてもについてもについてもについても現在市現在市現在市現在市といろいろおといろいろおといろいろおといろいろお話話話話をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 ということでということでということでということで、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外ににににややややっていることといいますとっていることといいますとっていることといいますとっていることといいますと、、、、町町町町会会会会でででで一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命勉勉勉勉強強強強しようとしようとしようとしようということでいうことでいうことでいうことで、、、、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、、、、前前前前ののののほほほほうがうがうがうが、、、、自分自分自分自分のののの町町町町会会会会のののの中中中中でいいところでいいところでいいところでいいところ、、、、悪悪悪悪いいいいところのところのところのところの写写写写真真真真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。。。。後後後後ろのろのろのろのほほほほうにいきますとうにいきますとうにいきますとうにいきますと、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市のののの 1/3 減減減減らすらすらすらす記事記事記事記事がががが入入入入ってってってっていますいますいますいます。。。。こういうものをつくってこういうものをつくってこういうものをつくってこういうものをつくって、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、自分自分自分自分のののの町町町町がどがどがどがどんんんんなななな状況状況状況状況かわかるようにしてかわかるようにしてかわかるようにしてかわかるようにしていますいますいますいます。。。。最最最最近近近近はははは振振振振りりりり込込込込みみみみ詐欺詐欺詐欺詐欺がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、今今今今年年年年はははは振振振振りりりり込込込込みみみみ詐欺詐欺詐欺詐欺のののの資料資料資料資料をつくってをつくってをつくってをつくって皆皆皆皆ささささんんんんにににに配配配配っていますっていますっていますっています。。。。というようなというようなというようなというような、、、、IT をををを極力極力極力極力使使使使っていろいろなことをっていろいろなことをっていろいろなことをっていろいろなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。今今今今、、、、びびびびんんんん・・・・缶缶缶缶についてはについてはについてはについては大分大分大分大分うまくなったうまくなったうまくなったうまくなったんんんんですがですがですがですが、、、、衛衛衛衛生部長生部長生部長生部長ささささんんんんがががが古古古古紙紙紙紙についてについてについてについて巡巡巡巡回回回回してしてしてして、、、、集集集集めてめてめてめて、、、、非常非常非常非常によくによくによくによく整整整整理理理理してくれていますけれどもしてくれていますけれどもしてくれていますけれどもしてくれていますけれども、、、、ままままだだだだままままだだだだなのかなとなのかなとなのかなとなのかなと。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、ごみをごみをごみをごみを出出出出すすすす人人人人のののの教育教育教育教育がまがまがまがまだだだだままままだだだだなのかなとなのかなとなのかなとなのかなと。。。。町町町町会会会会としてはとしてはとしてはとしては一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっているつもっているつもっているつもっているつもりりりりななななんんんんですがですがですがですが、、、、そこがそこがそこがそこが課課課課題題題題なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 

  あとはあとはあとはあとは、、、、当然当然当然当然、、、、ごみゼロクごみゼロクごみゼロクごみゼロクリリリリーーーーンンンンデデデデーなどにはーなどにはーなどにはーなどには、、、、子子子子供供供供たたたたちちちち五五五五、、、、六六六六十十十十名名名名にににに参加参加参加参加してもらっしてもらっしてもらっしてもらっていますのでていますのでていますのでていますので。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  はいはいはいはい、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私もさっきそのもさっきそのもさっきそのもさっきその資料資料資料資料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いたいたいたいたんんんんですがですがですがですが、、、、パワパワパワパワーーーーポポポポイントできれいにつくられていてイントできれいにつくられていてイントできれいにつくられていてイントできれいにつくられていて、、、、かなかなかなかなりりりり有効有効有効有効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。。。。 
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  それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今度度度度はははは事業事業事業事業者者者者のののの代表代表代表代表ということでということでということでということで、、、、イイイイオオオオンンンンリリリリテールのテールのテールのテールの高橋高橋高橋高橋ささささんんんんにおにおにおに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。。。。 

 高橋部長高橋部長高橋部長高橋部長 

  家家家家庭庭庭庭ごみがごみがごみがごみが非常非常非常非常にににに多多多多いということですけれどもいということですけれどもいということですけれどもいということですけれども、、、、いろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお客客客客様様様様とおとおとおとお話話話話をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、これはこれはこれはこれは家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出たごみではないたごみではないたごみではないたごみではない、、、、スーパーからスーパーからスーパーからスーパーから出出出出たごみがたごみがたごみがたごみが家家家家庭庭庭庭をををを経経経経由由由由してしてしてして出出出出ているているているているんんんんだだだだとととと。。。。これがこれがこれがこれがほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに本本本本質質質質的的的的なことなことなことなことだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに理理理理解解解解していますしていますしていますしています。。。。 

  企業企業企業企業としてとしてとしてとして 3R についてどういうことをについてどういうことをについてどういうことをについてどういうことをややややっているかということにつきましてっているかということにつきましてっているかということにつきましてっているかということにつきましてちちちちょょょょっとっとっとっとごごごご紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、例例例例ええええばばばば食食食食品品品品のののの残残残残ささささ、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる食食食食べべべべられるものをられるものをられるものをられるものを捨捨捨捨ててしまうててしまうててしまうててしまう、、、、これはまこれはまこれはまこれはまさにさにさにさに経経経経費費費費的的的的なところにもなところにもなところにもなところにも、、、、それからいろいろなそれからいろいろなそれからいろいろなそれからいろいろな意意意意味味味味でででで私私私私たたたたちちちちののののビビビビジネスのジネスのジネスのジネスのレベレベレベレベルまでルまでルまでルまで問問問問わわわわれることですのでれることですのでれることですのでれることですので、、、、これはこれはこれはこれはややややははははりりりり真真真真剣剣剣剣ににににややややっておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる食食食食品品品品のののの売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの中中中中でででで 1％％％％以内以内以内以内にににに抑抑抑抑えようということでえようということでえようということでえようということで、、、、今今今今 1％％％％以内以内以内以内になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そしてそしてそしてそして出出出出たものをたものをたものをたものを今今今今度度度度ははははブタのブタのブタのブタの飼飼飼飼料料料料にしてにしてにしてにして、、、、そしてブタをそしてブタをそしてブタをそしてブタを育育育育てててててててて、、、、そのブそのブそのブそのブタタタタ肉肉肉肉をををを販販販販売売売売していこうとしていこうとしていこうとしていこうと、、、、こういうようこういうようこういうようこういうようなこともなこともなこともなことも食食食食品品品品についてはについてはについてはについては実施実施実施実施しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、いろいろいろいろんんんんなおなおなおなお店店店店にいきますとにいきますとにいきますとにいきますと、、、、野野野野菜菜菜菜とかとかとかとか果果果果物物物物ははははばばばばらららら売売売売りりりりをしているわけですけをしているわけですけをしているわけですけをしているわけですけれどもれどもれどもれども、、、、ひところはひところはひところはひところは、、、、産地産地産地産地がががが自分自分自分自分のののの産地産地産地産地のののの名前名前名前名前をををを書書書書いていていていて、、、、段段段段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出出出出荷荷荷荷するするするする。。。。ししししかしかしかしかし、、、、店店店店にににに来来来来たらたらたらたら、、、、それはもうすそれはもうすそれはもうすそれはもうすぐぐぐぐ取取取取りりりり出出出出してしてしてして、、、、店店店店のののの並並並並べべべべ方方方方でででで陳列陳列陳列陳列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。。。。このこのこのこのむむむむだだだだをををを、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるリリリリターナブルコンテナターナブルコンテナターナブルコンテナターナブルコンテナ、、、、通通通通いいいい箱箱箱箱ということにしてということにしてということにしてということにして、、、、産地産地産地産地でそのままでそのままでそのままでそのまま入入入入れてれてれてれて、、、、おおおお店店店店でそのままでそのままでそのままでそのまま売売売売ってってってって、、、、そしてそしてそしてそして段段段段ボボボボールをールをールをールを使使使使わないわないわないわない、、、、こういうこともかなこういうこともかなこういうこともかなこういうこともかなりりりり定定定定着着着着してしてしてして、、、、衣衣衣衣料料料料品品品品のののの段段段段ボボボボールールールール、、、、リリリリターナターナターナターナブルコンテナとかブルコンテナとかブルコンテナとかブルコンテナとか、、、、ハハハハンンンンガガガガーーーー納納納納品品品品だだだだとかとかとかとか、、、、ここここんんんんなことなことなことなこともかなもかなもかなもかなりりりり成成成成果果果果がががが出出出出てきておてきておてきておてきておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、店店店店頭頭頭頭でででで回回回回収収収収、、、、これはまさにおこれはまさにおこれはまさにおこれはまさにお客客客客様様様様にごにごにごにご協力協力協力協力いたいたいたいただだだだいているわけですけれどもいているわけですけれどもいているわけですけれどもいているわけですけれども、、、、牛牛牛牛乳乳乳乳パックパックパックパック、、、、食食食食品品品品トトトトレレレレーーーー、、、、アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトル、、、、それからそれからそれからそれから最最最最近近近近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キキキキャャャャッッッップもプもプもプも回回回回収収収収をををを始始始始めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。あとあとあとあと、、、、卵卵卵卵パックパックパックパック、、、、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積極的積極的積極的積極的にににに回回回回収収収収をしておをしておをしておをしておりりりりまままましてしてしてして、、、、全全全全国国国国でででで 6,500 トントントントンぐぐぐぐらいらいらいらい回回回回収収収収、、、、これはどこれはどこれはどこれはどんんんんどどどどんんんん増増増増えていますえていますえていますえています。。。。あああありりりりがたいことにがたいことにがたいことにがたいことに、、、、ほほほほんんんんとうにおとうにおとうにおとうにお客客客客様様様様がきれいにがきれいにがきれいにがきれいに洗洗洗洗ってってってって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るいているいているいている。。。。資源資源資源資源だだだだということのということのということのということの認識認識認識認識がががが非常非常非常非常にできておにできておにできておにできておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、ややややははははりりりり力力力力をををを入入入入れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大幅幅幅幅削減削減削減削減ということでということでということでということで、、、、私私私私どももいろいろどももいろいろどももいろいろどももいろいろ努努努努力力力力をしてきましたがをしてきましたがをしてきましたがをしてきましたが、、、、ややややははははりポりポりポりポイントをつけるイントをつけるイントをつけるイントをつける、、、、スタスタスタスタンプンプンプンプカカカカードをつけるードをつけるードをつけるードをつけるやりやりやりやり方方方方だだだだけではけではけではけでは 25％％％％ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか減減減減らないということでらないということでらないということでらないということで、、、、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というするというするというするという、、、、まさにおまさにおまさにおまさにお客客客客様様様様のごのごのごのご理理理理解解解解がなけれがなけれがなけれがなければばばば進進進進まないまないまないまない施施施施策策策策ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これをこれをこれをこれを、、、、2007年年年年のののの 1 月月月月にににに京都京都京都京都のののの東山二東山二東山二東山二条条条条でででで始始始始めてめてめてめて、、、、そこはそこはそこはそこは 17％％％％ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしかママママイイイイババババックのックのックのックの持持持持参参参参率率率率がなかっがなかっがなかっがなかったたたたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、無無無無料料料料配配配配布布布布をををを中止中止中止中止したらしたらしたらしたら 8 割割割割減減減減りりりりましたましたましたました。。。。こういうことをしながらこういうことをしながらこういうことをしながらこういうことをしながら、、、、今今今今全全全全国国国国 41都都都都市市市市でででで、、、、345店店店店舗舗舗舗でこのでこのでこのでこの無無無無料料料料配配配配布布布布中止中止中止中止ををををややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。レレレレジジジジ袋袋袋袋ををををむむむむだだだだだだだだ、、、、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くれってくれってくれってくればばばば使使使使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というというという、、、、これがおこれがおこれがおこれがお客客客客様様様様とととと一一一一緒緒緒緒にできたらにできたらにできたらにできたら、、、、そのそのそのその次次次次にににに、、、、店店店店内内内内にあるにあるにあるにある過過過過剰包装剰包装剰包装剰包装、、、、トトトトレレレレーもーもーもーも含含含含めてめてめてめて、、、、こういうもののいわゆるこういうもののいわゆるこういうもののいわゆるこういうもののいわゆる本本本本命命命命をををを切切切切りりりり込込込込むむむむことがでことがでことがでことができるきるきるきるんんんんではないかというではないかというではないかというではないかというふふふふうにうにうにうに考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  ももももちちちちろろろろんんんん、、、、簡単簡単簡単簡単ににににややややれれれればばばばいいとおっしいいとおっしいいとおっしいいとおっしゃゃゃゃるるるる方方方方もももも多多多多いいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心ということということということということ、、、、特特特特にににに食食食食品品品品はははは、、、、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ややややははははりりりりものすごくものすごくものすごくものすごく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。。。。ですからですからですからですから、、、、これとこれとこれとこれと、、、、むむむむだだだだなものをなものをなものをなものを減減減減らすというらすというらすというらすというババババランスをどうとるかということをランスをどうとるかということをランスをどうとるかということをランスをどうとるかということを事業事業事業事業者者者者としてとしてとしてとしてはははは真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。しかししかししかししかし、、、、おおおお客客客客様様様様のののの理理理理解解解解がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進んんんんでいますのででいますのででいますのででいますので、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと私私私私たたたたちちちちもももも、、、、おおおお客客客客様様様様におくれないようにしっかにおくれないようにしっかにおくれないようにしっかにおくれないようにしっかりやりやりやりや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考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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のンのンのンの取取取取りりりり組組組組みにはさまみにはさまみにはさまみには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あってみがあってみがあってみがあって、、、、短短短短いいいい時時時時間間間間
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でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介するにはなかなかするにはなかなかするにはなかなかするにはなかなか時時時時間間間間がががが足足足足りりりりなくてなくてなくてなくて恐縮恐縮恐縮恐縮でごでごでごで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、、、、資料資料資料資料のののの 24、、、、25ペペペページージージージにににに具具具具体的体的体的体的にさまにさまにさまにさまざざざざまままま載載載載っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、参考参考参考参考にしていたにしていたにしていたに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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、深沢深沢深沢深沢ささささんんんんののののほほほほうからうからうからうから、、、、今今今今度度度度はははは千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの学学学学生生生生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、、、、よよよよろしくろしくろしくろしくおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 深沢委員深沢委員深沢委員深沢委員 

  千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境千葉大学環境 ISO 学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会のののの深沢深沢深沢深沢とととと申申申申しますしますしますします。。。。私私私私からはからはからはからは、、、、まずまずまずまず、、、、ううううちちちちのののの委員委員委員委員会会会会のののの説説説説明明明明とととと、、、、あとはあとはあとはあとは 3R 活動活動活動活動にににに関関関関するするするする説説説説明明明明をををを簡単簡単簡単簡単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。。。。 

  まずまずまずまず、、、、私私私私たたたたちちちちのののの委員委員委員委員会会会会のののの特特特特徴徴徴徴としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、学学学学生生生生がががが、、、、大学大学大学大学のののの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のののの運運運運用用用用にににに主体的主体的主体的主体的にかかわっているというにかかわっているというにかかわっているというにかかわっているという点点点点にあにあにあにありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、それがそれがそれがそれが授授授授業科業科業科業科目目目目としてとしてとしてとして活動活動活動活動がががが単単単単位位位位化化化化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点点点点もあもあもあもありりりりますますますます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果としましてとしましてとしましてとしまして、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの 4 つのつのつのつのキキキキャャャャンンンンパスでパスでパスでパスで ISO14001 のののの認認認認証証証証をすをすをすをすべべべべてててて取取取取得得得得しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。 

  またまたまたまた、、、、具具具具体的体的体的体的なななな 3R 活動活動活動活動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、、、、まずまずまずまず、、、、2006 年年年年 4 月月月月からからからからレレレレジジジジ袋袋袋袋のののの有料化有料化有料化有料化をををを始始始始めめめめていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこのレレレレジジジジ袋袋袋袋有料化有料化有料化有料化によってによってによってによって集集集集まったまったまったまった基基基基金金金金によによによによりりりりましてましてましてまして、、、、こういったエコこういったエコこういったエコこういったエコババババッグをつくッグをつくッグをつくッグをつくりりりりましてましてましてまして、、、、生生生生協協協協のののの店店店店舗舗舗舗でででで販販販販売売売売していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、ママママイイイイ箸箸箸箸などもなどもなどもなども販販販販売売売売していましていましていましていますすすす。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその翌翌翌翌年年年年のののの 2007 年年年年 4 月月月月からはからはからはからは、、、、先先先先ほほほほどどどど千葉市千葉市千葉市千葉市のののの中中中中でもでもでもでも古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収のののの話話話話があがあがあがありりりりままま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、、、、ミックスミックスミックスミックス古古古古紙紙紙紙のののの回回回回収収収収というプロジェクトをスタートさせましてというプロジェクトをスタートさせましてというプロジェクトをスタートさせましてというプロジェクトをスタートさせまして、、、、汚汚汚汚れのなれのなれのなれのないいいい雑雑雑雑紙紙紙紙のののの回回回回収収収収ができるようなシステムをスタートさせましたができるようなシステムをスタートさせましたができるようなシステムをスタートさせましたができるようなシステムをスタートさせました。。。。 

  またまたまたまた、、、、一一一一番番番番最最最最近近近近のプロジェクトとしましてはのプロジェクトとしましてはのプロジェクトとしましてはのプロジェクトとしましては、、、、ここここちちちちらのらのらのらのリリリリターナブルびターナブルびターナブルびターナブルびんんんんのののの開発開発開発開発プロジプロジプロジプロジェクトにェクトにェクトにェクトに学学学学生委員生委員生委員生委員会会会会ののののメメメメンンンンババババーがーがーがーが参加参加参加参加しましてしましてしましてしまして、、、、名名名名称称称称のののの決決決決定定定定ややややびびびびんんんんのののの仕仕仕仕様様様様のののの開発開発開発開発にににに携携携携わわわわりりりりましたましたましたました。。。。ここここちちちちらはらはらはらは、、、、ちちちちょょょょうどタイムうどタイムうどタイムうどタイムリリリリーなことにーなことにーなことにーなことに、、、、昨昨昨昨日日日日からからからから明明明明日日日日までまでまでまで、、、、千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学のののの大学大学大学大学祭祭祭祭でテストでテストでテストでテスト販販販販売売売売をををを行行行行っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、1 本本本本 130円円円円でででで販販販販売売売売しておしておしておしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、おおおお時時時時間間間間のあるのあるのあるのある方方方方はははは、、、、よろしけれよろしけれよろしけれよろしければばばば大学大学大学大学祭祭祭祭ののののほほほほうにうにうにうに行行行行かれてかれてかれてかれて、、、、おおおお手手手手にににに取取取取ってみてくってみてくってみてくってみてくだだだださいさいさいさい。。。。 

  私私私私からはからはからはからは以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  1 本本本本 130円円円円のうのうのうのうちちちち 30円円円円ははははデポデポデポデポジットとジットとジットとジットと言言言言わないとわないとわないとわないと、、、、高高高高過過過過ぎぎぎぎてててて、、、、みみみみんんんんなななな買買買買ってくれませってくれませってくれませってくれませんんんんのでのでのでので。。。。30円円円円ががががデポデポデポデポジットでジットでジットでジットで、、、、そのびそのびそのびそのびんんんんをををを返返返返したらしたらしたらしたら 30円円円円戻戻戻戻ってくるとこういうことでってくるとこういうことでってくるとこういうことでってくるとこういうことで回回回回収収収収をををを進進進進めようということをめようということをめようということをめようということを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具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞きしたわけですけれどもきしたわけですけれどもきしたわけですけれどもきしたわけですけれども、、、、資源資源資源資源というというというという認識認識認識認識ををををちちちちゃんゃんゃんゃんとととと持持持持つつつつ必要必要必要必要があるというおがあるというおがあるというおがあるというお話話話話があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルキキキキャャャャップとかップとかップとかップとか、、、、従従従従来来来来はごはごはごはごみみみみだだだだとととと思思思思っていたものでもっていたものでもっていたものでもっていたものでも、、、、ちちちちゃんゃんゃんゃんとととと資源資源資源資源になになになになりりりりますますますます。。。。児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんんのおのおのおのお話話話話からからからから古古古古紙紙紙紙はまはまはまはまだだだだままままだだだだだだだだというというというという話話話話もあもあもあもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙でもでもでもでもちちちちゃんゃんゃんゃんとととと資源資源資源資源であるというであるというであるというである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、、、、ごみにごみにごみにごみに入入入入れないといったれないといったれないといったれないといった方方方方向向向向のののの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ますわれていますわれていますわれています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、むむむむだだだだをなくすをなくすをなくすをなくす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、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、そういうそういうそういうそういう、、、、従従従従来来来来からからからから使使使使っていたものでもっていたものでもっていたものでもっていたものでも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと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要要要要らなくなるらなくなるらなくなるらなくなるんじゃんじゃんじゃんじゃないかないかないかないか、、、、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取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも必要必要必要必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。。。。今回今回今回今回のののの資料資料資料資料のののの一一一一番番番番後後後後ろにろにろにろに、、、、全全全全市市市市のののの焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの量量量量ということでグラフがということでグラフがということでグラフがということでグラフが載載載載っているっているっているっているかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの累累累累計計計計をををを見見見見るとるとるとると副副副副市市市市長長長長のおのおのおのお話話話話のようにのようにのようにのように確確確確実実実実にににに減減減減っているわけですけれどっているわけですけれどっているわけですけれどっているわけですけれどもももも、、、、ごみのごみのごみのごみの中中中中でどこのあたでどこのあたでどこのあたでどこのあたりりりりがががが減減減減っているのかということについてっているのかということについてっているのかということについてっているのかということについて、、、、林副林副林副林副市市市市長長長長にににに補補補補足足足足的的的的ににににおおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。 

 林副林副林副林副市市市市長長長長 

  それではそれではそれではそれでは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと説説説説明明明明をいたしますとをいたしますとをいたしますとをいたしますと、、、、大大大大きくはきくはきくはきくは、、、、ごみのごみのごみのごみの出出出出るところというのはるところというのはるところというのはるところというのは家家家家庭庭庭庭とととと事業事業事業事業所所所所とととと 2 つにつにつにつに分分分分かれるかれるかれるかれるんんんんですがですがですがですが、、、、大体大体大体大体家家家家庭庭庭庭系系系系ごみごみごみごみ、、、、事業事業事業事業系系系系ごみごみごみごみ、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ大大大大きくきくきくきく減減減減っっっっておておておておりりりりましてましてましてまして、、、、家家家家庭庭庭庭系系系系ごみはごみはごみはごみは大体大体大体大体計画計画計画計画どおどおどおどおりりりり減減減減っているっているっているっているんんんんですがですがですがですが、、、、事業事業事業事業系系系系ごみのごみのごみのごみのほほほほうがうがうがうが計計計計画画画画をさらにをさらにをさらにをさらに超超超超えてえてえてえて減減減減っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、事業事業事業事業系系系系ごみはごみはごみはごみは事業事業事業事業所所所所ののののほほほほうのうのうのうの義義義義務務務務でででで、、、、市市市市のののの焼却焼却焼却焼却工工工工場場場場
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にににに持持持持っていくときにはおっていくときにはおっていくときにはおっていくときにはお金金金金をいたをいたをいたをいただだだだくわけですがくわけですがくわけですがくわけですが、、、、そういったそういったそういったそういった代代代代金金金金をををを少少少少しししし高高高高くしたくしたくしたくしたりりりり、、、、そそそそういったこともういったこともういったこともういったこともややややっておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、事業事業事業事業系系系系ののののほほほほうはうはうはうは、、、、そういうそういうそういうそういう自自自自助助助助努努努努力力力力でなるでなるでなるでなるべべべべくくくく減減減減ららららしてコストをしてコストをしてコストをしてコストを減減減減らそうというようなこともらそうというようなこともらそうというようなこともらそうというようなことも多多多多分分分分要要要要因因因因になってになってになってになって、、、、かなかなかなかなりりりり大大大大きくきくきくきく減減減減っているのっているのっているのっているのかなとかなとかなとかなと、、、、こうこうこうこう思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  そそそそんんんんなところがあるなところがあるなところがあるなところがあるんんんんですがですがですがですが、、、、逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、減減減減らないらないらないらない要要要要因因因因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ああああってってってって、、、、これこれこれこれはははは私私私私もももも、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと自分自分自分自分のののの経経経経験験験験からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、例例例例ええええばばばば紙紙紙紙のごみのうのごみのうのごみのうのごみのうちちちち半半半半分分分分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは雑雑雑雑紙紙紙紙ななななんんんんでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙のののの分分分分別別別別ってなかなかってなかなかってなかなかってなかなか難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、前前前前はははは、、、、束束束束ねねねねてててて、、、、ひもでひもでひもでひもで縛縛縛縛ってというようってというようってというようってというようなことでおなことでおなことでおなことでお願願願願いしていたいしていたいしていたいしていたんんんんですがですがですがですが、、、、私私私私ももももややややってみてってみてってみてってみて、、、、そういうまめなそういうまめなそういうまめなそういうまめな人人人人もいるもいるもいるもいるんんんんでしでしでしでしょょょょううううけれどもけれどもけれどもけれども、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっとやりやりやりやりにくいということでにくいということでにくいということでにくいということで、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙をもうをもうをもうをもうちちちちょょょょっとっとっとっと簡単簡単簡単簡単にににに出出出出せないかといせないかといせないかといせないかというようなことはうようなことはうようなことはうようなことは反反反反省省省省としてあってとしてあってとしてあってとしてあって、、、、今今今今ではではではでは雑雑雑雑紙紙紙紙はははは紙紙紙紙のののの袋袋袋袋のののの中中中中にににに入入入入れてもらえれれてもらえれれてもらえれれてもらえればばばば結構結構結構結構ですですですですよというようなことにしてよというようなことにしてよというようなことにしてよというようなことにして、、、、家家家家庭庭庭庭からからからから出出出出るようなるようなるようなるような雑雑雑雑紙紙紙紙のののの分分分分別別別別をををを進進進進めているようなことをめているようなことをめているようなことをめているようなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。 

  それそれそれそれからまたからまたからまたからまた、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋もももも結構結構結構結構ままままだだだだ減減減減らないであるらないであるらないであるらないであるんんんんだだだだろうとろうとろうとろう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、、、、私私私私ももももママママイイイイババババッグというのをッグというのをッグというのをッグというのを 3 つつつつぐぐぐぐらいもらってらいもらってらいもらってらいもらって、、、、家家家家にはにはにはには私私私私ののののママママイイイイババババッグがッグがッグがッグが 3 つあるつあるつあるつあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、いつもいつもいつもいつも通通通通勤勤勤勤のときにのときにのときにのときに持持持持っていくっていくっていくっていくババババッグのッグのッグのッグの中中中中にににに入入入入れてはあるれてはあるれてはあるれてはあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、たまたまスーたまたまスーたまたまスーたまたまスーパーなパーなパーなパーなんんんんかにかにかにかに買買買買いにいくときにいにいくときにいにいくときにいにいくときに限限限限ってなかったってなかったってなかったってなかったりりりりしてしてしてして、、、、まあまあまあまあ、、、、しようがないしようがないしようがないしようがない、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋下下下下ささささいとかいとかいとかいとか言言言言うときもあうときもあうときもあうときもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、ママママイイイイババババッグッグッグッグ利用率利用率利用率利用率がががが半半半半分分分分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。。。。ういうこういうこういうこういうこともあともあともあともありりりり、、、、まあまあまあまあ、、、、意識意識意識意識はあるはあるはあるはあるんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ままままだだだだ行行行行動動動動がががが少少少少しししし伴伴伴伴わないとかわないとかわないとかわないとか、、、、まめなまめなまめなまめな人人人人をををを前前前前提提提提にいろにいろにいろにいろんんんんなことをおなことをおなことをおなことをお願願願願いするのはいするのはいするのはいするのはちちちちょょょょっとっとっとっと難難難難しくてしくてしくてしくて、、、、ややややははははりりりり普普普普通通通通のののの人人人人というかというかというかというか、、、、普普普普通通通通のののの主主主主婦婦婦婦ななななりりりり、、、、普普普普通通通通のサラのサラのサラのサラリリリリーーーーママママンがンがンがンがやりややりややりややりやすいようなすいようなすいようなすいような分分分分別別別別のののの仕仕仕仕方方方方みたいなものをもっともみたいなものをもっともみたいなものをもっともみたいなものをもっともっとっとっとっと考考考考えていかないといかえていかないといかえていかないといかえていかないといかんんんんなというようなことをなというようなことをなというようなことをなというようなことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、早早早早朝朝朝朝啓発啓発啓発啓発でででで私私私私もももも行行行行ってってってってややややったったったったんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、あるあるあるある程程程程度度度度高高高高齢齢齢齢のののの方方方方とかとかとかとか、、、、非常非常非常非常にににに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いておいておいておいておりりりりますがますがますがますが、、、、アパートアパートアパートアパート暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの若若若若いいいい方方方方とかというとかというとかというとかという方方方方はははは、、、、ややややははははりりりり忙忙忙忙ししししいとかいろいろあっていとかいろいろあっていとかいろいろあっていとかいろいろあって、、、、難難難難しいところもあるしいところもあるしいところもあるしいところもある。。。。ききききょょょょうはうはうはうは、、、、大学大学大学大学生生生生がががが来来来来ていてていてていてていて、、、、申申申申しわけなしわけなしわけなしわけないいいいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう若若若若いいいい人人人人にににに向向向向かってのかってのかってのかっての啓発啓発啓発啓発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、、、、今今今今、、、、マリマリマリマリンスンスンスンスタジアタジアタジアタジアムムムムだだだだとかとかとかとか、、、、フクダフクダフクダフクダ電電電電子子子子アアアアリリリリーナとかーナとかーナとかーナとか、、、、ああいうところをああいうところをああいうところをああいうところを使使使使ったったったった啓発啓発啓発啓発などもなどもなどもなどもややややっておっておっておっておりりりりますがますがますがますが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、コンコンコンコンビビビビニをニをニをニを使使使使ってってってって、、、、コンコンコンコンビビビビニにニにニにニに来来来来るるるる人人人人にににに少少少少しおしおしおしお願願願願いするとかいするとかいするとかいするとか、、、、ステーステーステーステーションでションでションでションで啓発啓発啓発啓発するするするする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、、、、そういうそういうそういうそういう若若若若いいいい人人人人をターをターをターをターゲゲゲゲットにしたようなットにしたようなットにしたようなットにしたような啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動ななななんんんんかもしていけかもしていけかもしていけかもしていけばばばば、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと、、、、今今今今のののの家家家家庭庭庭庭ごみのごみのごみのごみのほほほほうのうのうのうの減減減減りりりり方方方方ももうももうももうももう少少少少しししし進進進進むむむむのかなとのかなとのかなとのかなと、、、、ここここういうようなういうようなういうようなういうような感感感感想想想想をををを持持持持っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学もももも、、、、ミックスミックスミックスミックス古古古古紙紙紙紙のののの分分分分別別別別回回回回収収収収はははは、、、、事業事業事業事業系系系系のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ手手手手数数数数料料料料がががが上上上上がったのでがったのでがったのでがったので、、、、紙紙紙紙をををを従従従従来来来来どおどおどおどおりりりり焼却焼却焼却焼却ごみにごみにごみにごみに入入入入れていたのではおれていたのではおれていたのではおれていたのではお金金金金がかがかがかがかかってしまうということでかってしまうということでかってしまうということでかってしまうということで、、、、学学学学生生生生とととと一一一一緒緒緒緒にににに検討検討検討検討してしてしてして始始始始めたということになめたということになめたということになめたということになりりりりますますますます。。。。 

  家家家家庭庭庭庭系系系系のごみについてのごみについてのごみについてのごみについて、、、、今今今今までのところはまでのところはまでのところはまでのところは計画計画計画計画どおどおどおどおりりりりということでごということでごということでごということでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに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必要必要必要必要があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。今後今後今後今後どういうどういうどういうどういうふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを気気気気をつけをつけをつけをつけていくていくていくていくべべべべきかきかきかきか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのほほほほうでもうでもうでもうでも結構結構結構結構ですしですしですしですし、、、、市市市市へのへのへのへの提言提言提言提言でもでもでもでも結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回パネパネパネパネリリリリストのストのストのストのほほほほうにうにうにうにママママイクをイクをイクをイクを回回回回したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。1人人人人 2 分分分分ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 井上代表井上代表井上代表井上代表 

  ごみのごみのごみのごみの概概概概念念念念ってってってって、、、、実実実実はここにいるはここにいるはここにいるはここにいる皆皆皆皆ささささんんんん全員全員全員全員違違違違ううううんんんんですですですです。。。。私私私私たたたたちちちちはははは、、、、このこのこのこのキキキキャャャャップはップはップはップは資資資資源源源源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んんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、知知知知らないらないらないらない方方方方はたはたはたはただだだだのごみですのごみですのごみですのごみです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ごみのごみのごみのごみの捨捨捨捨てててて方方方方にしてもにしてもにしてもにしても、、、、このままこのままこのままこのまま捨捨捨捨てるてるてるてる方方方方もいますもいますもいますもいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、ララララベベベベルをルをルをルを取取取取ってってってって、、、、キキキキャャャャップをップをップをップを外外外外してしてしてして、、、、洗洗洗洗ってってってってちちちちゃんゃんゃんゃんとととと出出出出しているしているしているしている方方方方もおられますもおられますもおられますもおられます。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは市民一市民一市民一市民一
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人人人人一一一一人人人人のののの皆皆皆皆ささささんんんんがすごくがすごくがすごくがすごくキキキキーワードをーワードをーワードをーワードを持持持持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のですうのですうのですうのです。。。。それをごみにするかそれをごみにするかそれをごみにするかそれをごみにするか、、、、資資資資源源源源にするかにするかにするかにするか、、、、ですよですよですよですよねねねね。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっと私私私私たたたたちちちちのののの先先先先輩輩輩輩のののの方方方方はははは、、、、こういうこういうこういうこういう服服服服にしてもにしてもにしてもにしても、、、、すすすすべべべべてててて雑雑雑雑巾巾巾巾にかわっていたにかわっていたにかわっていたにかわっていたんんんんですですですですねねねね。。。。今今今今、、、、こういうこういうこういうこういう衣衣衣衣料料料料、、、、相当相当相当相当なななな量量量量がががが家家家家庭庭庭庭にににに眠眠眠眠っていますっていますっていますっています。。。。ですからですからですからですから、、、、それをどそれをどそれをどそれをどうするかはうするかはうするかはうするかは皆皆皆皆ささささんんんん次次次次第第第第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。。。。先先先先ほほほほどどどど 1人人人人 1,000 グラムとグラムとグラムとグラムと。。。。ですからですからですからですから、、、、4人人人人家家家家族族族族でしたらでしたらでしたらでしたら 4キキキキロというごみがロというごみがロというごみがロというごみが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。。。。100 グラムというとグラムというとグラムというとグラムというと、、、、わかわかわかわかりやりやりやりやすいすいすいすい言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると卵卵卵卵 2個個個個分分分分ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを皆皆皆皆ささささんんんんがががが、、、、90万万万万都都都都市市市市のののの市民市民市民市民がががが全員全員全員全員されたらされたらされたらされたら、、、、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 16億億億億円浮円浮円浮円浮くくくくんんんんですよですよですよですよ。。。。先先先先ほほほほどどどど、、、、年年年年間間間間のののの処処処処理理理理費費費費用用用用がががが 160億億億億円円円円とあとあとあとありりりりましたましたましたましたねねねね。。。。これこれこれこれ、、、、私私私私たたたたちちちちはすごくもったいないとはすごくもったいないとはすごくもったいないとはすごくもったいないと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。まあまあまあまあ、、、、言言言言いいいい方方方方はあれですけれどもはあれですけれどもはあれですけれどもはあれですけれども、、、、ごみをごみをごみをごみを燃燃燃燃ややややすためにすためにすためにすために 160億億億億円円円円のおのおのおのお金金金金をををを使使使使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。。。。それをそれをそれをそれを皆皆皆皆ささささんんんんがどうがどうがどうがどう考考考考えるかなえるかなえるかなえるかなんんんんですですですです。。。。減減減減らすからすからすからすか減減減減らさないらさないらさないらさないかというよかというよかというよかというよりりりりもももも、、、、もったいないというもったいないというもったいないというもったいないという感感感感覚覚覚覚ののののほほほほうがうがうがうが実実実実はははは大大大大きいきいきいきいんじゃんじゃんじゃん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。。。。 

  そういうことのいろいろそういうことのいろいろそういうことのいろいろそういうことのいろいろ情情情情報報報報交交交交換換換換とかとかとかとか、、、、地域地域地域地域のののの中中中中のののの自治会自治会自治会自治会のののの中中中中でされていることでもいでされていることでもいでされていることでもいでされていることでもいろいろあるとろいろあるとろいろあるとろいろあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。生生生生ごみをごみをごみをごみを堆堆堆堆肥肥肥肥にされているとかにされているとかにされているとかにされているとか。。。。そういうことをどそういうことをどそういうことをどそういうことをどんんんんどどどどんんんん、、、、自自自自分分分分のののの周周周周りりりりのののの方方方方にににに伝伝伝伝えてえてえてえて、、、、それをそれをそれをそれを広広広広めていためていためていためていただだだだけれけれけれければばばば、、、、簡単簡単簡単簡単にににに 1/3 削減削減削減削減ななななんんんんかはかはかはかは実現実現実現実現できるできるできるできるんんんんじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか。。。。同時同時同時同時にににに、、、、環境環境環境環境もよくなもよくなもよくなもよくなりりりりますますますます、、、、それからそれからそれからそれから自分自分自分自分たたたたちちちちのののの子子子子孫孫孫孫にもいいにもいいにもいいにもいい環境環境環境環境をををを残残残残ししししていけるとていけるとていけるとていけると私私私私はははは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。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  極極極極めてわかめてわかめてわかめてわかりやりやりやりやすいすいすいすい言葉言葉言葉言葉でででで今今今今語語語語っていたっていたっていたっていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。ここここういうようなわかういうようなわかういうようなわかういうようなわかりやりやりやりやすさといすさといすさといすさというのはうのはうのはうのは重要重要重要重要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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、表表表表ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 表委員表委員表委員表委員 

  私私私私はははは、、、、先先先先ほほほほどどどど言言言言ったったったった市市市市のののの焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減のののの推進推進推進推進委員委員委員委員をををを始始始始めためためためたばばばばかかかかりりりりですのでですのでですのでですので、、、、それがそれがそれがそれが 2年年年年任期任期任期任期があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその中中中中でまずでまずでまずでまず頑張頑張頑張頑張っていきたいなとっていきたいなとっていきたいなとっていきたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。ままままだだだだ会議会議会議会議がががが 3 回回回回ぐぐぐぐらいしかないらいしかないらいしかないらいしかない中中中中でででで思思思思ったのはったのはったのはったのは、、、、そういうそういうそういうそういう会議会議会議会議にににに参加参加参加参加してくるしてくるしてくるしてくる方方方方、、、、かなかなかなかなりりりりごごごご年年年年配配配配のののの方方方方がががが多多多多くくくくてててて、、、、私私私私のようなのようなのようなのような、、、、小小小小さいさいさいさい子子子子供供供供をををを育育育育てているてているてているてている人人人人というのはというのはというのはというのは、、、、公公公公募募募募委員委員委員委員のののの中中中中ではではではでは 1 人人人人だだだだったったったったんんんんですですですです。。。。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりそれそれそれそれだだだだからこそできることがあるかなとからこそできることがあるかなとからこそできることがあるかなとからこそできることがあるかなと。。。。子育子育子育子育てててて世世世世代代代代というのはというのはというのはというのは、、、、子育子育子育子育ててててがががが中中中中心心心心になってしまうのでになってしまうのでになってしまうのでになってしまうので、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外のののの、、、、例例例例ええええばばばばごみごみごみごみ問問問問題題題題とかというところになかなかとかというところになかなかとかというところになかなかとかというところになかなか目目目目がががが向向向向きにくいきにくいきにくいきにくいんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、特特特特にににに小小小小さいさいさいさい子子子子、、、、ううううちちちちのののの息息息息子子子子もまもまもまもまだだだだおおおおむむむむつがつがつがつが外外外外れたれたれたれたばばばばかかかかりりりりでででですけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、紙紙紙紙おおおおむむむむつのつのつのつの山山山山をををを毎毎毎毎日出日出日出日出していたしていたしていたしていたりりりりとかとかとかとか、、、、すごいごみをすごいごみをすごいごみをすごいごみを出出出出すすすす世世世世代代代代でもあるでもあるでもあるでもあるんんんんでででですすすすねねねね。。。。まあまあまあまあ、、、、そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、主主主主婦婦婦婦としてとしてとしてとして毎毎毎毎日日日日ごみをごみをごみをごみを出出出出すというすというすというすという作作作作業業業業をするのもをするのもをするのもをするのも私私私私たたたたちちちちなのなのなのなのでででで、、、、節節節節約約約約にもなっているとかにもなっているとかにもなっているとかにもなっているとか、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも楽楽楽楽しいしいしいしい部部部部分分分分もあってできることがあったらもあってできることがあったらもあってできることがあったらもあってできることがあったら、、、、それそれそれそれをををを市民会議市民会議市民会議市民会議のののの中中中中でででで実現実現実現実現していきたいなとしていきたいなとしていきたいなとしていきたいなと。。。。最最最最終終終終的的的的にににに、、、、2 年年年年終終終終わったときにわったときにわったときにわったときに、、、、報告報告報告報告というというというという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、、、、実際実際実際実際にににに実実実実践践践践してしてしてして、、、、減減減減ったったったった部部部部分分分分をきをきをきをきちちちちんんんんとととと見見見見せることができてせることができてせることができてせることができて、、、、さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた 2年年年年よよよよりりりりもももも先先先先にににに続続続続けていけるようなけていけるようなけていけるようなけていけるような活動活動活動活動がしていきたいなとがしていきたいなとがしていきたいなとがしてい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。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 2 年年年年というのはというのはというのはというのは大大大大変変変変重要重要重要重要なななな 2 年年年年でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。パンフパンフパンフパンフレレレレッッッットのトのトのトの一一一一番番番番後後後後ろをごらろをごらろをごらろをごらんんんんいたいたいたいただだだだきますときますときますときますと、、、、中中中中間間間間年度年度年度年度、、、、23 年度年度年度年度というのがごというのがごというのがごというのがござざざざいますいますいますいます。。。。中中中中間間間間年年年年度度度度のののの中中中中でででで見見見見直直直直しをしてしをしてしをしてしをして、、、、そのそのそのその次次次次期期期期計画計画計画計画でさらなるでさらなるでさらなるでさらなる減減減減量量量量施施施施策策策策もももも検討検討検討検討していくことになっておしていくことになっておしていくことになっておしていくことになっておりりりりますますますます。。。。まあまあまあまあ、、、、今今今今まではまではまではまでは順順順順調調調調ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに目目目目標達標達標達標達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて、、、、何何何何らからからからか新新新新しいしいしいしいことをことをことをことをややややっていくということがあれっていくということがあれっていくということがあれっていくということがあればばばば、、、、そういうそういうそういうそういう 2 年年年年のののの中中中中でででで頭頭頭頭出出出出しをしていってしをしていってしをしていってしをしていって、、、、中中中中間間間間のののの見見見見直直直直しにつなげていくというしにつなげていくというしにつなげていくというしにつなげていくという重要重要重要重要なななな役回役回役回役回りりりりをををを持持持持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のでいますのでいますのでいますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷会会会会長長長長 

  はいはいはいはい。。。。3 つつつつほほほほどおどおどおどお願願願願いというのかいというのかいというのかいというのか、、、、来年度来年度来年度来年度ややややってみたいなとってみたいなとってみたいなとってみたいなと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、、、、1 つつつつはははは、、、、これはこれはこれはこれは千葉市千葉市千葉市千葉市ささささんんんんにににに言言言言うのかうのかうのかうのか、、、、自分自分自分自分のところにのところにのところにのところに言言言言うのかよくわからないうのかよくわからないうのかよくわからないうのかよくわからないんんんんですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、、、、今今今今ごみステーションというごみステーションというごみステーションというごみステーションという名前名前名前名前をををを使使使使っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。これをこれをこれをこれを資源資源資源資源回回回回収収収収ステーションステーションステーションステーションというようにというようにというようにというように、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる、、、、さっきさっきさっきさっき白井貴子白井貴子白井貴子白井貴子ささささんんんんがががが、、、、価価価価値観値観値観値観をををを変変変変えないとえないとえないとえないと、、、、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われたとわれたとわれたとわれ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、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり一一一一番初番初番初番初めにめにめにめに「「「「ごみごみごみごみ」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉があってがあってがあってがあって、、、、分分分分別別別別ししししなさいというのがなさいというのがなさいというのがなさいというのが今今今今のののの市市市市ののののやりやりやりやり方方方方ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、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、、、、あなたたあなたたあなたたあなたたちちちちはははは資源資源資源資源をををを分分分分別別別別してしてしてして、、、、要要要要らないものらないものらないものらないものだだだだけをごみけをごみけをごみけをごみ箱箱箱箱にににに捨捨捨捨ててくててくててくててくだだだださいさいさいさい、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような考考考考ええええ方方方方でいけでいけでいけでいけばばばば、、、、名前名前名前名前をををを資源資源資源資源回回回回収収収収ステーションというようなステーションというようなステーションというようなステーションというような名前名前名前名前にににに変変変変えることはできないでしえることはできないでしえることはできないでしえることはできないでしょょょょうかとうかとうかとうかというのがいうのがいうのがいうのが 1 つつつつ。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、それにそれにそれにそれに関連関連関連関連してしてしてして、、、、井上井上井上井上ささささんんんんのところでのところでのところでのところでややややられていますられていますられていますられています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なプなプなプなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ううううちちちち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集集集集めめめめ方方方方をををを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、ほほほほととととんんんんどどどど栓栓栓栓はついてはついてはついてはついていますいますいますいます。。。。ですかですかですかですからららら、、、、これをこれをこれをこれを来年度来年度来年度来年度からからからから外外外外してしてしてしてややややれるようなれるようなれるようなれるような運運運運動動動動をををを今計画今計画今計画今計画しようかなとしようかなとしようかなとしようかなと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは商商商商店店店店会会会会とかとかとかとか、、、、特特特特にコンにコンにコンにコンビビビビニあたニあたニあたニあたりりりりのののの協力協力協力協力をををを得得得得ないとないとないとないと難難難難しいしいしいしいんんんんだだだだろうとろうとろうとろう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、、、、コンコンコンコンビビビビニでパンとニでパンとニでパンとニでパンと缶缶缶缶とびとびとびとびんんんんとととと買買買買ったのをったのをったのをったのを、、、、1 つにつにつにつに入入入入れてごみステーションのれてごみステーションのれてごみステーションのれてごみステーションの中中中中へへへへ捨捨捨捨てていくてていくてていくてていく数数数数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出出出出ましたようにましたようにましたようにましたように、、、、若若若若いいいい人人人人にににに非常非常非常非常にににに多多多多うごうごうごう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、、、、これはこれはこれはこれは売売売売るときからるときからるときからるときから、、、、逆逆逆逆にににに袋袋袋袋をををを渡渡渡渡してもらわないしてもらわないしてもらわないしてもらわないほほほほうがいいのかなというようなうがいいのかなというようなうがいいのかなというようなうがいいのかなというような感感感感じじじじもしもしもしもしますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、これはこれはこれはこれは最最最最後後後後にににに 1 つつつつ、、、、ぜぜぜぜひひひひ副副副副市市市市長長長長ささささんんんんをはをはをはをはじじじじめめめめ皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいんんんんですけですけですけですけれどもれどもれどもれども、、、、今今今今ううううちちちちでごみででごみででごみででごみで一一一一番問番問番問番問題題題題にににになっているのはなっているのはなっているのはなっているのは不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄。。。。不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のののの中中中中でででで、、、、道道道道路路路路にににに捨捨捨捨てたてたてたてたりりりり、、、、いろいろいろいろんんんんなものについてはそれななものについてはそれななものについてはそれななものについてはそれなりりりりにするにするにするにするんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、最最最最近近近近、、、、飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋ささささんんんん、、、、いいいいらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃったらごめったらごめったらごめったらごめんんんんなさいなさいなさいなさい、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる小小小小規規規規模模模模事業事業事業事業者者者者でででで、、、、2時時時時かかかか 3時時時時ごろまでごろまでごろまでごろまで商商商商売売売売をされてをされてをされてをされて、、、、帰帰帰帰りりりりにににに、、、、魚魚魚魚のさのさのさのさばばばばいたいたいたいたややややつとかつとかつとかつとか肉肉肉肉とかをそのままごみステーションへとかをそのままごみステーションへとかをそのままごみステーションへとかをそのままごみステーションへ、、、、家家家家庭庭庭庭用用用用のごみののごみののごみののごみの中中中中にににに捨捨捨捨てててててててて帰帰帰帰られるられるられるられる方方方方がががが結構結構結構結構いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、蘇蘇蘇蘇我我我我駅駅駅駅のののの近辺近辺近辺近辺のののの飲飲飲飲みみみみ屋屋屋屋ささささんんんん街街街街でででで、、、、そこにそこにそこにそこに住住住住宅宅宅宅をををを持持持持っているっているっているっている方方方方というのはというのはというのはというのは何何何何割割割割もおられずもおられずもおられずもおられず、、、、ほほほほととととんんんんどどどど車車車車でででで通通通通われているとわれているとわれているとわれていると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。ですからですからですからですから、、、、当然明当然明当然明当然明けけけけ方方方方にににに捨捨捨捨てていってくてていってくてていってくてていってくだだだださるさるさるさる。。。。 

  このこのこのこの前前前前のののの早早早早朝朝朝朝啓発啓発啓発啓発のときでものときでものときでものときでも、、、、朝朝朝朝 6 時時時時半半半半にににに集集集集まったときにはもうごみステーションまったときにはもうごみステーションまったときにはもうごみステーションまったときにはもうごみステーション満満満満杯杯杯杯でででで、、、、それそれそれそれ以降来以降来以降来以降来たたたた人人人人はははは数数数数えるえるえるえるほほほほどしかいなかったというようなどしかいなかったというようなどしかいなかったというようなどしかいなかったというような状状状状態態態態がががが、、、、特特特特にににに私私私私どものどものどものどもの近辺近辺近辺近辺のののの、、、、ううううちちちちのののの町町町町会会会会でないところのでないところのでないところのでないところの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから車車車車でででで毎毎毎毎日日日日運運運運んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がががが、、、、車車車車のナンのナンのナンのナンババババーもわかーもわかーもわかーもわかっているっているっているっているんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいますいますいますいます。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人についてについてについてについて考考考考えたのえたのえたのえたのはははは、、、、千葉市千葉市千葉市千葉市とかとかとかとか警警警警察察察察とかとかとかとか保保保保健所健所健所健所等等等等でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる衛衛衛衛生生生生関連関連関連関連とかとかとかとか風風風風俗俗俗俗営営営営業業業業のののの関係関係関係関係のののの認認認認可可可可届届届届けけけけ出出出出でというのがあるとでというのがあるとでというのがあるとでというのがある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、、、、そのそのそのその際際際際にににに、、、、ごみごみごみごみ処処処処理理理理業業業業者者者者とととと契契契契約約約約をしているをしているをしているをしている書書書書類類類類をつけることををつけることををつけることををつけることを、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる認認認認可可可可をすをすをすをするためるためるためるため、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは届届届届けけけけ出出出出でをでをでをでを受受受受けるときのけるときのけるときのけるときの条件条件条件条件にしてにしてにしてにしていたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。当然当然当然当然、、、、条条条条例例例例をををを変変変変えてえてえてえてほほほほしいということなしいということなしいということなしいということなんんんんですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれはぜぜぜぜひおひおひおひ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。。。。 

  非常非常非常非常にににに悩悩悩悩んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんですですですですねねねね。。。。もうもうもうもう、、、、焼焼焼焼きききき肉肉肉肉屋屋屋屋ささささんんんんがさがさがさがさばばばばいたいたいたいた肉肉肉肉をそのままをそのままをそのままをそのまま入入入入れていくれていくれていくれていく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のでいますのでいますのでいますので、、、、まあまあまあまあ、、、、ほんほんほんほんとうのことをとうのことをとうのことをとうのことを言言言言うとうとうとうと、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話をここでしてもをここでしてもをここでしてもをここでしても意意意意味味味味ないとないとないとないと思思思思っているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。よくよくよくよくややややっているっているっているっている人人人人はここにはここにはここにはここに出出出出てきているとてきているとてきているとてきていると思思思思うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど、、、、ここにここにここにここに出出出出てきていないてきていないてきていないてきていない人人人人ががががややややっているっているっているっているんんんんですですですですねねねね。。。。当当当当日日日日一一一一番番番番困困困困るのはるのはるのはるのは、、、、ふふふふだだだだんんんん日日日日本本本本語語語語話話話話してしてしてしていてもいてもいてもいても、、、、こういうこういうこういうこういう話話話話をををを注意注意注意注意しにしにしにしに行行行行くとくとくとくと、「、「、「、「私私私私、、、、韓韓韓韓国国国国語語語語以以以以外外外外ししししゃゃゃゃべべべべれないれないれないれない」、「」、「」、「」、「中中中中国国国国語語語語以以以以外外外外ししししゃゃゃゃべべべべれないれないれないれない」」」」とととと、、、、こうこうこうこう来来来来ますのでますのでますのでますので、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり認認認認可可可可するときにそういうするときにそういうするときにそういうするときにそういう条件条件条件条件をつけていたをつけていたをつけていたをつけていただだだだかかかかないとないとないとないと、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと我我我我々々々々のののの手手手手にはにはにはには負負負負えないえないえないえない部部部部分分分分があがあがあがありりりりますますますます。。。。過去過去過去過去にはにはにはには、、、、袋袋袋袋をあけてをあけてをあけてをあけて、、、、中中中中にににに入入入入っていたっていたっていたっていた箸袋箸袋箸袋箸袋のののの紙紙紙紙をををを見見見見てててて、、、、そのそのそのその店店店店のののの前前前前にわにわにわにわざざざざとととと持持持持っていたというようなっていたというようなっていたというようなっていたというような強強強強行手行手行手行手段段段段もとったもとったもとったもとったことがあことがあことがあことがありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、そのおそのおそのおそのお店店店店ははははややややめますけれどもめますけれどもめますけれどもめますけれども、、、、ほほほほかのかのかのかの方方方方はまたはまたはまたはまた同同同同じじじじことをしまことをしまことをしまことをしますのですのですのですので、、、、ぜぜぜぜひひひひ条条条条例例例例化化化化についてはごについてはごについてはごについてはご検討検討検討検討をををを願願願願いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 
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 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。ごみステーションのごみステーションのごみステーションのごみステーションの名前名前名前名前をををを変変変変えるとかえるとかえるとかえるとか具具具具体的体的体的体的なななな提言提言提言提言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。。。。事業事業事業事業系系系系のののの一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理手理手理手理手数数数数料料料料がががが上上上上がったせいもあるのかもしれませがったせいもあるのかもしれませがったせいもあるのかもしれませがったせいもあるのかもしれませんんんんねねねね。。。。家家家家庭庭庭庭用用用用のところにのところにのところにのところに不不不不届届届届きなきなきなきな業業業業者者者者ささささんんんんがががが捨捨捨捨てにいくというてにいくというてにいくというてにいくという問問問問題題題題もももも指指指指摘摘摘摘されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは市市市市ののののほほほほうでうでうでうでぜぜぜぜひともひともひともひとも検討検討検討検討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。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、高橋高橋高橋高橋ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 高橋部長高橋部長高橋部長高橋部長 

  私私私私はははは、、、、このこのこのこの環境環境環境環境にかかわってにかかわってにかかわってにかかわってほんほんほんほんとうにいろとうにいろとうにいろとうにいろんんんんなななな人人人人とおとおとおとお話話話話をするをするをするをするんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋のののの削減削減削減削減のののの件件件件でもでもでもでも非常非常非常非常によくわかったということでによくわかったということでによくわかったということでによくわかったということで、、、、目目目目からうろこのことがあったからうろこのことがあったからうろこのことがあったからうろこのことがあったんんんんですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、意識意識意識意識をををを変変変変えれえれえれえればばばば行行行行動動動動はははは変変変変わるわるわるわる。。。。意識意識意識意識をををを変変変変えなけれえなけれえなけれえなければばばば行行行行動動動動はははは変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。だだだだからからからから、、、、意識意識意識意識だだだだ、、、、意識意識意識意識だだだだとととと言言言言ってってってって、、、、ほんほんほんほんとうにいろとうにいろとうにいろとうにいろんんんんなことをするなことをするなことをするなことをするんんんんですですですですねねねね。。。。ところがところがところがところが、、、、レレレレジジジジ袋袋袋袋ののののことでいくとことでいくとことでいくとことでいくと、、、、何十何十何十何十年年年年もこのもこのもこのもこの削減削減削減削減にににに努努努努力力力力してきたしてきたしてきたしてきた消費消費消費消費団体団体団体団体のののの方方方方ななななんんんんかはかはかはかは、、、、ここここんんんんなにうまくなにうまくなにうまくなにうまくいくといくといくといくと思思思思わなかったわなかったわなかったわなかった、、、、もうもうもうもう拍拍拍拍子子子子抜抜抜抜けしたというようなことけしたというようなことけしたというようなことけしたというようなこと。。。。結結結結局局局局、、、、行行行行動動動動がががが変変変変われわれわれわればばばば意識意識意識意識がががが変変変変わるとわるとわるとわると。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、分分分分別別別別をきをきをきをきちちちちんんんんとできるとできるとできるとできる人人人人はははは、、、、最最最最初初初初はははは大大大大変変変変だだだだったけれどもったけれどもったけれどもったけれども、、、、ややややってみたってみたってみたってみたらららら何何何何のことはないというのことはないというのことはないというのことはないという、、、、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多多多多分環境分環境分環境分環境のことではないかなとのことではないかなとのことではないかなとのことではないかなと。。。。そしてそしてそしてそして、、、、いわいわいわいわゆるおゆるおゆるおゆるお客客客客様様様様のののの心心心心理理理理、、、、私私私私もももも含含含含めてですけれどもめてですけれどもめてですけれどもめてですけれども、、、、ややややははははりりりり買買買買いたいものといたいものといたいものといたいものと買買買買えるものはえるものはえるものはえるものは違違違違うしうしうしうし、、、、買買買買ううううべべべべきものときものときものときものと買買買買ってしまうものもってしまうものもってしまうものもってしまうものも違違違違うううう。。。。これがこれがこれがこれが人人人人間間間間のののの心心心心理理理理だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、私私私私たたたたちちちちもももも、、、、これこれこれこれ環境環境環境環境にいいにいいにいいにいいんんんんですですですです、、、、でもでもでもでもちちちちょょょょっとっとっとっと高高高高いいいいんんんんですですですです、、、、そのそのそのその分分分分高高高高いいいいんんんんですとですとですとですと、、、、こうこうこうこういうことでいうことでいうことでいうことで理理理理解解解解をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいていていていて、、、、そしてコストそしてコストそしてコストそしてコスト計計計計算算算算をしながらということををしながらということををしながらということををしながらということをぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりやりやりやり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やりやりやりやり方方方方をずっとをずっとをずっとをずっとややややっていますっていますっていますっています。。。。それはもうそれはもうそれはもうそれはもう、、、、理理理理屈屈屈屈はそうなはそうなはそうなはそうなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、そうではなくてそうではなくてそうではなくてそうではなくて、、、、企業企業企業企業としてとしてとしてとして最最最最終終終終的的的的にににに必要必要必要必要なななな利利利利益益益益があるがあるがあるがある。。。。そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、環境環境環境環境にいいにいいにいいにいい商商商商品品品品もももも、、、、もうもうもうもう同同同同じじじじ値段値段値段値段にしてにしてにしてにして、、、、ここここちちちちらはらはらはらは環境環境環境環境にににに配配配配慮慮慮慮しますしますしますします、、、、ここここちちちちらはこのおらはこのおらはこのおらはこのお値段値段値段値段。。。。そうしたときにそうしたときにそうしたときにそうしたときに、、、、おおおお客客客客様様様様ががががほんほんほんほんとうにことうにことうにことうにこちちちちらのらのらのらのほほほほううううをををを選選選選んんんんでいたでいたでいたでいただだだだくくくく。。。。選選選選んんんんでいたでいたでいたでいただだだだけれけれけれければばばば、、、、それはそれはそれはそれは経済経済経済経済ががががよくなってよくなってよくなってよくなって、、、、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ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに売売売売れていくというれていくというれていくというれていくという、、、、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ややややっていかっていかっていかっていかなけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。 

  よくよくよくよく、、、、JR のトイのトイのトイのトイレレレレななななんんんんかにかにかにかに入入入入るとるとるとると、、、、昔昔昔昔はははは、「、「、「、「トイトイトイトイレレレレをををを汚汚汚汚さないでくさないでくさないでくさないでくだだだださいさいさいさい」」」」とととと。「。「。「。「一一一一歩歩歩歩前前前前進進進進」」」」とかとかとかとか、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。でもでもでもでも、、、、最最最最近近近近はははは、「、「、「、「きれいにきれいにきれいにきれい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いてあいてあいてあいてありりりりがとがとがとがとうごうごうごうござざざざいますいますいますいます」」」」とととと。。。。こういうこういうこういうこういう 1 つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチのののの仕仕仕仕方方方方、、、、環境環境環境環境にににに対対対対してこういうことをすれしてこういうことをすれしてこういうことをすれしてこういうことをすればばばば気気気気持持持持ちちちちいいこといいこといいこといいことだだだだとかとかとかとか、、、、いいこといいこといいこといいこと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ふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを、、、、我我我我々々々々もおもおもおもお客客客客様様様様あってあってあってあってのののの商商商商売売売売ですからですからですからですから、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり快適快適快適快適にににに買買買買いいいい物物物物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、、、、そういうことをもうそろそろそういうことをもうそろそろそういうことをもうそろそろそういうことをもうそろそろややややるるるるべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと。。。。何何何何かかかか、、、、環境環境環境環境、、、、環境環境環境環境とととと言言言言ってあまってあまってあまってあまりりりり脅脅脅脅すというかすというかすというかすというか、、、、そういうプそういうプそういうプそういうプレレレレッシッシッシッシャャャャーをかけることではなくてーをかけることではなくてーをかけることではなくてーをかけることではなくて、、、、おおおお客客客客様様様様にはにはにはには環境環境環境環境というのはというのはというのはというのは楽楽楽楽しいとかしいとかしいとかしいとか、、、、気気気気持持持持ちちちちがいいとかがいいとかがいいとかがいいとか、、、、そしてそれがそしてそれがそしてそれがそしてそれが常常常常識識識識だだだだというというというというふふふふうにしていくようなこともうにしていくようなこともうにしていくようなこともうにしていくようなことも知知知知恵恵恵恵をををを使使使使ってってってってややややっていきたいといっていきたいといっていきたいといっていきたいといううううふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、30 分分分分になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと 5 分分分分ぐぐぐぐらいらいらいらい延延延延ばばばばささささせていたせていたせていたせていただだだだいていていていて、、、、最最最最後後後後までパネルまでパネルまでパネルま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たいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  ではではではでは、、、、深沢深沢深沢深沢ささささんんんん、、、、おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

 深沢委員深沢委員深沢委員深沢委員 

  今今今今、、、、高橋高橋高橋高橋ささささんんんんののののほほほほうからもうからもうからもうからも意識意識意識意識というおというおというおというお話話話話があがあがあがありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、私私私私たたたたちちちちのののの大学大学大学大学でもでもでもでも、、、、課課課課題題題題となっているのはとなっているのはとなっているのはとなっているのは、、、、ややややははははりりりり学学学学生生生生のののの意識意識意識意識がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか変変変変わっていかないというところわっていかないというところわっていかないというところわっていかないというところだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。アンアンアンアンケケケケートなートなートなートなんんんんかをかをかをかを実施実施実施実施しますとしますとしますとしますと、、、、ももももちちちちろろろろんレんレんレんレジジジジ袋袋袋袋をををを有料化有料化有料化有料化してしてしてして、、、、学学学学校校校校のののの外外外外でででで
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ももももレレレレジジジジ袋袋袋袋をもらわなくなったというようなをもらわなくなったというようなをもらわなくなったというようなをもらわなくなったというような意見意見意見意見もあってうれしいところなもあってうれしいところなもあってうれしいところなもあってうれしいところなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、逆逆逆逆にににに、、、、ごみのごみのごみのごみの分分分分別別別別のののの意識意識意識意識がががが少少少少しししし低低低低下下下下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デデデデータもあータもあータもあータもありりりりましてましてましてまして、、、、そのそのそのその辺辺辺辺をををを変変変変えてえてえてえていかなけれいかなけれいかなけれいかなければばばばいけないなといういけないなといういけないなといういけないなというふふふふうにうにうにうに感感感感じじじじていますていますていますています。。。。 

  具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、去去去去年年年年からからからから実施実施実施実施しているミックスしているミックスしているミックスしているミックス古古古古紙紙紙紙回回回回収収収収、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙のののの回回回回収収収収のののの状況状況状況状況がががが、、、、今今今今 1 年年年年たたたたってもあまってもあまってもあまってもあまりりりり状況状況状況状況がよくなくてがよくなくてがよくなくてがよくなくて、、、、回回回回収収収収率率率率がががが低低低低いとかいとかいとかいとか、、、、ほほほほかのごみがかのごみがかのごみがかのごみが混混混混入入入入してしまっているしてしまっているしてしまっているしてしまっているというようなというようなというようなというような状況状況状況状況があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、回回回回収収収収率率率率をををを上上上上げていくということをげていくということをげていくということをげていくということ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いけないといけないといけないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今、、、、ごみごみごみごみ担当担当担当担当ののののほほほほうでごみのうでごみのうでごみのうでごみの分分分分別別別別ママママニニニニュュュュアルをアルをアルをアルを作作作作成成成成しているようでしているようでしているようでしているようですのですのですのですので、、、、それをそれをそれをそれを見見見見てててて一一一一目目目目でわかるようにでわかるようにでわかるようにでわかるように、、、、一一一一目目目目でミックスでミックスでミックスでミックス古古古古紙紙紙紙ってってってって何何何何だだだだろうというろうというろうというろうというふふふふうにうにうにうに、、、、雑雑雑雑紙紙紙紙がうまくがうまくがうまくがうまく回回回回収収収収にににに回回回回るようにしていけたらいいなとるようにしていけたらいいなとるようにしていけたらいいなとるようにしていけたらい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。。。。 

  またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど韓韓韓韓国国国国語語語語とかとかとかとか中中中中国国国国語語語語というおというおというおというお話話話話もあもあもあもありりりりましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、今今今今年年年年からからからから千葉大千葉大千葉大千葉大のののの留留留留学学学学生生生生にににに向向向向けけけけてもてもてもても環境環境環境環境のののの知知知知識識識識をををを研研研研修修修修でででで教教教教えていこうということでえていこうということでえていこうということでえていこうということで、、、、学内学内学内学内でででで発発発発行行行行しているパンしているパンしているパンしているパンフフフフレレレレットですとかットですとかットですとかットですとか、、、、環境報告書環境報告書環境報告書環境報告書をををを学学学学生生生生がががが英英英英訳訳訳訳作作作作業業業業をしましてをしましてをしましてをしまして留留留留学学学学生生生生向向向向けにけにけにけに発発発発行行行行しているとしているとしているとしているということもいうこともいうこともいうこともややややっているのでっているのでっているのでっているので、、、、それをよそれをよそれをよそれをよりりりり一一一一層層層層充充充充実実実実させてさせてさせてさせて、、、、大学大学大学大学全全全全体体体体でででで回回回回収収収収にににに、、、、3R ののののほほほほうにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んんんんでいけたらいいなとでいけたらいいなとでいけたらいいなとでいけたらい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。。。。 

  以以以以上上上上ですですですです。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  若若若若いいいい人人人人のののの中中中中でもでもでもでもちちちちゃんゃんゃんゃんとととと頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている人人人人もいますのでもいますのでもいますのでもいますので、、、、こういうこういうこういうこういう頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている若若若若いいいい人人人人ががががどどどどんんんんどどどどんんんん増増増増えていくようにどうすれえていくようにどうすれえていくようにどうすれえていくようにどうすればばばばいいのかいいのかいいのかいいのか考考考考えることもえることもえることもえることも大大大大切切切切ですですですです。。。。楽楽楽楽しいいろしいいろしいいろしいいろんんんんなななな企企企企画画画画をををを考考考考えるのもえるのもえるのもえるの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。「。「。「。「ややややらされていらされていらされていらされているるるる」」」」感感感感があるとなかなかできないとがあるとなかなかできないとがあるとなかなかできないとがあるとなかなかできないと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、高橋高橋高橋高橋ささささんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃ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、、、、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工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをしていくということもいくということもいくということもいくということも必要必要必要必要でしでしでしでしょょょょうううう。。。。 

  最最最最後後後後、、、、パネパネパネパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆ささささんんんんにににに一言一言一言一言ずつずつずつずつ感感感感想想想想をとをとをとを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、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと時時時時間間間間があがあがあがありりりりまままませせせせんんんんのでのでのでので、、、、代表代表代表代表してしてしてして、、、、副副副副市市市市長長長長ののののほほほほうにうにうにうに、、、、これまでのパネルのこれまでのパネルのこれまでのパネルのこれまでのパネルの議議議議論論論論をおをおをおをお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだいたいたいたいた上上上上ででででのののの千葉市千葉市千葉市千葉市としてのとしてのとしてのとしての決決決決意表意表意表意表明明明明といったものでといったものでといったものでといったもので締締締締めていためていためていためていただだだだけれけれけれければばばばあああありりりりがたいですがたいですがたいですがたいです。。。。よろしくよろしくよろしくよろ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。。。。 

 林副林副林副林副市市市市長長長長 

  パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの皆皆皆皆ささささんんんんにににに、、、、もうもうもうもうほんほんほんほんとうにいろいろなところでおとうにいろいろなところでおとうにいろいろなところでおとうにいろいろなところでお知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してもらったしてもらったしてもらったしてもらったりりりり、、、、実際実実際実実際実実際実践践践践ししししてもらっててもらっててもらっててもらってほんほんほんほんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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努努努努力力力力のののの集集集集大成大成大成大成でででで、、、、かかかかななななりりりりごみのごみのごみのごみの削減削減削減削減がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいるんんんんだだだだなというなというなというなという実実実実感感感感をををを改改改改めてめてめてめて持持持持ったったったった次次次次第第第第ですですですです。。。。順順順順調調調調にににに今今今今進進進進んんんんででででおおおおりりりりますがますがますがますが、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭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、、、、これからがまたこれからがまたこれからがまたこれからがまたややややははははりりりり胸胸胸胸突突突突きききき八丁八丁八丁八丁というかというかというかというか、、、、そういそういそういそういうところになうところになうところになうところになりりりりますのでますのでますのでますので、、、、さらにさらにさらにさらに引引引引きききき続続続続きいろいろごきいろいろごきいろいろごきいろいろご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、市市市市ののののほほほほうもうもうもうも頑張頑張頑張頑張っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今市市市市ののののほほほほうでうでうでうでややややっておっておっておっておりりりりますのはますのはますのはますのは、、、、紙紙紙紙ごみのごみのごみのごみの次次次次のステップとしのステップとしのステップとしのステップとしてててて、、、、例例例例ええええばばばば生生生生ごみのごみのごみのごみの分分分分別別別別収収収収集集集集についてはについてはについてはについては 3 つのつのつのつの地地地地区区区区でででで実実実実験験験験的的的的ににににモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をおをおをおをお願願願願いしていしていしていして実実実実施施施施しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、プラスプラスプラスプラスチチチチックックックック製製製製容容容容器包装器包装器包装器包装のののの分分分分別別別別ですとかですとかですとかですとか、、、、またまたまたまた、、、、庭庭庭庭木木木木のののの剪剪剪剪定定定定枝枝枝枝のののの再再再再資源化資源化資源化資源化というようなというようなというようなというような、、、、次次次次のステップのものについてもそろそろのステップのものについてもそろそろのステップのものについてもそろそろのステップのものについてもそろそろ少少少少しししし研究研究研究研究してしてしてして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くめていくめていくめていく必要必要必要必要があろうかなとがあろうかなとがあろうかなとがあろうかなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  何何何何しろしろしろしろ、、、、こういったことでこういったことでこういったことでこういったことで、、、、一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩進進進進んんんんできておできておできておできておりりりりますがますがますがますが、、、、ままままだだだだままままだだだだいろいろいろいろんんんんなななな意意意意味味味味でででで、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの市民会議等市民会議等市民会議等市民会議等からのおからのおからのおからのお知知知知恵恵恵恵をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら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進進進進まないところもあまないところもあまないところもあまないところもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、事業事業事業事業所所所所のののの皆皆皆皆ささささんんんん、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思います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、、、、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児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんんののののほほほほうからあうからあうからあうからありりりりましたがましたがましたがましたが、、、、小小小小規規規規模模模模事業事業事業事業者者者者からのごからのごからのごからのごみのみのみのみの不不不不法法法法投投投投棄棄棄棄のよのよのよのようなものもあうなものもあうなものもあうなものもありりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは全全全全市的市的市的市的にににに非常非常非常非常にににに困困困困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のでなのでなのでなので、、、、市市市市としてとしてとしてとしてモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業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、、、、中央中央中央中央区区区区内内内内でででで、、、、不不不不適適適適正正正正的的的的排排排排出出出出にににに対対対対してのしてのしてのしてのモデモデモデモデルルルル事事事事業業業業などもなどもなどもなどもちちちちょょょょっとっとっとっと計画計画計画計画しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、1 つのきっかけにまたつのきっかけにまたつのきっかけにまたつのきっかけにまた考考考考えていきたいなとえていきたいなとえていきたいなとえていきたいなと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。多多多多分分分分、、、、児玉谷児玉谷児玉谷児玉谷ささささんんんんののののややややっているっているっているっている町町町町内会内会内会内会もそうなもそうなもそうなもそうなんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ごみがうまくごみがうまくごみがうまくごみがうまく分分分分
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別別別別できてできてできてできて、、、、ごみのないごみのないごみのないごみのない町町町町というのはというのはというのはというのは、、、、ごみごみごみごみ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、、、、花花花花もあるとかもあるとかもあるとかもあるとか、、、、非常非常非常非常にきれいにきれいにきれいにきれいだだだだとかとかとかとか、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに注意注意注意注意できるできるできるできる自治会自治会自治会自治会、、、、町町町町内会内会内会内会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、、、、ややややははははりりりりそれをきっかけそれをきっかけそれをきっかけそれをきっかけにしてにしてにしてにして町町町町内会自体内会自体内会自体内会自体がががが非常非常非常非常にコミにコミにコミにコミュュュュニテニテニテニティィィィーとしてよーとしてよーとしてよーとしてよくなっていくくなっていくくなっていくくなっていく、、、、そういうきっかけにもそういうきっかけにもそういうきっかけにもそういうきっかけにもなるかなとなるかなとなるかなとなるかなと。。。。逆逆逆逆にににに言言言言うとうとうとうと、、、、そういうものがよくならないとなかなかそういうものがよくならないとなかなかそういうものがよくならないとなかなかそういうものがよくならないとなかなか難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分もあるかなもあるかなもあるかなもあるかなとととと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  いろいろいろいろいろいろいろいろ市民市民市民市民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのおのおのおのお知知知知恵恵恵恵もかもかもかもかりりりりながらながらながらながら、、、、またこのまたこのまたこのまたこの焼却焼却焼却焼却ごみのごみのごみのごみの 3 分分分分のののの 1 をををを進進進進めてまめてまめてまめてまいいいいりりりりますのでますのでますのでますので、、、、よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご協力協力協力協力ののののほほほほどおどおどおどお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

 倉阪教授倉阪教授倉阪教授倉阪教授 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。以以以以上上上上でパネルでパネルでパネルでパネルディディディディス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ほほほほうをうをうをうを終終終終わわわわりりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。若若若若干干干干延延延延びてしまってびてしまってびてしまってびてしまって恐縮恐縮恐縮恐縮でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。今後今後今後今後ともともともとも焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 3 分分分分のののの 1 というというというという高高高高いいいい目目目目標標標標がががが達達達達成成成成できるようにできるようにできるようにできるように、、、、市市市市もももも市民市民市民市民もももも、、、、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いますいますいますいます。。。。どうもどうもどうもどうも今日今日今日今日はあはあはあはありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。コーコーコーコ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倉阪倉阪倉阪倉阪先先先先生生生生、、、、またパネまたパネまたパネまたパネリリリリストのストのストのストの皆皆皆皆様様様様、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。いまいまいまいま一度一度一度一度、、、、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りりりくくくくだだだださいさいさいさい。（。（。（。（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、、、、本本本本日日日日はおはおはおはお楽楽楽楽しみいたしみいたしみいたしみいただだだだけましたでしけましたでしけましたでしけましたでしょょょょうかうかうかうか。。。。本本本本日日日日のゼロエミッションフォのゼロエミッションフォのゼロエミッションフォのゼロエミッションフォーラムのーラムのーラムのーラムの中中中中でででで、、、、地球地球地球地球のためのためのためのため、、、、ごみのごみのごみのごみの減減減減量量量量、、、、再再再再資源化資源化資源化資源化のためにのためにのためにのために、、、、これならできるこれならできるこれならできるこれならできる、、、、できそうできそうできそうできそうだだだだなとなとなとなと思思思思ったことをったことをったことをったことを毎毎毎毎日日日日のののの生生生生活活活活のののの中中中中でどうでどうでどうでどうぞぞぞぞ実実実実践践践践してみてくしてみてくしてみてくしてみてくだだだださいさいさいさい。。。。皆皆皆皆様様様様のののの行行行行動動動動のののの一一一一つつつつ一一一一つがつがつがつが千葉千葉千葉千葉市市市市のののの焼却焼却焼却焼却ごみごみごみごみ 1/3 削減削減削減削減につながにつながにつながにつながりりりり、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地球環境地球環境地球環境地球環境をををを救救救救うううう大大大大きなきなきなきな一一一一歩歩歩歩となることとなることとなることとなること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、、、、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、、、、本本本本日日日日のゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムをのゼロエミッションフォーラムを終終終終了了了了といたしますといたしますといたしますといたします。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、本本本本日日日日はどうもあはどうもあはどうもあはどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。おおおお気気気気をつけておをつけておをつけておをつけてお帰帰帰帰りりりりくくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

 ――――――――    了了了了    ―――――――― 
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全国全国全国全国エコタウンエコタウンエコタウンエコタウン大会大会大会大会 

ゼロ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 2008 in あいちあいちあいちあいち                                                                                                                          基調基調基調基調講演講演講演講演およびおよびおよびおよび報告報告報告報告 

 日時日時日時日時    ：：：：    2008 年年年年 11 月月月月 12日日日日（（（（水水水水））））10:00－－－－12:30 場場場場所所所所    ：：：：    中部中部中部中部国際国際国際国際空空空空港港港港セセセセンンンントトトトレレレレアアアア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 主催主催主催主催者挨拶者挨拶者挨拶者挨拶        神田真秋神田真秋神田真秋神田真秋    氏氏氏氏 愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事 

              深谷紘深谷紘深谷紘深谷紘一一一一  氏氏氏氏      環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB 会会会会長長長長 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜  氏氏氏氏      経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長 

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

 基調基調基調基調講演講演講演講演 I        「「「「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」」」」 武武武武内和内和内和内和彦彦彦彦  氏氏氏氏      国連大学国連大学国連大学国連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大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教授教授教授教授 

                                東京東京東京東京大学大学大学大学サステイナサステイナサステイナサステイナビリビリビリビリテテテティィィィ学連学連学連学連携携携携研究研究研究研究機機機機構構構構副機副機副機副機構構構構長長長長 

 基調基調基調基調講演講演講演講演 2    「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの発展形発展形発展形発展形－－－－リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設からからからから環境環境環境環境都都都都市市市市にににに－－－－」」」」 

              藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮  氏氏氏氏      独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所環境技術環境技術環境技術環境技術評価評価評価評価システムシステムシステムシステム                                                                 研究研究研究研究室長室長室長室長                                                                 東洋東洋東洋東洋大学大学大学大学教授教授教授教授 

 報告報告報告報告 I        「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン政策政策政策政策のののの成成成成果果果果とととと課課課課題題題題」」」」 君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜    氏氏氏氏      経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長 

 報告報告報告報告 II        「「「「モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり愛知愛知愛知愛知のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンとそのンとそのンとそのンとその展開展開展開展開」」」」 藤井敏夫藤井敏夫藤井敏夫藤井敏夫  氏氏氏氏      愛知県環境愛知県環境愛知県環境愛知県環境部長部長部長部長 

 

 議事議事議事議事 

 司司司司会会会会 

  皆皆皆皆様様様様、、、、おはようごおはようごおはようごおはよう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、、、、朝朝朝朝早早早早くからくからくからくから「「「「全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会＆＆＆＆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ョンフォーラムョンフォーラムョンフォーラム 2008 in あいあいあいあいちちちち」」」」にごにごにごにご参参参参集賜集賜集賜集賜りりりりましてましてましてまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。 

  このこのこのこの催催催催しはしはしはしは、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がががが進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりましたましたましたました、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業とととと連連連連携携携携しつつしつつしつつしつつ取取取取りりりり組組組組むむむむ、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型ままままちちちちづくづくづくづくりりりりであるであるであるである「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」のののの最最最最新新新新事事事事情情情情とととと、、、、国連大学国連大学国連大学国連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がンフォーラムがンフォーラムがンフォーラムが提唱提唱提唱提唱しておしておしておしておりりりりますますますます、、、、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づくづくづくづくりりりりであるゼであるゼであるゼであるゼロエミッションのロエミッションのロエミッションのロエミッション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、「、「、「、「私私私私たたたたちちちちのののの未未未未来来来来はははは、、、、産業産業産業産業だだだだけでもけでもけでもけでも、、、、環境環境環境環境だだだだけでもけでもけでもけでも成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない」」」」をスローをスローをスローをスローガガガガンにンにンにンに、、、、全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会とゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムがとゼロエミッションフォーラムが情情情情報報報報交交交交換換換換のののの場場場場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初初初初めてのめてのめてのめての同時同時同時同時開催開催開催開催となっておとなっておとなっておとなっておりりりりますますますます。。。。 

  本本本本日日日日はははは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、国連大学国連大学国連大学国連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のンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの主催主催主催主催、、、、環境環境環境環境省中部省中部省中部省中部地方環境事地方環境事地方環境事地方環境事務務務務所所所所のののの共共共共催催催催、、、、名名名名古古古古屋商工屋商工屋商工屋商工会議会議会議会議所所所所、、、、社団社団社団社団法人中法人中法人中法人中部部部部経済連合会経済連合会経済連合会経済連合会、、、、社団社団社団社団法人日法人日法人日法人日本本本本都都都都市市市市計画計画計画計画学会学会学会学会のののの後後後後援援援援でででで進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。 

  なおなおなおなお、、、、本本本本日日日日のスのスのスのスケケケケジジジジュュュュールールールール、、、、講講講講師師師師などにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましては、、、、入入入入りりりり口口口口ののののほほほほうでおうでおうでおうでお渡渡渡渡しいたしましいたしましいたしましいたしま
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したプログラムをごしたプログラムをごしたプログラムをごしたプログラムをご参参参参照照照照くくくくだだだださいさいさいさい。。。。 

  申申申申しおくれましたがしおくれましたがしおくれましたがしおくれましたが、、、、私私私私、、、、本本本本日日日日のののの司司司司会進会進会進会進行行行行をををを務務務務めさせていためさせていためさせていためさせていただだだだきますきますきますきます武田武田武田武田むむむむつみとつみとつみとつみ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ろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 主催者主催者主催者主催者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 4 団体団体団体団体のののの代表者代表者代表者代表者よよよよりりりり、、、、主催主催主催主催者者者者あいさつといたしましてあいさつといたしましてあいさつといたしましてあいさつといたしまして、、、、順順順順にににに、、、、一言一言一言一言ずつずつずつずつ、、、、ごあいさつをごあいさつをごあいさつをごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  まずまずまずまず、、、、初初初初めにめにめにめに、、、、愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事、、、、神田真秋神田真秋神田真秋神田真秋よよよよりりりり一言一言一言一言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 神田神田神田神田知事知事知事知事 

  皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おはようごおはようごおはようごおはようござざざざいますいますいますいます。。。。愛知県知事愛知県知事愛知県知事愛知県知事のののの神田神田神田神田でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

 「「「「全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会＆＆＆＆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 2008 in あいあいあいあいちちちち」」」」にににに、、、、こうしてこうしてこうしてこうして多多多多くくくくのののの皆皆皆皆様様様様方方方方がおがおがおがお集集集集ままままりりりりをいたをいたをいたをいただだだだきききき、、、、ここここここここ、、、、中部中部中部中部国際国際国際国際空空空空港港港港セセセセントントントントレレレレアでアでアでアで開催開催開催開催できますことをできますことをできますことをできますことを、、、、主催主催主催主催者者者者のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして大大大大変変変変あああありりりりがたくがたくがたくがたく、、、、感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

  ごごごご承承承承知知知知のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、このこのこのこの中部中部中部中部国際国際国際国際空空空空港港港港でごでごでごで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、、、、3 年年年年前前前前、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博がががが開催開催開催開催されされされされたそのたそのたそのたその直直直直前前前前にににに開開開開港港港港したものでごしたものでごしたものでごしたものでござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこのセセセセントントントントレレレレアはアはアはアは、、、、建建建建設設設設段段段段階階階階からからからから開開開開港港港港したしたしたした後後後後のののの運運運運営営営営までまでまでまで、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを最最最最少少少少にしようということでにしようということでにしようということでにしようということで、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな試試試試みをみをみをみを行行行行いいいい、、、、またまたまたまた実効実効実効実効をををを上上上上げてているところでごげてているところでごげてているところでごげてているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、今回今回今回今回のこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムののこのフォーラムの会会会会場場場場としてとてもとしてとてもとしてとてもとしてとてもふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい場場場場所所所所だだだだなとなとなとなと思思思思っているところでごっているところでごっているところでごっているところでござざざざいますいますいますいます。。。。多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様方方方方におにおにおにお越越越越しをいたしをいたしをいたしをいただだだだきましたこときましたこときましたこときましたことをををを心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  さてさてさてさて、、、、改改改改めてめてめてめて振振振振りりりり返返返返ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、我我我我がががが国国国国はははは、、、、今今今今からからからから約約約約 40 年年年年前前前前にににに、、、、高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長期期期期にににに入入入入りりりりましたましたましたました。。。。次次次次々々々々とととと工工工工場場場場がつくられましてがつくられましてがつくられましてがつくられまして、、、、工工工工場場場場からからからから生生生生まれたまれたまれたまれた製品製品製品製品のののの数数数数々々々々によってによってによってによって私私私私どものどものどものどもの生生生生活活活活はとてもはとてもはとてもはとても豊豊豊豊かにかにかにかに、、、、そしてそしてそしてそして便便便便利利利利になになになになりりりりましたましたましたました。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのそのそのその豊豊豊豊かさかさかさかさ、、、、便便便便利利利利さはさはさはさは、、、、大大大大量量量量生生生生産産産産、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、そしてそしてそしてそして大大大大量廃棄量廃棄量廃棄量廃棄というというというという時代時代時代時代をもたらすことになをもたらすことになをもたらすことになをもたらすことになりりりり、、、、さまさまさまさまざざざざまままま社会社会社会社会のののの中中中中でででで問問問問題題題題をををを起起起起こしこしこしこし、、、、いびつないびつないびつないびつな状況状況状況状況をををを招招招招くことになくことになくことになくことになりりりりましたましたましたました。。。。 

  こうしたことのこうしたことのこうしたことのこうしたことの反反反反省省省省にたにたにたにたちちちちましてましてましてまして、、、、今今今今からからからから十数十数十数十数年年年年前前前前、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学からからからから、、、、すすすすべべべべてのてのてのての廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを新新新新たにたにたにたに他他他他のののの分野分野分野分野のののの原原原原料料料料としてとしてとしてとして活用活用活用活用しししし、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をゼロにすることををゼロにすることををゼロにすることををゼロにすることを目指目指目指目指すゼロエミすゼロエミすゼロエミすゼロエミッションッションッションッション構想構想構想構想がががが提唱提唱提唱提唱されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方御御御御高高高高承承承承のとおのとおのとおのとおりりりりでごでごでごで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、、、、国国国国におきにおきにおきにおきましてもましてもましてもましても、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションの理念理念理念理念をををを取取取取りりりり入入入入れられれられれられれられ、、、、環境産業環境産業環境産業環境産業のののの振振振振興興興興、、、、環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型ののののままままちちちちづくづくづくづくりりりりをををを進進進進めるエコタめるエコタめるエコタめるエコタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを推進推進推進推進してこられたところでごしてこられたところでごしてこられたところでごしてこられたところでござざざざいますいますいますいます。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした背背背背景景景景のののの中中中中でででで、、、、今今今今やややや資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、全全全全国国国国津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々にににに広広広広がっておがっておがっておがっておりりりりますますますます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今回今回今回今回初初初初めてめてめてめて、、、、同同同同じじじじ目目目目的的的的をををを有有有有するするするする全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会とゼロとゼロとゼロとゼロエミッションフォーラムをエミッションフォーラムをエミッションフォーラムをエミッションフォーラムを合合合合同同同同でででで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ききき、、、、2日日日日間間間間にわたにわたにわたにわたりりりり、、、、全全全全国国国国のすのすのすのすぐぐぐぐれたれたれたれた事事事事例例例例のののの数数数数々々々々をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介することにいたしたところでごすることにいたしたところでごすることにいたしたところでごすることにいたしたところでござざざざいますいますいますいます。。。。 ところでところでところでところで、、、、私私私私どもどもどもども愛知県愛知県愛知県愛知県はははは、、、、我我我我がががが国国国国をををを代表代表代表代表するものづくするものづくするものづくするものづくりりりりのののの県県県県でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、すすすすぐぐぐぐれれれれたたたた技術技術技術技術をををを持持持持ちちちち、、、、すすすすぐぐぐぐれたれたれたれた活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている企業企業企業企業やややや団体団体団体団体がたくさがたくさがたくさがたくさんんんん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、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博をををを契契契契機機機機にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、県民県民県民県民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方のののの中中中中にににに、、、、環境環境環境環境をををを大大大大切切切切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、、、、あるいあるいあるいあるいはははは環境環境環境環境をををを優優優優先先先先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ならないというならないというならないという機機機機運運運運がががが、、、、おおおお陰陰陰陰さまでさまでさまでさまで定定定定着着着着しししし、、、、高高高高まってまいまってまいまってまいまってまいりりりりましましましましたたたた。。。。こうしたこうしたこうしたこうした地域地域地域地域のののの力力力力をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、愛知愛知愛知愛知ゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミュュュュニテニテニテニティィィィ構想構想構想構想をををを策策策策定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、現在現在現在現在さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな事業事業事業事業モデモデモデモデルのルのルのルの構築構築構築構築、、、、具具具具体化体化体化体化をををを進進進進めているところでごめているところでごめているところでごめているところでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。私私私私どもといたしましてもどもといたしましてもどもといたしましてもどもといたしましても、、、、今回今回今回今回のののの催催催催しししし物物物物をををを通通通通じじじじてててて得得得得たさまたさまたさまたさまざざざざまなまなまなまな成成成成果果果果をををを今後今後今後今後のののの資源循資源循資源循資源循環型社会環型社会環型社会環型社会づくづくづくづくりりりりのののの施施施施策策策策にににに生生生生かしていきたいとかしていきたいとかしていきたいとかしていきたいと考考考考えているところでごえているところでごえているところでごえているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、このフォこのフォこのフォこのフォーラムのーラムのーラムのーラムの成成成成果果果果にににに大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待をしているところでごをしているところでごをしているところでごをしているところでござざざざいますいますいますいます。。。。 どうかおどうかおどうかおどうかお集集集集ままままりりりりのののの皆皆皆皆様様様様方方方方におかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地域地域地域地域におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、環境環境環境環境とととと産業産業産業産業、、、、
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そしてそしてそしてそして私私私私たたたたちちちちのののの暮暮暮暮らしがらしがらしがらしがババババランスよくランスよくランスよくランスよく持続持続持続持続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取取取取りりりり組組組組みにつなげていたみにつなげていたみにつなげていたみにつなげていただだだだけれけれけれければばばば、、、、とてもとてもとてもとてもあああありりりりがたくがたくがたくがたく思思思思っているところでごっているところでごっているところでごっているところでござざざざいますいますいますいます。。。。 終終終終わわわわりりりりにににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、このこのこのこの大会大会大会大会、、、、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当当当当たたたたりりりり大大大大変変変変ごごごご尽尽尽尽力力力力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たしたしたした環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、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ははははじじじじめめめめ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様様様様方方方方のののの親親親親身身身身なごなごなごなご協力協力協力協力にににに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ますとともにげますとともにげますとともにげますとともに、、、、どうかどうかどうかどうか、、、、遠遠遠遠来来来来からおからおからおからお越越越越しいたしいたしいたしいただだだだいたいたいたいた方方方方もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるわけでごるわけでごるわけでごるわけで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、、、、せっかせっかせっかせっかくおくおくおくお越越越越しをいたしをいたしをいたしをいただだだだきましたのできましたのできましたのできましたので、、、、このこのこのこの愛知愛知愛知愛知もももも、、、、皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、直直直直接接接接体体体体験験験験をしをしをしをし、、、、眺眺眺眺めていためていためていためていただだだだきまきまきまきましてしてしてして、、、、いいいいいいいい思思思思いいいい出出出出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きますようきますようきますようきますよう心心心心からからからから念願念願念願念願をしをしをしをし、、、、私私私私からのあからのあからのあからのあいさつとさせいさつとさせいさつとさせいさつと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。。。。ききききょょょょうはあうはあうはあうはありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB 会会会会長長長長、、、、深谷紘深谷紘深谷紘深谷紘一一一一よよよよりりりり一言一言一言一言ごあいさつをごあいさつをごあいさつをごあいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 深谷深谷深谷深谷会会会会長長長長 

  環境環境環境環境パートナーシップのパートナーシップのパートナーシップのパートナーシップの会会会会長長長長をしておをしておをしておをしておりりりりますますますます深谷深谷深谷深谷でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。一言一言一言一言ごあいさつをさせごあいさつをさせごあいさつをさせごあいさつを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。。。。 

  本本本本日日日日はははは、、、、行政行政行政行政がががが地域産業地域産業地域産業地域産業とととと連連連連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型ままままちちちちづくづくづくづくりりりりであるエコタであるエコタであるエコタであるエコタウウウウンンンン大大大大会会会会とととと、、、、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されていますされていますされていますされています、、、、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社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりであるゼロエミッショであるゼロエミッショであるゼロエミッショであるゼロエミッションフォーラムのンフォーラムのンフォーラムのンフォーラムの全全全全国国国国初初初初のののの共同共同共同共同開催開催開催開催がながながながなされされされされ、、、、このこのこのこの愛知県愛知県愛知県愛知県でででで開催開催開催開催されるにされるにされるにされるに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、私私私私どももどももどももどもも共共共共催催催催者者者者としてとしてとしてとして名名名名をををを連連連連ねねねねられたことをられたことをられたことをられたことを大大大大変光変光変光変光栄栄栄栄にににに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ごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・CLUB、、、、略略略略称称称称 EPOC とととと私私私私どもどもどもども呼呼呼呼んんんんでいたでいたでいたでいただだだだいておいておいておいておりりりりますがますがますがますが、、、、中中中中部部部部圏圏圏圏からからからから環境環境環境環境対対対対応応応応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情情情情報発報発報発報発信信信信をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる環境先進地域環境先進地域環境先進地域環境先進地域になろうとになろうとになろうとになろうと、、、、こういうこういうこういうこういう流流流流れのもとにれのもとにれのもとにれのもとに、、、、安安安安全全全全、、、、かつかつかつかつ快適快適快適快適なななな循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会のののの構築構築構築構築にににに貢献貢献貢献貢献しよしよしよしよ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目指目指目指目指しましてしましてしましてしまして、、、、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 世世世世紀紀紀紀をををを目前目前目前目前にしたにしたにしたにした 2000 年年年年のののの 2 月月月月にににに、、、、私私私私どものどものどものどもの先先先先輩輩輩輩であであであでありりりりますますますます産業界産業界産業界産業界ののののリリリリーダーがーダーがーダーがーダーが中中中中心心心心になってになってになってになって設設設設立立立立をしたものでごをしたものでごをしたものでごをしたものでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。 

  EPOC にはにはにはには、、、、これまでこれまでこれまでこれまで業業業業種種種種やややや規規規規模模模模のののの垣垣垣垣根根根根をををを超超超超えたえたえたえた約約約約 300 社社社社のののの企業企業企業企業がががが集集集集まっておまっておまっておまっておりりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、EPOC にはにはにはには産産産産、、、、官官官官、、、、学学学学にににに加加加加えましてえましてえましてえまして市民市民市民市民をもをもをもをも巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでででで一体一体一体一体となったとなったとなったとなった活動活動活動活動をををを展開展開展開展開しししし、、、、各社各社各社各社でのでのでのでの環境活動環境活動環境活動環境活動ののののレベレベレベレベルアップのみならずルアップのみならずルアップのみならずルアップのみならず、、、、いわゆるパートナーシップをいわゆるパートナーシップをいわゆるパートナーシップをいわゆるパートナーシップを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、環境環境環境環境行行行行動動動動のののの社会社会社会社会へのへのへのへの浸浸浸浸透透透透ということをということをということをということをねねねねらっておらっておらっておらっておりりりりますますますます。。。。産産産産、、、、官官官官、、、、学学学学とととと市民市民市民市民のののの連連連連携携携携でででで、、、、環環環環境境境境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立をををを目指目指目指目指すすすす今回今回今回今回のののの大会大会大会大会というものがというものがというものがというものが、、、、EPOC のこののこののこののこの活動活動活動活動理念理念理念理念にににに全全全全くくくく通通通通ずるとずるとずるとずるところがあるところがあるところがあるところがあると思思思思いますいますいますいます。。。。本大会本大会本大会本大会ででで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へのへのへのへの活動事活動事活動事活動事例例例例やややや成成成成果果果果をををを共共共共有有有有してしてしてして、、、、深深深深くくくく議議議議論論論論をしていくことはをしていくことはをしていくことはをしていくことは大大大大変変変変有有有有意意意意義義義義だだだだとととと考考考考えているえているえているえている次次次次第第第第でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  昨昨昨昨今今今今のののの我我我我々々々々をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく動動動動向向向向はははは、、、、これまでにないこれまでにないこれまでにないこれまでにない速速速速さでグローさでグローさでグローさでグローババババルなルなルなルな激激激激しさをしさをしさをしさを増増増増しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。環境環境環境環境面面面面でもさまでもさまでもさまでもさまざざざざまなまなまなまな大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題がががが山山山山積積積積しているとしているとしているとしていると考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。こういったグこういったグこういったグこういったグローローローローババババルなルなルなルな課課課課題題題題にににに対対対対応応応応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、、、、国国国国やややや行政行政行政行政のトップダのトップダのトップダのトップダウウウウンのンのンのンの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに加加加加えましえましえましえましてててて、、、、ローローローローカカカカルでのルでのルでのルでの多様多様多様多様なななな企業企業企業企業やややや団体団体団体団体でのでのでのでのボボボボトムアップのトムアップのトムアップのトムアップの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも大大大大変変変変重要重要重要重要だだだだとととと考考考考えていえていえていえているるるる次次次次第第第第でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、さらにさらにさらにさらに業業業業種種種種やややや規規規規模模模模のののの枠枠枠枠をををを超超超超えたえたえたえた多様多様多様多様なななな視視視視点点点点でででで循環循環循環循環のののの輪輪輪輪、、、、連連連連携携携携がががが広広広広がっていくことががっていくことががっていくことががっていくことが重要重要重要重要だだだだとととと考考考考えていえていえていえているるるる次次次次第第第第でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  次次次次のののの時代時代時代時代のののの新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境のののの連連連連鎖鎖鎖鎖をををを生生生生みみみみ出出出出すためにすためにすためにすために、、、、今回今回今回今回のののの大会大会大会大会がそのがそのがそのがその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの種種種種ややややコラコラコラコラボボボボレレレレーションのきっかけをーションのきっかけをーションのきっかけをーションのきっかけを増増増増していくしていくしていくしていく、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場になれになれになれになればばばばとととと願願願願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ごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。このこのこのこの大会大会大会大会からからからから全全全全国国国国にににに、、、、さらにさらにさらにさらに環境環境環境環境のののの連連連連鎖鎖鎖鎖・・・・連連連連携携携携がががが一一一一つでもつでもつでもつでも多多多多くくくく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祈祈祈祈念念念念いいいいたしましてたしましてたしましてたしまして、、、、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。。。。 どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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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 司司司司会会会会 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長、、、、君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜よよよよりりりり一言一言一言一言ごあごあごあごあいさつをいさつをいさつをいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長 

  たたたただだだだいまごいまごいまごいま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、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長のののの君塚君塚君塚君塚ですですですです。。。。どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

  本本本本日日日日はははは、、、、皆皆皆皆様様様様おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中、、、、このこのこのこの「「「「全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会＆＆＆＆ゼロ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 2008 

in あいあいあいあいちちちち」」」」にごにごにごにご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、本大会本大会本大会本大会をををを経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省とともにとともにとともにとともに主催主催主催主催いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ CLUB、、、、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、、、、またまたまたまた共共共共催催催催いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます環境環境環境環境省省省省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るするするする皆皆皆皆様様様様にににに厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本大会本大会本大会本大会のののの開催開催開催開催にににに当当当当たたたたりりりりましてましてましてまして、、、、一言一言一言一言ごあいごあいごあいごあいさつをさつをさつをさつを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  皆皆皆皆様様様様ごごごご存存存存じじじじのとおのとおのとおのとおりりりり、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは、、、、地域地域地域地域がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生のののの抑抑抑抑制制制制、、、、ああああるいはるいはるいはるい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推進推進推進推進のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援するするするする事業事業事業事業といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、平平平平成成成成 9 年度年度年度年度からからからから、、、、当当当当初初初初はははは通通通通商商商商産業産業産業産業省省省省とととと厚厚厚厚生省生省生省生省ということでごということでごということでごということで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、、、、平平平平成成成成 13 年度以降年度以降年度以降年度以降、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環環環環境境境境省省省省がががが連連連連携携携携したしたしたした形形形形でででで実施実施実施実施してまいったわけでごしてまいったわけでごしてまいったわけでごしてまいったわけでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がエコタがエコタがエコタがエコタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを作作作作成成成成いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、それをそれをそれをそれを経済産経済産経済産経済産業業業業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がががが共同共同共同共同承承承承認認認認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、、、、このプランにこのプランにこのプランにこのプランに位位位位置置置置づけられたづけられたづけられたづけられた先進的先進的先進的先進的ななななリリリリサイサイサイサイククククルルルル施設施設施設施設整整整整備備備備事業事業事業事業にににに対対対対するするするするハハハハードードードード支援支援支援支援、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは普及啓発等普及啓発等普及啓発等普及啓発等ののののソソソソフトフトフトフト支援支援支援支援をををを行行行行ってまいっってまいっってまいっってまいったところでごたところでごたところでごたところでござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの結結結結果果果果、、、、これまでこれまでこれまでこれまで全全全全国国国国でででで 26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン承承承承認認認認地域地域地域地域がががが誕誕誕誕生生生生しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、62 のののの施設施設施設施設にににに対対対対しましてしましてしましてしまして財財財財政政政政支援支援支援支援をををを行行行行ってまいったところでごってまいったところでごってまいったところでごってまいったところでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  三位三位三位三位一体一体一体一体改改改改革革革革などもごなどもごなどもごなどもござざざざいましていましていましていまして、、、、平平平平成成成成 17 年度年度年度年度にににに補補補補助助助助金金金金がががが廃廃廃廃止止止止されたわけでごされたわけでごされたわけでごされたわけで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、、、、これまでこれまでこれまでこれまで 10 年年年年間間間間にわたにわたにわたにわたりりりりましてましてましてまして、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業はははは我我我我がががが国国国国のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物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のジネスのジネスのジネスの振振振振興興興興、、、、それからそれからそれからそれから環境調和型環境調和型環境調和型環境調和型のまのまのまのまちちちちづくづくづくづくりりりりにににに貢献貢献貢献貢献してまいったわけでごしてまいったわけでごしてまいったわけでごしてまいったわけで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我我我我がががが国国国国のののの資産資産資産資産とととと考考考考えておえておえておえておりりりりましてましてましてまして、、、、このこのこのこの資産資産資産資産をををを今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに発展発展発展発展させましてさせましてさせましてさせまして、、、、真真真真のののの資資資資源循環型社会源循環型社会源循環型社会源循環型社会のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指していきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会でごでごでごで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、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの抱抱抱抱えるさまえるさまえるさまえるさまざざざざまなまなまなまな課課課課題題題題をををを明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして、、、、全全全全国国国国のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンをはンをはンをはンをはじじじじめとするめとするめとするめとする関係関係関係関係者者者者のののの皆皆皆皆様様様様のののの知知知知見見見見ととととノウノウノウノウハハハハウウウウをををを結結結結集集集集ししししていたていたていたていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、全全全全国一体国一体国一体国一体となってこのとなってこのとなってこのとなってこの課課課課題題題題のののの解決解決解決解決をををを図図図図りりりり、、、、将将将将来来来来のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのさらなンのさらなンのさらなンのさらなるるるる発展発展発展発展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をみをみをみを進進進進めるということをめるということをめるということをめるということを目目目目的的的的にににに開催開催開催開催しておしておしておしておりりりりましてましてましてまして、、、、今回今回今回今回でででで 5 回目回目回目回目ということになということになということになということになりりりりますますますます。。。。本年本年本年本年はははは愛知県愛知県愛知県愛知県でででで開催開催開催開催いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、皆皆皆皆様様様様ごごごご存存存存じじじじののののとおとおとおとおりりりり、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県はははは全全全全国国国国トップのものづくトップのものづくトップのものづくトップのものづくりりりりのののの県県県県でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。愛地球愛地球愛地球愛地球博博博博もごもごもごもござざざざいましていましていましていまして、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも一一一一層層層層活発化活発化活発化活発化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ごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率もももも、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均よよよよりりりりもももも高高高高いといういといういといういという県県県県でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンプランはンプランはンプランはンプランは、、、、平平平平成成成成 16 年年年年にににに承承承承認認認認されてされてされてされておおおおりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、産学産学産学産学官官官官がががが連連連連携携携携いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、製製製製造造造造業業業業をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、ものづくものづくものづくものづくりりりりののののノウノウノウノウハハハハウやウやウやウや技術技術技術技術をををを生生生生かしていたかしていたかしていたかしていただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルを展開展開展開展開してきているということでしてきているということでしてきているということでしてきているということで、、、、ままままさにさにさにさに全全全全国大会開催国大会開催国大会開催国大会開催ににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい地域地域地域地域であろうというであろうというであろうというであろう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ごえてごえてごえてござざざざいますいますいますいます。。。。 

  経産経産経産経産省省省省ではではではでは、、、、今今今今後後後後のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン発展発展発展発展のためにはのためにはのためにはのためにはややややははははりりりり広広広広域的域的域的域的なななな連連連連携携携携がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考ええええてごてごてごてござざざざいますいますいますいます。。。。昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、調調調調査査査査をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業のアンのアンのアンのアンケケケケートをいたしましートをいたしましートをいたしましートをいたしましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、資源資源資源資源のののの受受受受けけけけ入入入入れニーズれニーズれニーズれニーズ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因、、、、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高高高高付付付付加価加価加価加価値値値値化化化化をどうしていくかをどうしていくかをどうしていくかをどうしていくか、、、、こういったところについていろいろこういったところについていろいろこういったところについていろいろこういったところについていろいろ意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた、、、、広広広広域的域的域的域的なななな物物物物流流流流のののの問問問問題題題題やややや課課課課題題題題をををを把把把把握握握握したしたしたした上上上上でででで、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン関係関係関係関係者者者者のニーズにのニーズにのニーズにのニーズにママママッッッッチチチチしたしたしたしたしたしたしたした資源資源資源資源のののの提提提提供供供供やややや、、、、低低低低コストのコストのコストのコストの輸輸輸輸送送送送のあのあのあのありりりり方方方方、、、、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検討検討検討検討してまいしてまいしてまいしてまいりりりりましたましたましたました。。。。 
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  ききききょょょょうごうごうごうご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきますきますきますきます東洋東洋東洋東洋大大大大のののの藤田教授藤田教授藤田教授藤田教授にもにもにもにもごごごご指指指指導導導導賜賜賜賜りりりりながらながらながらながら検討検討検討検討をををを進進進進めてまいっめてまいっめてまいっめてまいったところでごたところでごたところでごたところでござざざざいますいますいますいます。。。。後後後後ほほほほどどどど、、、、私私私私ののののほほほほうからそのうからそのうからそのうからその辺辺辺辺もごもごもごも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。。。。 

  経産経産経産経産省省省省はははは、、、、関係関係関係関係省省省省庁庁庁庁とととと自治体自治体自治体自治体、、、、それからそれからそれからそれから学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者、、、、事業事業事業事業者者者者、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな皆皆皆皆様様様様とともにとともにとともにとともに連連連連携携携携をしてをしてをしてをして今後今後今後今後のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンをンをンをンを考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。皆皆皆皆様様様様からのからのからのからの幅幅幅幅広広広広いごいごいごいご知知知知見見見見をををを賜賜賜賜りりりりましてエコタましてエコタましてエコタましてエコタウウウウンのンのンのンの一一一一層層層層のののの充充充充実実実実につなげていきたいというにつなげていきたいというにつなげていきたいというにつなげていきたいというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思っておっておっておっておりりりりまままますすすす。。。。 

  今回今回今回今回のののの大会大会大会大会がががが、、、、官官官官民民民民のののの関係関係関係関係者者者者がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの実現実現実現実現のののの契契契契機機機機となとなとなとなりりりり、、、、よよよよりりりり一一一一層全層全層全層全国国国国のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンがともにンがともにンがともにンがともに発展発展発展発展していけることをしていけることをしていけることをしていける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、、、、私私私私ののののあいさつとあいさつとあいさつとあいさつとさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざ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 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、最最最最後後後後にににに、、、、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ゼロ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よよよよりりりり一言一言一言一言ごあごあごあごあいさつをいさつをいさつをいさつを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

 藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長 

  おはようごおはようごおはようごおはようござざざざいますいますいますいます。。。。ごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかにあずかにあずかにあずかりりりりましたましたましたました藤村藤村藤村藤村でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ここここんんんんなにたくさなにたくさなにたくさなにたくさんんんんのののの皆皆皆皆様様様様方方方方のごのごのごの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てきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、公務公務公務公務でごでごでごでご多多多多忙忙忙忙なところなところなところなところ、、、、神田神田神田神田知事知事知事知事様様様様、、、、そしてパートナーシップのそしてパートナーシップのそしてパートナーシップのそしてパートナーシップの深谷深谷深谷深谷会会会会長長長長、、、、経済産経済産経済産経済産業業業業省君塚室長省君塚室長省君塚室長省君塚室長からあいさつをいたからあいさつをいたからあいさつをいたからあいさつをいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、まことにあまことにあまことにあまことにありりりりがとがとがとがとうごうごうごうござざざざいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの大会大会大会大会にににに向向向向けてけてけてけて大大大大変変変変なごなごなごなご尽尽尽尽力力力力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、、、、特特特特にににに愛知県愛知県愛知県愛知県のののの皆皆皆皆様様様様方方方方にににに、、、、厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。ほんほんほんほんとうにあとうにあとうにあとうにありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、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おいてにおいてにおいてにおいて提唱提唱提唱提唱されたものでごされたものでごされたものでごされたもので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、、、、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、、、、92 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においてサミットにおいてサミットにおいてサミットにおいて宣言宣言宣言宣言されましたされましたされましたされました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ををを具具具具体的体的体的体的にににに実施実施実施実施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のためのコンのためのコンのためのコンのためのコンセセセセプトプトプトプト、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは手法手法手法手法としてとしてとしてとして提唱提唱提唱提唱されたものでごされたものでごされたものでごされたものでござざざざいますいますいますいます。。。。幸幸幸幸いにしていにしていにしていにして、、、、大大大大変変変変学界学界学界学界、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、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方方方方のののの支持支持支持支持をををを得得得得ましましましましてててて、、、、普及普及普及普及してまいったしてまいったしてまいったしてまいったわけでごわけでごわけでごわけでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではではではでは、、、、2000 年年年年にににに、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる進展進展進展進展をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、学界学界学界学界、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、そしてそしてそしてそして自治体自治体自治体自治体をネットワークとするゼロエミッションフォーラをネットワークとするゼロエミッションフォーラをネットワークとするゼロエミッションフォーラをネットワークとするゼロエミッションフォーラムをムをムをムを立立立立ちちちち上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを強化強化強化強化したわけでごしたわけでごしたわけでごしたわけでござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大変変変変幸幸幸幸いなことですがいなことですがいなことですがいなことですが、、、、現現現現在在在在ではではではでは多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、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方方方方がががが、、、、活発活発活発活発にごにごにごにご活動活動活動活動いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますますますますしししし、、、、海海海海外外外外においてもいろいろなにおいてもいろいろなにおいてもいろいろなにおいてもいろいろな国国国国でででで活動活動活動活動がががが開始開始開始開始されているされているされているされている状状状状態態態態でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、大大大大変変変変うれうれうれうれしくしくしくしく感謝感謝感謝感謝いたしているところでごいたしているところでごいたしているところでごいたしているところで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葉言葉言葉言葉そのものもそのものもそのものもそのものも、、、、今今今今ではではではでは辞辞辞辞書書書書にもにもにもにも記載記載記載記載されたされたされたされた言葉言葉言葉言葉までにまでにまでにまでに普及普及普及普及すすすするにるにるにるに至至至至りりりりましたましたましたました。。。。当初当初当初当初はははは、、、、ゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなゼロエミッションはゼロコミッションであるというようなふふふふざざざざけたけたけたけた話話話話もあったわけでごもあったわけでごもあったわけでごもあったわけでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このようなこのようなこのようなこのような状状状状態態態態になになになになりりりりましたましたましたました。。。。そのそのそのその普及普及普及普及のためにのためにのためにのために大大大大変変変変にににに大大大大きなきなきなきな力力力力になになになになりりりりましたのはましたのはましたのはましたのは、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンンンン活動活動活動活動でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。実実実実はははは、、、、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がョンがョンがョンが提唱提唱提唱提唱されましてされましてされましてされまして間間間間もないもないもないもない 1997年年年年にににに、、、、当当当当時時時時のののの通通通通産産産産省省省省がががが政策政策政策政策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られましてげられましてげられましてげられまして、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを開始開始開始開始されたわけでごされたわけでごされたわけでごされたわけでござざざざいますいますいますいます。。。。そのエコタそのエコタそのエコタそのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業、、、、現在現在現在現在ではではではでは 26カカカカ所所所所でででで、、、、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活動活動活動活動になってまいっておになってまいっておになってまいっておになってまいっておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの活動活動活動活動をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、世界世界世界世界にににに、、、、いろいろいろいろいろなアジアのいろなアジアのいろなアジアのいろなアジアの国国国国々々々々とのとのとのとの交交交交流流流流もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、このゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションというこのゼロエミッションという活動活動活動活動がががが大大大大きくきくきくきく普普普普及及及及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、、、、大大大大変変変変にににに感謝感謝感謝感謝いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますますますます。。。。 

  それからそれからそれからそれから 10 年年年年、、、、世世世世のののの中中中中大大大大変変変変変変変変わってしまいましたわってしまいましたわってしまいましたわってしまいました。。。。当初思当初思当初思当初思ったよったよったよったよりりりりもももも非常非常非常非常にににに速速速速いスいスいスいスピピピピーーーードでドでドでドで世世世世のののの中中中中がががが変変変変わってきておわってきておわってきておわってきておりりりりますますますます。。。。資源資源資源資源問問問問題題題題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは気気気気候候候候変変変変動動動動問問問問題題題題、、、、非常非常非常非常にににに重重重重くくくく世界世界世界世界にににに覆覆覆覆いかいかいかいかぶぶぶぶさっておさっておさっておさっておりりりりますますますます。。。。資源循環社会資源循環社会資源循環社会資源循環社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会ということをということをということをということをベベベベースにいースにいースにいースにいたしましてたしましてたしましてたしまして新新新新しいしいしいしい持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりがががが、、、、言葉言葉言葉言葉をををを変変変変えれえれえれえればばばば、、、、新新新新しいエコタしいエコタしいエコタしいエコタウウウウンのンのンのンの進化進化進化進化、、、、進展進展進展進展がががが見見見見られるようにられるようにられるようにられるように思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。本本本本日日日日とととと明明明明日日日日とととと、、、、いろいろいろいろんんんんなななな立立立立派派派派なななな発発発発表表表表がなされますがなされますがなされますがなされます



 86

がががが、、、、そのテーそのテーそのテーそのテーママママをををを拝拝拝拝見見見見いたしましてもいたしましてもいたしましてもいたしましても、、、、このこのこのこの新新新新しいしいしいしい進化進化進化進化をををを実実実実感感感感するところでごするところでごするところでごするところで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、、、、いろいろいろいろんんんんなななな発発発発表表表表、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは討討討討議議議議をををを通通通通じじじじましてましてましてまして、、、、知知知知識識識識をををを共共共共有有有有しししし、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで考考考考ええええ、、、、そそそそしてみしてみしてみしてみんんんんなでなでなでなで実実実実行行行行のスのスのスのスピピピピードをードをードをードを早早早早めてめてめてめて、、、、我我我我々々々々にににに非常非常非常非常にににに短短短短いいいい、、、、限限限限られたられたられたられた時時時時間間間間をををを克克克克服服服服するするするする努努努努力力力力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うにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  皆皆皆皆さまさまさまさま方方方方にとにとにとにとりりりりましてもましてもましてもましても、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは社会社会社会社会にとにとにとにとりりりりましてもましてもましてもましても、、、、このこのこのこの大会大会大会大会、、、、フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが有有有有益益益益なものにななものにななものにななものになりりりりますことをますことをますことをますことを祈祈祈祈願願願願いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたしますごあいさつといたします。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうがとうがとうがとうごごごござ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 

  あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいまいまいまいましたしたしたした。。。。 

  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 I へとへとへとへと参参参参りりりりますがますがますがますが、、、、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、、、、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。。。。 
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基調基調基調基調講演講演講演講演 IIII        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 IIII へとへとへとへと進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「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」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、国連大学国連大学国連大学国連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大学大学大学大学院農院農院農院農学学学学生命生命生命生命科学研究科科学研究科科学研究科科学研究科教授教授教授教授、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学サステイナサステイナサステイナサステイナビリビリビリビリテテテティィィィ学連学連学連学連携携携携研究研究研究研究機機機機構構構構副機副機副機副機構構構構長長長長、、、、武武武武内和内和内和内和彦彦彦彦先先先先生生生生にごにごにごにご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだきますきますきますきます。。。。武武武武内先内先内先内先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。        武武武武内内内内教授教授教授教授            どうもどうもどうもどうも皆皆皆皆ささささんんんん、、、、おはようごおはようごおはようごおはようござざざざいますいますいますいます。。。。武武武武内内内内でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私、、、、ずっとずっとずっとずっと東京東京東京東京大学大学大学大学にににに勤勤勤勤務務務務ししししていますがていますがていますがていますが、、、、今今今今年年年年のののの 7777 月月月月 1111 日日日日からからからから、、、、東東東東大大大大のののの教授教授教授教授のののの職職職職をををを残残残残したままでしたままでしたままでしたままで国連大学国連大学国連大学国連大学のののの副副副副学学学学長長長長にににに就就就就任任任任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来以来以来以来、、、、藤村藤村藤村藤村会会会会長長長長からはからはからはからは何何何何度度度度もいろもいろもいろもいろんんんんなところになところになところになところに話話話話をしにいくようにをしにいくようにをしにいくようにをしにいくようにというというというという要要要要請請請請がごがごがごが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もそのうもそのうもそのうもその指指指指示示示示でででで皆皆皆皆ささささんんんんにににに話話話話をするということでをするということでをするということでをするということで参参参参りりりりましましましましたたたた。。。。先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、久久久久ししししぶぶぶぶりりりりにににに神田神田神田神田知事知事知事知事とおとおとおとお会会会会いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの中中中中にはごにはごにはごにはご存存存存じじじじのののの方方方方もおられるともおられるともおられるともおられ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、、、、私私私私はははは、、、、大大大大変変変変深深深深くくくく愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博にににに関関関関与与与与いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、つらいつらいつらいつらい思思思思いもいたしましたがいもいたしましたがいもいたしましたがいもいたしましたが、、、、万博万博万博万博はははは結結結結果果果果的的的的にににに大大大大変変変変なななな大成大成大成大成功功功功をおさめましたをおさめましたをおさめましたをおさめました。。。。そしてこれがそしてこれがそしてこれがそしてこれが愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境をををを考考考考えるえるえるえる大大大大きなきっかけになったということをきなきっかけになったということをきなきっかけになったということをきなきっかけになったということを、、、、先先先先ほほほほどどどど知知知知事事事事からからからから伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、大大大大変変変変うれしくうれしくうれしくうれしく思思思思ったところですったところですったところですったところです。。。。            ききききょょょょうはうはうはうは、、、、今後今後今後今後のののの愛知県愛知県愛知県愛知県のののの環境環境環境環境行政行政行政行政にもにもにもにもややややややややかかわるかもしれませかかわるかもしれませかかわるかもしれませかかわるかもしれませんんんんがががが、、、、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をョンをョンをョンを中中中中心心心心におにおにおにお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていていていて、、、、最最最最後後後後にににに、、、、これもこれもこれもこれも皆皆皆皆ささささんんんん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がいますがいますがいますが、、、、私私私私もきもきもきもきょょょょうううう、、、、ババババッジもつけさせていたッジもつけさせていたッジもつけさせていたッジもつけさせていただだだだいていますがいていますがいていますがいていますが、、、、COP10COP10COP10COP10ににににちちちちょょょょっとっとっとっとふふふふ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きききますますますます。。。。COPCOPCOPCOPというとというとというとというと、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動枠枠枠枠組組組組条条条条約約約約のののの締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議のこととのこととのこととのこと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ががが多多多多いいいいんんんんですがですがですがですが、、、、国連国連国連国連のののの条条条条約約約約がががが全部全部全部全部締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議でしてでしてでしてでして、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約についてについてについてについてのののの COPCOPCOPCOP のののの第第第第 10101010 番番番番目目目目がががが 2010201020102010年年年年にににに愛知愛知愛知愛知、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋でででで開催開催開催開催されるということでされるということでされるということでされるということで、、、、これまたこれまたこれまたこれまた大大大大変変変変新新新新しいしいしいしい環境環境環境環境のののの時代時代時代時代をををを切切切切りりりり開開開開くくくくにににに当当当当たってたってたってたって重要重要重要重要なイなイなイなイベベベベントントントントだだだだとととと私私私私はははは考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。最最最最近近近近はははは愛知県愛知県愛知県愛知県のののの皆皆皆皆ささささんんんんとはとはとはとは交交交交流流流流のののの機機機機会会会会がががが少少少少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、、、、私私私私もももも国連大学国連大学国連大学国連大学ののののほほほほうでこのうでこのうでこのうでこの生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約にもにもにもにも関係関係関係関係いたしておいたしておいたしておいたしておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜぜぜぜひまたひまたひまたひまた皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一緒緒緒緒にににに仕仕仕仕事事事事ができるができるができるができる機機機機会会会会があれがあれがあれがあればばばば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。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学というのはというのはというのはというのは、、、、国連国連国連国連機機機機関関関関としてはとしてはとしてはとしては唯唯唯唯一一一一日日日日本本本本にににに本本本本部部部部をををを持持持持つつつつ組組組組織織織織でででで、、、、知知知知識識識識のののの創創創創出出出出、、、、人人人人々々々々のののの能力能力能力能力育育育育成成成成、、、、それらのそれらのそれらのそれらの社会社会社会社会へのへのへのへの普及普及普及普及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ややややっておっておっておっておりりりりますますますます。。。。私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、ゼロゼロゼロゼロエエエエミッションのミッションのミッションのミッションの活動活動活動活動というのはというのはというのはというのは、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが世界世界世界世界およびおよびおよびおよび日日日日本本本本のののの社会社会社会社会にににに対対対対してしてしてして情情情情報報報報をををを発発発発信信信信すすすするるるる上上上上でででで重要重要重要重要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。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学はいろはいろはいろはいろんんんんなことをなことをなことをなことをややややっていますっていますっていますっています。。。。それそれそれそれ自自自自身身身身がががが 1111 つのつのつのつの学術的学術的学術的学術的なななな組組組組織織織織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、、、、国連国連国連国連とととと社会社会社会社会をををを結結結結びつけるびつけるびつけるびつける、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連国連国連国連のシンクタンクとしてののシンクタンクとしてののシンクタンクとしてののシンクタンクとしての役割役割役割役割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。。。。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というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは国連事国連事国連事国連事務務務務総長総長総長総長のののの直直直直属属属属にあたにあたにあたにあたりりりりますますますます。。。。国連事国連事国連事国連事務務務務総長総長総長総長はははは、、、、今今今今ババババン・ン・ン・ン・ギギギギムンさムンさムンさムンさんんんんですですですです。。。。最最最最近近近近日日日日本本本本にににに来来来来られたられたられたられたんんんんですがですがですがですが、、、、ババババン・ン・ン・ン・ギギギギムンさムンさムンさムンさんんんんからもからもからもからも、、、、ぜぜぜぜひひひひ気気気気候候候候変変変変動動動動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みたいのでみたいのでみたいのでみたいので、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学のののの方方方方でいいでいいでいいでいい知知知知恵恵恵恵があったらがあったらがあったらがあったらぜぜぜぜひひひひ私私私私にににに直直直直接接接接伝伝伝伝えるようにというえるようにというえるようにというえるようにという話話話話がごがごがごが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、、、、事事事事務務務務総長総長総長総長がががが、、、、日日日日本本本本にににに来来来来られてられてられてられて、、、、ククククールールールールビビビビズがズがズがズが日日日日本本本本でででで普及普及普及普及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認識認識認識認識されてされてされてされて、、、、ごごごご自自自自身身身身もネクタイをもネクタイをもネクタイをもネクタイを取取取取られてられてられてられて、「、「、「、「私私私私がネがネがネがネクタイをクタイをクタイをクタイを取取取取ってってってって講演講演講演講演するのはするのはするのはするのは初初初初めてですめてですめてですめてです」」」」とととと言言言言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、、、、帰帰帰帰ってニってニってニってニュュュューーーーヨヨヨヨークでークでークでークで早早早早速速速速室室室室内内内内温温温温度度度度をををを上上上上げるようにしましたげるようにしましたげるようにしましたげるようにしました。。。。もともともともともともともともと国連国連国連国連のののの組組組組織織織織というのはというのはというのはというのは、、、、夏夏夏夏のののの冷冷冷冷房房房房温温温温度度度度がががが 22222222度度度度だだだだったのですったのですったのですったのです。。。。寒寒寒寒いいいいぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの温温温温度度度度ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを 25252525度度度度にするというにするというにするというにするという英英英英断断断断をををを彼彼彼彼がしたのですがしたのですがしたのですがしたのです。。。。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日日日日本本本本のののの活動活動活動活動がががが広広広広くくくく国連国連国連国連のののの中中中中にににに広広広広まっていったということのあかしまっていったということのあかしまっていったということのあかしまっていったということのあかしだだだだとととと思思思思いいいいますますますます。。。。            国国国国連大学連大学連大学連大学はははは、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな新新新新しいしいしいしい社会社会社会社会へのへのへのへの普及普及普及普及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のみのみのみの場場場場をををを提提提提供供供供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とでとでとで、、、、まさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムはまさにこのゼロエミッションフォーラムは日日日日本本本本のののの産業界産業界産業界産業界、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、市民市民市民市民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんんだだだだ新新新新しいしいしいしい土土土土俵俵俵俵、、、、アアアアリリリリーナをーナをーナをーナを皆皆皆皆ささささんんんん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、、、、これはこれはこれはこれは大大大大変変変変重要重要重要重要なななな
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活動活動活動活動だだだだとととと私私私私もももも考考考考えておえておえておえておりりりりましてましてましてまして、、、、副副副副学学学学長長長長としてとしてとしてとしてぜぜぜぜひひひひ今後今後今後今後ともこうしたともこうしたともこうしたともこうした活動活動活動活動をををを継継継継続続続続、、、、発展発展発展発展ささささせていきたいとせていきたいとせていきたいとせていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。            国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、日日日日本本本本にあるにあるにあるにある組組組組織織織織ですがですがですがですが、、、、世界世界世界世界にににに 13131313のブランのブランのブランのブランチチチチといろといろといろといろんんんんなプログラムがあなプログラムがあなプログラムがあなプログラムがありりりりますますますます。。。。このこのこのこの地地地地図図図図でででで点点点点がががが打打打打たれているところがたれているところがたれているところがたれているところが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学がががが今今今今活動活動活動活動しているしているしているしている場場場場所所所所ですがですがですがですが、、、、途途途途上上上上国国国国もももも含含含含めめめめ、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな活動活動活動活動がががが展開展開展開展開されていますされていますされていますされています。。。。これをこれをこれをこれを環境環境環境環境のののの時代時代時代時代というというというという点点点点でででで考考考考えますえますえますえますとととと、、、、日日日日本本本本だだだだけをよくしてもけをよくしてもけをよくしてもけをよくしても、、、、例例例例ええええばばばば地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化はははは解決解決解決解決できないわけでできないわけでできないわけでできないわけで、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、新新新新興興興興国国国国、、、、途途途途上上上上国国国国をどうするかがをどうするかがをどうするかがをどうするかが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。。。。特特特特にににに今今今今、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動でででで話話話話題題題題になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動がががが避避避避けられないときにけられないときにけられないときにけられないときに、、、、そのそのそのその影響影響影響影響をををを最最最最もももも受受受受けるのはけるのはけるのはけるのは、、、、実実実実はははは CO2CO2CO2CO2 をををを排排排排出出出出しているしているしているしている先先先先進国進国進国進国やややや新新新新興興興興国国国国ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、アフアフアフアフリカリカリカリカのののの最最最最貧貧貧貧国国国国のようなのようなのようなのような地域地域地域地域ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そういうとそういうとそういうとそういうところにいかにころにいかにころにいかにころにいかに我我我我々々々々がががが手手手手をををを差差差差しししし伸伸伸伸べべべべていけるのかはていけるのかはていけるのかはていけるのかは、、、、国連国連国連国連としてはとしてはとしてはとして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課課課課題題題題だだだだといといといということですうことですうことですうことです。。。。日日日日本本本本もももも、、、、そしてそしてそしてそして日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体もももも、、、、そういうところにまでそういうところにまでそういうところにまでそういうところにまで思思思思いをいをいをいを馳馳馳馳せてせてせてせて、、、、国際国際国際国際協力協力協力協力もももも含含含含めてめてめてめて、、、、環境環境環境環境のののの問問問問題題題題はははは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らないならないならない。。。。自分自分自分自分たたたたちちちちのののの地域地域地域地域だだだだけがよけれけがよけれけがよけれけがよければばばばいいということではないといいということではないといいということではないといいということではないと考考考考えておくえておくえておくえておく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。            さてさてさてさて、、、、最最最最近近近近、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性（（（（サステイナサステイナサステイナサステイナビリビリビリビリテテテティィィィ））））がががが大大大大きなきなきなきな話話話話題題題題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。。。。私私私私もももも、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学にサステイナにサステイナにサステイナにサステイナビリビリビリビリテテテティィィィ学連学連学連学連携携携携研究研究研究研究機機機機構構構構をををを設立設立設立設立しししし、、、、小小小小宮宮宮宮山総長山総長山総長山総長（（（（機機機機構構構構長長長長））））のもとでのもとでのもとでのもとで副機副機副機副機構構構構長長長長としてとしてとしてとして活動活動活動活動しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの機機機機構構構構はははは、、、、東京東京東京東京大学以大学以大学以大学以外外外外にもにもにもにも、、、、京都京都京都京都大学大学大学大学、、、、大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学、、、、北北北北海海海海道大学道大学道大学道大学、、、、茨茨茨茨城城城城大学大学大学大学などのなどのなどのなどの大学大学大学大学・・・・研究研究研究研究機機機機関関関関ががが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、、、、オオオオールジールジールジールジャャャャパンでパンでパンでパンで持持持持続続続続可能可能可能可能性性性性のののの問問問問題題題題をををを追求追求追求追求しようというしようというしようというしようという取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに当当当当たってたってたってたって、、、、ななななぜぜぜぜ我我我我々々々々はははは環環環環境境境境というというというという言葉言葉言葉言葉ではなくてではなくてではなくてではなくて持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけないのかについていけないのかについていけないのかについていけないのかについて考考考考ええええたことがあたことがあたことがあたことがありりりりますますますます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん環境環境環境環境はははは非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、環境環境環境環境というというというという言葉言葉言葉言葉だだだだけをけをけをけを使使使使うとうとうとうと、、、、環環環環境境境境とととと経済経済経済経済というのをというのをというのをというのを切切切切りりりり離離離離してしてしてして、、、、ややややややややもするともするともするともすると環境環境環境環境のことのことのことのことだだだだけをけをけをけを考考考考えるえるえるえる、、、、そしてそしてそしてそして経済経済経済経済をををを大大大大事事事事にするにするにするにする人人人人はははは経済経済経済経済のことのことのことのことだだだだけをけをけをけを考考考考えるえるえるえる。。。。そのそのそのその結結結結果果果果 2222つのつのつのつの異異異異なるなるなるなる道道道道筋筋筋筋となってとなってとなってとなって、、、、対対対対立構立構立構立構造造造造がががが生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、国連国連国連国連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員委員委員委員会会会会でででで、、、、議議議議長長長長をををを務務務務められたブルントラめられたブルントラめられたブルントラめられたブルントラントさントさントさントさんんんんのののの指指指指揮揮揮揮下下下下のもとにのもとにのもとにのもとに持続可持続可持続可持続可能能能能なななな開発開発開発開発（（（（サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・デデデデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント））））というというというという概概概概念念念念がががが生生生生まれまれまれまれ、、、、そしてそしてそしてそして世界世界世界世界にににに普及普及普及普及していったのですしていったのですしていったのですしていったのです。。。。このこのこのこの考考考考ええええ方方方方のののの根根根根本本本本はははは、、、、環境環境環境環境とととと経済経済経済経済はははは不不不不可分可分可分可分のものであのものであのものであのものでありりりり、、、、そのそのそのその両両両両方方方方がうまくいくようながうまくいくようながうまくいくようながうまくいくような社会社会社会社会のシステムをつくらないのシステムをつくらないのシステムをつくらないのシステムをつくらない限限限限りりりり地球地球地球地球環境環境環境環境のののの将将将将来来来来はないはないはないはない、、、、そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた人人人人間間間間生生生生活活活活のののの将将将将来来来来もないということをもないということをもないということをもないということを明示明示明示明示的的的的にににに示示示示したのですしたのですしたのですしたのです。。。。ですからですからですからですから、、、、非常非常非常非常にににに日日日日本本本本人人人人にとってはなかなかにとってはなかなかにとってはなかなかにとってはなかなか理理理理解解解解がががが難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能性性性性（（（（サステイサステイサステイサステイナナナナビリビリビリビリテテテティィィィ））））にににに関関関関してしてしてして開発開発開発開発（（（（デデデデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント））））というというというという言葉言葉言葉言葉がががが付付付付随随随随しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、まさにまさにまさにまさにそういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな意意意意味味味味なのですなのですなのですなのです。。。。         国連国連国連国連がこのブルントラントさがこのブルントラントさがこのブルントラントさがこのブルントラントさんんんんのののの考考考考ええええ方方方方をををを受受受受けてけてけてけて、、、、1992199219921992 年年年年にににに、、、、そのそのそのその後後後後のののの歴歴歴歴史史史史にににに残残残残るるるる国際国際国際国際会議会議会議会議をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。これがブラジルでこれがブラジルでこれがブラジルでこれがブラジルで開催開催開催開催されたされたされたされた地球地球地球地球サミットですサミットですサミットですサミットです。。。。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正正正正式式式式のののの名名名名称称称称をををを皆皆皆皆ささささんぜんぜんぜんぜひひひひ覚覚覚覚えておいていたえておいていたえておいていたえておい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、、、、それはそれはそれはそれは、「、「、「、「環境環境環境環境とととと開発開発開発開発にににに関関関関するするするする国国国国連会議連会議連会議連会議」」」」ですですですです。。。。つまつまつまつまりりりり、、、、環境環境環境環境だだだだけをけをけをけを議議議議論論論論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、、、、開発開発開発開発ををををセセセセットでットでットでットで議議議議論論論論するというするというするというするという、、、、まさにブルントラントまさにブルントラントまさにブルントラントまさにブルントラント委員委員委員委員会会会会がががが提唱提唱提唱提唱したしたしたした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（（（（サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・サステイナブル・デデデデベベベベロップロップロップロップメメメメントントントント））））のののの考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づいてづいてづいてづいて議議議議論論論論がなされたのですがなされたのですがなされたのですがなされたのです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、そのそのそのその後後後後世界世界世界世界にににに普及普及普及普及したというしたというしたというしたということですことですことですことです。。。。このこのこのこの会議会議会議会議をををを契契契契機機機機にににに誕誕誕誕生生生生したしたしたした条条条条約約約約がががが幾幾幾幾つかあつかあつかあつかありりりりまままますすすす。。。。            そのうそのうそのうそのうちちちちのののの一一一一つがつがつがつが、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動枠枠枠枠組組組組条条条条約約約約、、、、もうもうもうもう一一一一つがつがつがつが生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約ですですですです。。。。私私私私がががが関係関係関係関係してしてしてしているいるいるいる、、、、あまあまあまあまりりりり皆皆皆皆ささささんんんんごごごご存存存存じじじじないないないない条条条条約約約約がもうがもうがもうがもう一一一一つあつあつあつありりりりますがますがますがますが、、、、それはそれはそれはそれは砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化対対対対処処処処条条条条約約約約ですですですです。。。。砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化はははは、、、、日日日日本本本本ではではではでは、、、、鳥鳥鳥鳥取砂取砂取砂取砂丘丘丘丘がなくなるとがなくなるとがなくなるとがなくなると困困困困るというのでるというのでるというのでるというので一一一一生生生生懸懸懸懸命木命木命木命木をををを植植植植えているえているえているえている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、、、、深深深深刻刻刻刻ではあではあではあではありりりりませませませませんんんんがががが、、、、例例例例ええええばばばば、、、、中中中中国国国国やモやモやモやモンンンンゴゴゴゴルのルのルのルの砂漠砂漠砂漠砂漠化化化化がががが日日日日本本本本にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影影影影響響響響をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、これもこれもこれもこれも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな条条条条約約約約だだだだとととと私私私私自自自自身身身身はははは考考考考えていましてえていましてえていましてえていまして、、、、ぜぜぜぜひそうひそうひそうひそう条条条条約約約約のこのこのこのこともともともとも頭頭頭頭のののの片片片片隅隅隅隅にににに置置置置いていたいていたいていたいていただだだだきききき、、、、これからのこれからのこれからのこれからの国連国連国連国連のののの活動活動活動活動にににに注目注目注目注目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るとあけるとあけるとあけるとありりりりがががが
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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。。。。            リオリオリオリオ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中中中中でででで、、、、アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 21212121というというというという宣言宣言宣言宣言がががが公公公公表表表表されましたされましたされましたされました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、我我我我々々々々がががが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会をつくるをつくるをつくるをつくる際際際際のののの幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの規規規規範範範範をををを明明明明確確確確にににに提提提提示示示示されましたされましたされましたされました。。。。さらにローさらにローさらにローさらにローカカカカルアルアルアルアジェンダジェンダジェンダジェンダ 21212121ということでということでということでということで、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体がががが産業界産業界産業界産業界やややや市民市民市民市民とととと一一一一緒緒緒緒にいかなるにいかなるにいかなるにいかなる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くのかがくのかがくのかがくのかが宣言宣言宣言宣言のののの中中中中にににに記記記記されていますされていますされていますされています。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、このこのこのこの 1992199219921992年年年年というのはというのはというのはというのは、、、、環境環境環境環境とととと開発開発開発開発にににに関関関関してしてしてして世界世界世界世界のののの人人人人々々々々がががが一一一一緒緒緒緒にににに物物物物をををを考考考考えるようになえるようになえるようになえるようになりりりり、、、、そしてそしてそしてそして地球地球地球地球にににに対対対対するするするする大大大大きなきなきなきな試試試試練練練練にににに対対対対ししししてててて国際社会国際社会国際社会国際社会がががが協働協働協働協働でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうということをでいこうということをでいこうということをでいこうということを明明明明確確確確にににに皆皆皆皆がががが認識認識認識認識したしたしたした最最最最初初初初のののの出出出出発発発発点点点点といといといということになるとうことになるとうことになるとうことになる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、、、、そうしたそうしたそうしたそうした考考考考ええええ方方方方をををを受受受受けてけてけてけて、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学ではゼロエミッシではゼロエミッシではゼロエミッシではゼロエミッションというョンというョンというョンという議議議議論論論論をををを展開展開展開展開いたしますいたしますいたしますいたします。。。。            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葉言葉言葉言葉はははは、、、、当当当当時時時時国連大学国連大学国連大学国連大学にいたグンター・パにいたグンター・パにいたグンター・パにいたグンター・パウリウリウリウリというというというという人人人人がががが最最最最初初初初にににに提唱提唱提唱提唱したものでしたものでしたものでしたもので、、、、私私私私どもはそのどもはそのどもはそのどもはその概概概概念念念念をををを引引引引きききき継継継継いでいますがいでいますがいでいますがいでいますが、、、、当初当初当初当初はははは、、、、CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出のようなのようなのようなのような問問問問題題題題はあまはあまはあまはあまりりりり意識意識意識意識せずにせずにせずにせずに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを資源資源資源資源にににに置置置置きききき換換換換えることでえることでえることでえることで廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がゼロになるがゼロになるがゼロになるがゼロになる、、、、言言言言ってってってってみるとみるとみるとみるとゴゴゴゴミゼロというようなミゼロというようなミゼロというようなミゼロというような意意意意味味味味でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを考考考考えたわけですえたわけですえたわけですえたわけです。。。。しかししかししかししかし、、、、後後後後からからからから考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、このこのこのこの言葉言葉言葉言葉はははは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい言葉言葉言葉言葉ななななんんんんですですですですねねねね。。。。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、、、、今今今今のののの地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化をもたらしているをもたらしているをもたらしているをもたらしている CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出、、、、あれはあれはあれはあれは英英英英語語語語ではではではでは CO2CO2CO2CO2のののの emissionemissionemissionemissionとととと言言言言うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。ですからですからですからですから、、、、エミッションというエミッションというエミッションというエミッションという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、たたたただだだだ単単単単にごみがゼロであるということにごみがゼロであるということにごみがゼロであるということにごみがゼロであるということだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動にににに影響影響影響影響をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガスのスのスのスの排排排排出出出出もももも限限限限りりりりなくゼロになくゼロになくゼロになくゼロに近近近近づけていくというづけていくというづけていくというづけていくというふふふふうなうなうなうな意意意意味味味味合合合合いがいがいがいが同時同時同時同時にあるわけですにあるわけですにあるわけですにあるわけです。。。。            私私私私自自自自身身身身はははは、、、、今今今今、、、、国国国国のののの審審審審議会等議会等議会等議会等でこういうことをでこういうことをでこういうことをでこういうことを申申申申しししし上上上上げておげておげておげておりりりりますますますます。。。。最最最最近近近近はははは、、、、ややややややややもすもすもすもするとるとるとると、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会とととと切切切切りりりり離離離離してしてしてして、、、、まるでまるでまるでまるで CO2CO2CO2CO2 をををを減減減減らすことがらすことがらすことがらすことが社会社会社会社会のののの最最最最終終終終目目目目的的的的であるかのよであるかのよであるかのよであるかのようなうなうなうな言言言言いいいい方方方方がががが強強強強過過過過ぎぎぎぎるるるる。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして私私私私はははは、、、、問問問問題題題題はははは多多多多岐岐岐岐にににに渡渡渡渡りりりり、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの問問問問題題題題もあもあもあもありりりり、、、、それからそれからそれからそれから生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性をををを保保保保全全全全したしたしたした自自自自然然然然共生共生共生共生社会社会社会社会のののの問問問問題題題題もあもあもあもありりりり、、、、またまたまたまた人人人人々々々々のののの豊豊豊豊かかかかなななな暮暮暮暮らしもあらしもあらしもあらしもありりりり、、、、地域地域地域地域らしさのらしさのらしさのらしさの維維維維持持持持のののの問問問問題題題題があるがあるがあるがある。。。。そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題をトータルにをトータルにをトータルにをトータルに考考考考えるえるえるえる中中中中のののの一一一一つのつのつのつの重要重要重要重要なななな手手手手段段段段としてとしてとしてとして CO2CO2CO2CO2 のののの削減削減削減削減をををを図図図図っていくというようにっていくというようにっていくというようにっていくというように考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべききききだだだだとととと申申申申しししし上上上上げているわけですげているわけですげているわけですげているわけです。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、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葉言葉言葉言葉はははは、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会とととと循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会をををを大大大大きくつなきくつなきくつなきくつなぐぐぐぐコンコンコンコンセセセセプトになプトになプトになプトになりりりり得得得得るとるとるとると私私私私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。。。。こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方ををををぜぜぜぜひひひひ、、、、日日日日本本本本のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、世界世界世界世界にににに発発発発信信信信していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。            当初当初当初当初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考考考考ええええ方方方方はははは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、もともともともともともともともと廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして外外外外にににに出出出出ていくもていくもていくもていくものがのがのがのが、、、、まるでまるでまるでまるで価価価価値値値値のないもののないもののないもののないもの、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、場場場場合合合合によってはそれをによってはそれをによってはそれをによってはそれを処処処処理理理理するのにおするのにおするのにおするのにお金金金金がかかがかかがかかがかかるというるというるというるという意意意意味味味味でででで、、、、むむむむしろしろしろしろママママイナスのイナスのイナスのイナスの価価価価値値値値をををを持持持持つものとつものとつものとつものと考考考考えられていたものをえられていたものをえられていたものをえられていたものを、、、、そうではなそうではなそうではなそうではなくてくてくてくて、、、、それはもうそれはもうそれはもうそれはもう一一一一回回回回使使使使えるえるえるえる資源資源資源資源だだだだとととと考考考考えるようになってきたえるようになってきたえるようになってきたえるようになってきた。。。。そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方をををを宣言宣言宣言宣言ととととしてしてしてして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。。。。こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方がゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッションがゼロエミッション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。。。。            別別別別なななな言言言言いいいい方方方方をするとをするとをするとをすると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの物物物物のののの製製製製造過程造過程造過程造過程はははは、、、、自自自自然然然然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してしてして、、、、それをそれをそれをそれを人人人人間間間間のののの都都都都合合合合のいいようにのいいようにのいいようにのいいように加工加工加工加工してしてしてして、、、、使使使使いいいい終終終終わったらわったらわったらわったら捨捨捨捨てるてるてるてる。。。。またまたまたまた製品製品製品製品がががが欲欲欲欲しくなれしくなれしくなれしくなればばばば、、、、またまたまたまた天天天天然然然然資源資源資源資源からからからから物物物物ををををつくっていくつくっていくつくっていくつくっていく。。。。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、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源がどがどがどがどんんんんどどどどんんんんとととと枯渇枯渇枯渇枯渇しししし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん地域地域地域地域のののの環境環境環境環境のののの中中中中にににに蓄蓄蓄蓄積積積積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、、、、いわいわいわいわばばばば一方一方一方一方向向向向のののの過程過程過程過程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。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのはしてこのゼロエミッションというのは、、、、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することによってとすることによってとすることによってとすることによって天天天天然然然然資資資資源源源源のののの使使使使用用用用量量量量をををを減減減減らすことでらすことでらすことでらすことで地球環境地球環境地球環境地球環境にににに負荷負荷負荷負荷をををを減減減減らしてらしてらしてらして、、、、資源資源資源資源をををを人人人人間間間間のののの社会社会社会社会のののの中中中中でででで回回回回しししし使使使使いいいい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考考考考ええええ方方方方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。。。。            そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をいかにをいかにをいかにをいかに資源資源資源資源にににに置置置置きききき換換換換えるかがえるかがえるかがえるかが非常非常非常非常にににに大事大事大事大事ですですですです。。。。私私私私はははは、、、、このゼロエこのゼロエこのゼロエこのゼロエミッションのミッションのミッションのミッションの考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りりりり入入入入れたのがれたのがれたのがれたのが、、、、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計画計画計画計画だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、法法法法律律律律によってによってによってによって策策策策定定定定がががが義義義義務務務務づけられているわけですがづけられているわけですがづけられているわけですがづけられているわけですが、、、、このこのこのこの法法法法律律律律をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、循環循環循環循環資源資源資源資源というというというという言葉言葉言葉言葉がががが出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。このこのこのこの循環資源循環資源循環資源循環資源というというというという言葉言葉言葉言葉はははは、、、、天天天天然然然然資源資源資源資源にににに対対対対してのしてのしてのしての循環資源循環資源循環資源循環資源というというというという言葉言葉言葉言葉ですがですがですがですが、、、、本来本来本来本来はははは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと言言言言われていたものですわれていたものですわれていたものですわれていたものです。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして見見見見れれれればばばば、、、、負負負負のののの価価価価値値値値しかしかしかしか持持持持たないたないたないたない。。。。しかししかししかししかし、、、、それをそれをそれをそれを循環資源循環資源循環資源循環資源とととと見見見見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正正正正のののの経済的経済的経済的経済的価価価価値値値値をもをもをもをもたらすとたらすとたらすとたらすと同時同時同時同時にににに、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環をををを通通通通してしてしてして環境環境環境環境にににに対対対対するするするする負荷負荷負荷負荷をををを軽軽軽軽減減減減させていくことができさせていくことができさせていくことができさせていくことができ、、、、それそれそれそれ
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をををを産業産業産業産業のののの場場場場にににに適適適適用用用用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考考考考えられたえられたえられたえられた。。。。これがこれがこれがこれが、、、、ききききょょょょうううう皆皆皆皆ささささんんんんがおがおがおがお集集集集ままままりりりりいたいたいたいただだだだいいいいているエコタているエコタているエコタているエコタウウウウンンンンというもののというもののというもののというものの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方ではないかとではないかとではないかとではないかと私私私私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。。。。            当初当初当初当初のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの原原原原型型型型はははは、、、、あるあるあるある産業産業産業産業からからからから出出出出るるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが、、、、そのそのそのその産業産業産業産業でもうでもうでもうでもう一一一一回回回回使使使使いいいい回回回回ししししができれができれができれができればばばばいいのですがいいのですがいいのですがいいのですが、、、、なかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくてなかなかそうはいかなくて、、、、別別別別のののの産業産業産業産業ならならならなら何何何何とかとかとかとか使使使使えるといっえるといっえるといっえるといったことはあるわけですたことはあるわけですたことはあるわけですたことはあるわけです。。。。そういうときにそういうときにそういうときにそういうときに、、、、産業立地産業立地産業立地産業立地をうまくをうまくをうまくをうまく組組組組みみみみ合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。今今今今まではまではまではまでは廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物ですからですからですからですから、、、、企業企業企業企業がどうがどうがどうがどう組組組組みみみみ合合合合わさるかはどうでもよかったわけですがわさるかはどうでもよかったわけですがわさるかはどうでもよかったわけですがわさるかはどうでもよかったわけですが、、、、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とととしてしてしてして循環的循環的循環的循環的にににに利用利用利用利用するというするというするというするという観観観観点点点点からからからから言言言言うとうとうとうと、、、、あるあるあるある企業企業企業企業のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが別別別別のののの企業企業企業企業のののの資源資源資源資源になるになるになるになるといったといったといったといった組組組組みみみみ合合合合わせができるといったわせができるといったわせができるといったわせができるといった形形形形でのつながでのつながでのつながでのつながりりりりがががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。一一一一つのつのつのつの企業企業企業企業のののの中中中中でのつでのつでのつでのつながながながながりりりりがががが企業企業企業企業間間間間のつながのつながのつながのつながりりりり、、、、さらにはさらにはさらにはさらには地域地域地域地域のつながのつながのつながのつながりりりりというようにというようにというようにというように進化進化進化進化していくしていくしていくしていく。。。。そしてそしてそしてそして最最最最終終終終的的的的にはにはにはには、、、、それがゼロエミッションのコンそれがゼロエミッションのコンそれがゼロエミッションのコンそれがゼロエミッションのコンセセセセプトをプトをプトをプトをベベベベースにしたエコタースにしたエコタースにしたエコタースにしたエコタウウウウンになっていンになっていンになっていンになっていくということですくということですくということですくということです。。。。それがそれがそれがそれが、、、、今日今日今日今日、、、、二二二二つのつのつのつの組組組組織織織織をををを一一一一緒緒緒緒にににに合合合合わせてこのフォーラムをわせてこのフォーラムをわせてこのフォーラムをわせてこのフォーラムを開催開催開催開催ししししているということのているということのているということのているということの趣旨趣旨趣旨趣旨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わけですうわけですうわけですうわけです。。。。            世界世界世界世界中中中中でいろでいろでいろでいろんんんんなななな考考考考ええええ方方方方がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。産業産業産業産業エコシステムとかエコシステムとかエコシステムとかエコシステムとか、、、、クローズド・システムクローズド・システムクローズド・システムクローズド・システムとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連大学国連大学国連大学国連大学のゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッションのゼロエミッション。。。。アアアアメメメメリカリカリカリカではではではでは産業産業産業産業エコロジーというエコロジーというエコロジーというエコロジーという言言言言いいいい方方方方をしていますをしていますをしていますをしています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、東京東京東京東京大学大学大学大学のののの総長総長総長総長をされておられをされておられをされておられをされておられ、、、、今今今今はははは国連大学協力会国連大学協力会国連大学協力会国連大学協力会のののの理理理理事事事事長長長長をおをおをおをお願願願願いしておいしておいしておいしておりりりりますますますます吉吉吉吉川川川川弘之弘之弘之弘之先先先先生生生生はははは東東東東大大大大のののの工工工工学学学学部長時代部長時代部長時代部長時代にににに、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場というコンというコンというコンというコンセセセセプトをプトをプトをプトを出出出出されましたされましたされましたされました。。。。どういうことかというとどういうことかというとどういうことかというとどういうことかというと、、、、物物物物をつくってをつくってをつくってをつくって廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする、、、、これはこれはこれはこれは工工工工場場場場というというというという概概概概念念念念ですですですです。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではなくてではなくてではなくてではなくて循環資源循環資源循環資源循環資源とみなしてもうとみなしてもうとみなしてもうとみなしてもう一一一一回回回回資源資源資源資源にににに戻戻戻戻ししししていくていくていくていく。。。。これをこれをこれをこれを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理とととと言言言言わずわずわずわず、、、、概概概概念念念念からからからから言言言言うとこれはうとこれはうとこれはうとこれは工工工工場場場場のののの逆逆逆逆でででで、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場であるであるであるである。。。。英英英英語語語語ではではではでは inverseinverseinverseinverse    manufacturingmanufacturingmanufacturingmanufacturing とととと言言言言いますがいますがいますがいますが、、、、そういうそういうそういうそういう概概概概念念念念でででで系系系系をををを閉閉閉閉じじじじさせることをさせることをさせることをさせることを提提提提唱唱唱唱されているのですされているのですされているのですされているのです。。。。私私私私はははは、、、、ゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションとゼロエミッションと逆逆逆逆工工工工場場場場のコンのコンのコンのコンセセセセプトをプトをプトをプトを、、、、企業企業企業企業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業というというというという立立立立場場場場でででで考考考考えるとえるとえるとえると、、、、両両両両者者者者はははは、、、、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ことをことをことをことを言言言言っているとっているとっているとっていると考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。            来年来年来年来年、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動枠枠枠枠組組組組条条条条約約約約のののの第第第第 15151515回回回回締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議ががががデデデデンンンンママママークのコークのコークのコークのコペペペペンンンンハハハハーーーーゲゲゲゲンでンでンでンで開催開催開催開催されされされされますますますます。。。。これはとてもこれはとてもこれはとてもこれはとても重要重要重要重要なななな会議会議会議会議ですですですです。。。。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、、、、京都京都京都京都議議議議定定定定書以降書以降書以降書以降にににに世界世界世界世界はどうするはどうするはどうするはどうす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決決決決めるめるめるめる会議会議会議会議なわけですなわけですなわけですなわけです。。。。特特特特にににに新新新新興興興興国国国国、、、、中中中中国国国国ややややインドがそのインドがそのインドがそのインドがその枠枠枠枠組組組組みにみにみにみに入入入入らないらないらないらないとととと、、、、世界世界世界世界でででで本本本本当当当当にににに効効効効果果果果のあるのあるのあるのある取取取取りりりり組組組組みはできませみはできませみはできませみはできませんんんん。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、途途途途上上上上国国国国、、、、特特特特にアフにアフにアフにアフリカリカリカリカのののの最最最最貧貧貧貧国国国国にににに対対対対してのしてのしてのしての対対対対策策策策をををを考考考考えるえるえるえる、、、、これもこれもこれもこれも大大大大変変変変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、、、、現現現現時時時時点点点点ではではではでは、、、、デデデデンンンンママママークのークのークのークの COP15COP15COP15COP15 ではではではでは最最最最終終終終的的的的なななな結結結結論論論論はははは出出出出せないのではないかとせないのではないかとせないのではないかとせないのではないかと言言言言われておわれておわれておわれておりりりりますますますます。。。。一一一一つのつのつのつの大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因はははは、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの次次次次期期期期大大大大統統統統領領領領ががががオバマオバマオバマオバマささささんんんんにににに決決決決まったまったまったまった。。。。オバマオバマオバマオバマささささんんんんはははは、、、、ブッシブッシブッシブッシュュュュささささんんんんとととと全全全全くくくく違違違違ってってってって、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動問問問問題題題題にににに非常非常非常非常にににに積極的積極的積極的積極的でででで、、、、彼彼彼彼がががが大大大大統統統統領領領領選選選選挙挙挙挙でアでアでアでアメメメメリカリカリカリカのののの CO2CO2CO2CO2をををを 2050205020502050年年年年までにまでにまでにまでに 80%80%80%80%削減削減削減削減するとするとするとする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。。。。ブッシブッシブッシブッシュュュュささささんんんんはははは、、、、2030203020302030年年年年までにまでにまでにまでに排排排排出出出出をををを増増増増ややややさないようにするとさないようにするとさないようにするとさないようにすると言言言言っていたのとはっていたのとはっていたのとはっていたのとは大大大大きなきなきなきな違違違違いですいですいですいです。。。。しかししかししかししかし、、、、そのアそのアそのアそのアメメメメリカリカリカリカがががが新政新政新政新政権権権権のののの下下下下でのでのでのでの準備準備準備準備ができないのではないかということでができないのではないかということでができないのではないかということでができないのではないかということで、、、、結結結結局局局局 COP16COP16COP16COP16 あたあたあたあたりりりりでででで最最最最終終終終的的的的なななな決決決決着着着着がつくのではないかとがつくのではないかとがつくのではないかとがつくのではないか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。。。。    COP15COP15COP15COP15がががが開催開催開催開催されるされるされるされるデデデデンンンンママママークというのはークというのはークというのはークというのは、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動にににに対対対対してしてしてして今今今今いろいろいろいろんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをしていますがいますがいますがいますが、、、、実実実実はははは、、、、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ではではではでは成成成成功功功功したしたしたした地域地域地域地域だだだだとととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。私私私私もももも行行行行ったことったことったことったことがあがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、カカカカルンルンルンルンボボボボーというーというーというーという地域地域地域地域がががが、、、、全全全全体体体体としてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのでとしてゼロエミッションになっているのですすすす。。。。火火火火力発力発力発力発電電電電所所所所のののの廃熱廃熱廃熱廃熱をををを地域地域地域地域暖暖暖暖房房房房にににに使使使使ったったったったりりりり、、、、石油石油石油石油精製精製精製精製過程過程過程過程でででで出出出出るるるる脱脱脱脱硫硫硫硫石石石石膏膏膏膏をををを建建建建材材材材にににに使使使使っっっったたたたりりりりしていますしていますしていますしています。。。。おもしろいのはおもしろいのはおもしろいのはおもしろいのは、、、、製薬製薬製薬製薬会社会社会社会社がががが薬薬薬薬をつくるをつくるをつくるをつくる過程過程過程過程でででで生生生生まれるまれるまれるまれる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを家家家家畜畜畜畜ににににえさとしてえさとしてえさとしてえさとして食食食食べべべべさせていることですさせていることですさせていることですさせていることです。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、非常非常非常非常にににに腸腸腸腸内環境内環境内環境内環境のいいのいいのいいのいい、、、、清清清清潔潔潔潔なブタをなブタをなブタをなブタを養養養養育育育育することができてすることができてすることができてすることができて、、、、非常非常非常非常にににに肉質肉質肉質肉質もよくてもよくてもよくてもよくて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにににに健健健健康康康康なブタとしてなブタとしてなブタとしてなブタとして好好好好まれているといまれているといまれているといまれているというううう状況状況状況状況をををを現現現現場場場場でででで見見見見たたたたりりりりしてきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。産業産業産業産業とととと言言言言ってもってもってもっても、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省系系系系のののの産業産業産業産業だだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省系系系系のののの産業産業産業産業をををを一体的一体的一体的一体的にににに考考考考えているえているえているえている。。。。日日日日本本本本はははは、、、、ややややややややもするともするともするともすると、、、、壁壁壁壁をつくってをつくってをつくってをつくって議議議議論論論論すすすすることがることがることがること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、、、、それがないというそれがないというそれがないというそれがないという点点点点もももも大大大大きなきなきなきな特特特特徴徴徴徴だだだだとととと思思思思ったったったった次次次次第第第第ですですですです。。。。            逆逆逆逆工工工工場場場場のののの話話話話にににに戻戻戻戻りりりりますがますがますがますが、、、、私私私私はははは吉吉吉吉川川川川先先先先生生生生からからからから、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場、、、、それからそれからそれからそれから先先先先生生生生のののの考考考考えるえるえるえる循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会、、、、ゼロエミッションについていろいろとおゼロエミッションについていろいろとおゼロエミッションについていろいろとおゼロエミッションについていろいろとお話話話話をををを伺伺伺伺うううう機機機機会会会会があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、吉吉吉吉
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川川川川先先先先生生生生がががが、「、「、「、「武武武武内内内内ささささんんんん、、、、僕僕僕僕のののの逆逆逆逆工工工工場場場場のののの概概概概念念念念というのはみというのはみというのはみというのはみんんんんなななな一一一一面面面面的的的的にしかとらえていないにしかとらえていないにしかとらえていないにしかとらえていないんんんんだだだだよよよよ」、」、」、」、とととと言言言言われたのですわれたのですわれたのですわれたのです。「。「。「。「何何何何がががが一一一一面面面面的的的的かというとかというとかというとかというと、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、物物物物がががが回回回回っていくというこっていくというこっていくというこっていくということとととだだだだけをけをけをけを皆皆皆皆ささささんんんんはははは注目注目注目注目してしてしてして私私私私のののの考考考考ええええ方方方方だだだだとととと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、私私私私のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、それそれそれそれ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、、、、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やややや循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、それがそれがそれがそれが正正正正しいかどうかというのはしいかどうかというのはしいかどうかというのはしいかどうかというのは社会社会社会社会がががが評価評価評価評価するしかないするしかないするしかないするしかない。。。。これはこれはこれはこれは、、、、大学大学大学大学のののの中中中中でででで絶絶絶絶対対対対真理真理真理真理をををを探探探探求求求求するのとはするのとはするのとはするのとは違違違違うううう。。。。だだだだからからからから、、、、私私私私のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、製製製製造造造造物物物物がががが社会社会社会社会にににに出出出出てててて、、、、社会社会社会社会がそれをどうがそれをどうがそれをどうがそれをどう再再再再資源化資源化資源化資源化にににに向向向向けていくかというけていくかというけていくかというけていくかという行行行行動動動動、、、、意識意識意識意識をををを含含含含めてめてめてめて社会社会社会社会にににに受受受受けけけけ入入入入れられてれられてれられてれられて、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、、、、ままままたたたた物物物物のつくのつくのつくのつくりりりり方方方方がががが変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。このこのこのこのようなようなようなような流流流流れがれがれがれが社会社会社会社会全全全全体体体体をををを大大大大きくきくきくきく変変変変えていくえていくえていくえていく。。。。そのことがそのことがそのことがそのことが私私私私のののの議議議議論論論論のののの中中中中でもうでもうでもうでもう一一一一つつつつ言言言言いたいいたいいたいいたい大事大事大事大事なことななことななことななことなんんんんですですですです。。。。だだだだからからからから、、、、このゼロエミッションとかこのゼロエミッションとかこのゼロエミッションとかこのゼロエミッションとか循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの議議議議論論論論でででで大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは、、、、専専専専門門門門家家家家がががが資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いすることをいすることをいすることをいすることを一一一一生生生生懸懸懸懸命考命考命考命考えるえるえるえる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、、、、社会社会社会社会とととと対話対話対話対話しながらしながらしながらしながら、、、、社会社会社会社会によってによってによってによって評価評価評価評価されながらこのされながらこのされながらこのされながらこの議議議議論論論論をををを進進進進めていくことがもうめていくことがもうめていくことがもうめていくことがもう一一一一つつつつ非常非常非常非常にににに大事大事大事大事なななな点点点点ななななんんんんだだだだ」」」」というというというというふふふふうなことをうなことをうなことをうなことを言言言言われたのですわれたのですわれたのですわれたのです。。。。吉吉吉吉川川川川先先先先生生生生はははは、、、、よくよくよくよく科学科学科学科学者者者者はははは社会社会社会社会とととと対話対話対話対話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ならないとならないとならないと言言言言われるのですがわれるのですがわれるのですがわれるのですが、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを改改改改めてめてめてめて私私私私はははは吉吉吉吉川川川川先先先先生生生生のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて実実実実感感感感ししししたわたわたわたわけですけですけですけです。。。。そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味でででで、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては、、、、このゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションのこのゼロエミッションの話話話話はははは、、、、社会社会社会社会とととと対話対話対話対話するするするする中中中中でででで議議議議論論論論がががが進化進化進化進化していくというところをしていくというところをしていくというところをしていくというところを強調強調強調強調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。。。。            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計画計画計画計画、、、、長長長長いのでいのでいのでいので、、、、循環基本循環基本循環基本循環基本計画計画計画計画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しておしておしておりりりりますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは国国国国ののののレベレベレベレベルでつくっておルでつくっておルでつくっておルでつくっておりりりりますしますしますしますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆ささささんんんんにもにもにもにもぜぜぜぜひこういうひこういうひこういうひこういう計計計計画画画画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きたいおきたいおきたいおきたいお願願願願いをしていますいをしていますいをしていますいをしています。。。。            今今今今、、、、私私私私はははは、、、、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のののの循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会計画部計画部計画部計画部会会会会長長長長をしておをしておをしておをしておりりりりましてましてましてまして、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど今今今今年年年年のののの 3333月月月月にににに、、、、第二第二第二第二次循環基本次循環基本次循環基本次循環基本計画計画計画計画をををを公公公公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したきましたきましたきました。。。。第二第二第二第二次次次次についてはについてはについてはについては、、、、幾幾幾幾つかつかつかつか目玉目玉目玉目玉になるようなになるようなになるようなになるような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていましていていましていていましていていまして、、、、1111つはつはつはつは、、、、国際循環国際循環国際循環国際循環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。。。。もうもうもうもう、、、、日日日日本本本本のののの中中中中でででで閉閉閉閉じじじじてててて議議議議論論論論しているしているしているしているだだだだけではけではけではけでは限限限限界界界界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、、、、東東東東アジアをアジアをアジアをアジアを中中中中心心心心にしたにしたにしたにした国際循環国際循環国際循環国際循環をををを提唱提唱提唱提唱させていたさせていたさせていたさせていただだだだ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、、、、国国国国のののの政策政策政策政策でででで国際国際国際国際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うならうならうならうなら、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか皆皆皆皆ささささんんんん抵抗抵抗抵抗抵抗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、、、、まあまあまあまあ、、、、何何何何とかとかとかとか提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。    そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一一一一つがつがつがつが、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏というというというという概概概概念念念念ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは私私私私自自自自身身身身がががが、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと前前前前にににに考考考考えたえたえたえたことがあってことがあってことがあってことがあって、、、、本本本本にもにもにもにも書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。別別別別にににに、、、、部部部部会会会会長長長長だだだだからからからから強強強強引引引引にににに入入入入れたということではれたということではれたということではれたということではあああありりりりませませませませんんんん。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたようにげたようにげたようにげたように、、、、ゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションはゼロエミッションは進化進化進化進化のののの過程過程過程過程にあるにあるにあるにある。。。。一一一一つのつのつのつの企企企企業業業業のののの中中中中ででででやりやりやりやりととととりりりりをするをするをするをする、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの企業企業企業企業ででででやりやりやりやりととととりりりりをするをするをするをする、、、、地域地域地域地域全全全全体体体体でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンとしてンとしてンとしてンとして取取取取りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいく。。。。エコタエコタエコタエコタウウウウンにとどまらずンにとどまらずンにとどまらずンにとどまらず、、、、住住住住宅宅宅宅地域地域地域地域やややや農林農林農林農林業地域業地域業地域業地域をををを含含含含めるようなめるようなめるようなめるような、、、、資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いするいするいするいする地域地域地域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、、、、地域地域地域地域ススススケケケケールでールでールでールで考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべききききじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか、、、、というとというとというとというところまでころまでころまでころまで来来来来たわけですたわけですたわけですたわけです。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、回回回回しししし使使使使いするといってもいするといってもいするといってもいするといっても、、、、徹徹徹徹底底底底してしてしてして狭狭狭狭いところいところいところいところだだだだけでけでけでけでややややるとなるとるとなるとるとなるとるとなると、、、、これはこれはこれはこれは江江江江戸戸戸戸時代時代時代時代ですですですです。。。。今今今今はははは、、、、ややややははははりりりりグローグローグローグローババババルなルなルなルなママママーーーーケケケケットのットのットのットの中中中中でででで物物物物がががが流流流流れているわけですかられているわけですかられているわけですかられているわけですから、、、、そこにおのずからあるそこにおのずからあるそこにおのずからあるそこにおのずからある資源資源資源資源にとにとにとにとってってってってふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい規規規規模模模模というのがあというのがあというのがあというのがあるはずでするはずでするはずでするはずです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、小小小小さなさなさなさな単単単単位位位位でででで回回回回すすすすほほほほうがうがうがうがふふふふさわしいものはさわしいものはさわしいものはさわしいものは小小小小さなさなさなさな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回しししし、、、、そしそしそしそしてててて、、、、大大大大きなきなきなきな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回すすすすほほほほうがうがうがうがふふふふさわしいものはさわしいものはさわしいものはさわしいものは大大大大きなきなきなきな範範範範囲囲囲囲でででで回回回回していくしていくしていくしていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか、、、、そ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をををを示示示示したのがしたのがしたのがしたのが階階階階層層層層的地域循環的地域循環的地域循環的地域循環圏圏圏圏ですですですです。。。。    今今今今、、、、日日日日本本本本のののの社会社会社会社会でのでのでのでの大大大大きなきなきなきな問問問問題題題題はははは、、、、本来地域本来地域本来地域本来地域でででで回回回回しているしているしているしている資源資源資源資源がががが国際循環国際循環国際循環国際循環になっているになっているになっているになっている。。。。逆逆逆逆にににに、、、、本来国際循環本来国際循環本来国際循環本来国際循環できできできできちちちちっとっとっとっと回回回回すすすすべべべべきききき資源資源資源資源があるがあるがあるがある特特特特定定定定のののの国国国国にににに行行行行ってしまっているというってしまっているというってしまっているというってしまっているという問問問問題題題題ですですですです。。。。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、、、、例例例例ええええばばばば、、、、食食食食料料料料やややや木木木木材材材材、、、、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海海海海外外外外からたくさからたくさからたくさからたくさんんんん持持持持ってきますとってきますとってきますとってきますと、、、、海海海海外外外外のののの水水水水資源資源資源資源もももも奪奪奪奪うしうしうしうし、、、、輸輸輸輸送送送送関連関連関連関連でエネルでエネルでエネルでエネルギギギギーもーもーもーも消費消費消費消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。。。。そそそそしてしてしてして、、、、生生生生まれたまれたまれたまれた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をもとへをもとへをもとへをもとへ戻戻戻戻せないのでせないのでせないのでせないので、、、、そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をいくらをいくらをいくらをいくら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限限限限界界界界があがあがあがありりりりますますますます。。。。それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ、、、、農農農農業業業業系系系系のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命堆堆堆堆肥肥肥肥にしましにしましにしましにし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、、、、もうもうもうもう日日日日本本本本ではではではでは堆堆堆堆肥肥肥肥はははは余余余余りりりり過過過過ぎぎぎぎですですですです。。。。ですからですからですからですから、、、、どうするかというどうするかというどうするかというどうするかという問問問問題題題題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、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも地域地域地域地域でででで生生生生産産産産されたものをされたものをされたものをされたものを地域地域地域地域でででで消費消費消費消費しししし、、、、それをそれをそれをそれをリリリリサイクルしていれサイクルしていれサイクルしていれサイクルしていればばばば、、、、そういうそういうそういうそういう問問問問題題題題はははは起起起起ここここりりりりませませませませんんんん。。。。ですからですからですからですから、、、、こういうこういうこういうこういう構構構構造造造造はははは変変変変えてえてえてえて、、、、できるかできるかできるかできるかぎぎぎぎりりりり地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消のののの世界世界世界世界をををを形成形成形成形成ししししていくていくていくていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    
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エネルエネルエネルエネルギギギギーもそうですーもそうですーもそうですーもそうです。。。。再再再再生生生生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギーとーとーとーというというというというと、、、、風風風風力力力力、、、、ソソソソーラーーラーーラーーラー、、、、地地地地熱熱熱熱いずれもいずれもいずれもいずれもそうですがそうですがそうですがそうですが、、、、地域地域地域地域のののの環境環境環境環境によってによってによってによって細細細細ややややかにかにかにかに設設設設計計計計していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。それらはそれらはそれらはそれらは原原原原子子子子力力力力などのようになどのようになどのようになどのように拠点拠点拠点拠点でででで地域地域地域地域全全全全体体体体をををを賄賄賄賄うううう方方方方式式式式とはとはとはとは違違違違ってってってって、、、、本来本来本来本来がががが多多多多分分分分分分分分散散散散型型型型でででで、、、、いろいろいろいろんんんん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、、、、自立自立自立自立・・・・分分分分散散散散的的的的にににに施設施設施設施設ができているができているができているができている、、、、これもこれもこれもこれもややややははははりりりり地産地産地産地産・・・・地地地地消消消消型型型型にににに考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべきですきですきですきです。。。。    それからそれからそれからそれから、、、、多多多多分分分分これからのこれからのこれからのこれからの議議議議論論論論のののの中中中中にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、世界世界世界世界ではではではでは CO2CO2CO2CO2 のののの問問問問題題題題もももも非常非常非常非常にににに重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、希少希少希少希少金金金金属属属属のののの枯渇枯渇枯渇枯渇のののの問問問問題題題題もももも重要重要重要重要なななな問問問問題題題題ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの 2222 つのつのつのつの間間間間のかかわのかかわのかかわのかかわりりりり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、、、、ソソソソーラーパネルにしてもーラーパネルにしてもーラーパネルにしてもーラーパネルにしても何何何何にしてもにしてもにしてもにしても、、、、そういうもそういうもそういうもそういうものをのをのをのを支支支支えるえるえるえる技術技術技術技術のののの中中中中にににに希少希少希少希少金金金金属属属属のののの使使使使用用用用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。。。。このこのこのこの希少希少希少希少金金金金属属属属はははは、、、、今後今後今後今後はははは天天天天然然然然資源資源資源資源からからからから採採採採掘掘掘掘するのはするのはするのはするのは限限限限界界界界があがあがあがありりりり、、、、今今今今あるあるあるある資源資源資源資源をををを回回回回しししし使使使使いするいするいするいする必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれが最最最最近近近近話話話話題題題題になっているになっているになっているになっている都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山のののの考考考考ええええ方方方方ですがですがですがですが、、、、都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山でででで資源資源資源資源回回回回収収収収するするするする技術技術技術技術がががが要要要要るのでするのでするのでするのです。。。。そのそのそのその回回回回収収収収にはにはにはには、、、、携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のようなのようなのようなのような大大大大量量量量のののの希少希少希少希少金金金金属属属属をををを含含含含んんんんだだだだ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを回回回回収収収収するするするする必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。こういうこういうこういうこういう物物物物はははは軽軽軽軽くてくてくてくて運運運運びびびびややややすいわけですからすいわけですからすいわけですからすいわけですから、、、、有有有有害害害害物物物物質質質質のののの国境国境国境国境越越越越えをえをえをえを避避避避けつつけつつけつつけつつ、、、、東東東東アジアでアジアでアジアでアジアで役割役割役割役割分分分分担担担担をしをしをしをしてててて、、、、大大大大きくきくきくきく回回回回していくしていくしていくしていく。。。。そしてそしてそしてそして大事大事大事大事なななな資源資源資源資源をををを大事大事大事大事なものとしてなものとしてなものとしてなものとして長長長長いいいい間使間使間使間使っていくというっていくというっていくというっていくという考考考考ええええ方方方方をすをすをすをすべべべべきききき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。。。。    私私私私がががが最最最最近近近近親親親親しくさせていたしくさせていたしくさせていたしく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、、、、DOWADOWADOWADOWA エコシステム・エコシステム・エコシステム・エコシステム・ホホホホールールールールディディディディングスのングスのングスのングスの会会会会長長長長のののの吉吉吉吉川川川川ささささんんんんはははは、、、、そういうそういうそういうそういう希少希少希少希少金金金金属属属属のののの再再再再生生生生利用利用利用利用をををを日日日日本本本本でででで先先先先駆駆駆駆的的的的にににに進進進進められておられるめられておられるめられておられるめられておられる方方方方ですですですです。。。。彼彼彼彼ののののキキキキャャャャッッッッチチチチフフフフレレレレーズはーズはーズはーズは、「、「、「、「21212121世世世世紀紀紀紀、、、、日日日日本本本本はははは資源大国資源大国資源大国資源大国になるになるになるになる」」」」ですですですです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに思思思思ってってってって我我我我々々々々はははは、、、、このこのこのこの問問問問題題題題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいくことがでいくことがでいくことがでいくことが必要必要必要必要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。。。。アジアにおけるアジアにおけるアジアにおけるアジアにおける基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方はははは、、、、回回回回していいものをしていいものをしていいものをしていいものを広広広広くくくく回回回回すすすす、、、、そしてそしてそしてそして回回回回すすすすべべべべきでないきでないきでないきでない有有有有害害害害なものはきっなものはきっなものはきっなものはきっちりちりちりちり止止止止めよめよめよめようということになるとうということになるとうということになるとうということになると思思思思いますいますいますいます。。。。    21212121 世世世世紀紀紀紀持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会、、、、私私私私はははは、、、、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、、、、3333 つつつつのののの社会社会社会社会のののの統統統統合合合合だだだだとととと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう考考考考ええええ方方方方でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンンンン自自自自身身身身もももも発展発展発展発展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必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    このこのこのこの間間間間、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市のののの方方方方がががが来来来来られましてられましてられましてられまして、、、、環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市にににに選選選選ばばばばれなかったということでれなかったということでれなかったということでれなかったということで、、、、大大大大変変変変がっかがっかがっかがっかりりりりされておられましたされておられましたされておられましたされておられました。。。。私私私私はははは、、、、そそそそんんんんなななな低炭低炭低炭低炭素素素素型社会型社会型社会型社会だだだだけにけにけにけに注目注目注目注目したしたしたした環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市にににに限限限限定定定定せずせずせずせず、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく今今今今度度度度生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約のののの締締締締約約約約国会議国会議国会議国会議をををを誘誘誘誘致致致致するのするのするのするのだだだだからからからから、、、、またせまたせまたせまたせっかくっかくっかくっかく今今今今までまでまでまで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きたのをつくってきたのをつくってきたのをつくってきたのだだだだからからからから、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会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、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素もももも入入入入れてれてれてれて、、、、それからそれからそれからそれから循環型循環型循環型循環型もももも入入入入れてれてれてれて、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生もももも入入入入れてれてれてれて、、、、もっともっともっともっと大大大大きなきなきなきな構想構想構想構想をををを出出出出せせせせばばばばいいいいいいいいじじじじゃゃゃゃないですないですないですないですかとかとかとかと申申申申しししし上上上上げたところですげたところですげたところですげたところです。。。。ぜぜぜぜひともひともひともひとも、、、、そういうそういうそういうそういうふふふふうなうなうなうな方方方方向向向向でででで話話話話をををを進進進進めていためていためていためていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    これからいろこれからいろこれからいろこれからいろんんんんなななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、ややややははははりりりり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、、、、これまでのようにこれまでのようにこれまでのようにこれまでのように、、、、国国国国はははは国国国国としてとしてとしてとして粛粛粛粛々々々々としてとしてとしてとしてややややるるるる、、、、それからそれからそれからそれから企業企業企業企業はははは企業企業企業企業としてとしてとしてとして粛粛粛粛々々々々としてとしてとしてとしてややややるるるる、、、、そしてそしてそしてそして市民市民市民市民はははは市民市民市民市民としてとしてとしてとしてややややるのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、共共共共通通通通のののの土土土土俵俵俵俵のののの上上上上でででで、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに対話対話対話対話をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、全全全全体構想体構想体構想体構想をををを描描描描くくくく中中中中でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれがれがれがれが動動動動いていくいていくいていくいていく、、、、こういうこういうこういうこういう考考考考ええええ方方方方ををををぜぜぜぜひとっていたひとっていたひとっていたひとっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    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、、、、あまあまあまあまりりりり細細細細かいことはかいことはかいことはかいことは申申申申しませしませしませしませんんんんがががが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割はあはあはあはありりりりますがますがますがますが、、、、私私私私としてとしてとしてとして強調強調強調強調したいのはしたいのはしたいのはしたいのは、、、、みみみみんんんんながながながなが一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組むむむむ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。。。。ととととりりりりわけわけわけわけ地方自地方自地方自地方自治体治体治体治体、、、、県県県県ですとかですとかですとかですとか市市市市、、、、こういうところがこういうところがこういうところがこういうところが今後今後今後今後皆皆皆皆ささささんんんんにににに働働働働きかけながらそういうきかけながらそういうきかけながらそういうきかけながらそういう共共共共通通通通のののの場場場場づづづづくくくくりりりり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重要重要重要重要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないか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。。。。    循環基本循環基本循環基本循環基本計画計画計画計画についてはについてはについてはについては、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその背背背背後後後後にににに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あがあがあがありりりりますしますしますしますし、、、、それからそれからそれからそれから、、、、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もあもあもあもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、こういうものとのこういうものとのこういうものとのこういうものとの間間間間のののの個個個個々々々々のののの詰詰詰詰めはめはめはめはややややっっっっぱぱぱぱりりりりききききちちちちっとっとっとっと個個個個別別別別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ことがくことがくことがくことが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。    自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割についてもについてもについてもについても、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ申申申申しししし上上上上げたとおげたとおげたとおげたとおりりりりですがですがですがですが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの時代時代時代時代、、、、どうどうどうどうややややってってってって人人人人々々々々のののの方方方方向向向向ををををほんほんほんほんとうのとうのとうのとうの意意意意味味味味でででで変変変変えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、そのためにそのためにそのためにそのために市民市民市民市民はははは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、、、、そしてそしてそしてそして自治体自治体自治体自治体はどういうはどういうはどういうはどういう協力協力協力協力ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは企業企業企業企業のののの CSRCSRCSRCSR がどういうがどういうがどういうがどういうふふふふうになるのうになるのうになるのうになるのかについてかについてかについてかについてぜぜぜぜひひひひ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大大大大変変変変あああありりりりがたいとがたいとがたいとがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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私私私私はははは、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市にもにもにもにも関係関係関係関係しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。北北北北九州九州九州九州市市市市はははは、、、、環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市にににに選選選選ばばばばれたのですれたのですれたのですれたのですがががが、、、、私私私私はははは、、、、ぜぜぜぜひひひひ低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会をうまくをうまくをうまくをうまく政策政策政策政策にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでででで、、、、そしてそしてそしてそして自自自自然然然然共生共生共生共生社会社会社会社会もきもきもきもきちちちちんんんんとととと視視視視野野野野にににに入入入入れてれてれてれて、、、、トータルなトータルなトータルなトータルな持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会にににに向向向向けてけてけてけて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、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれがれがれがれがばばばばららららばばばばらにらにらにらにややややるるるるべべべべきではないときではないときではないときではないと申申申申しししし上上上上げているところですげているところですげているところですげているところです。。。。北北北北九州九州九州九州市市市市がががが、、、、環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市構想市構想市構想市構想としてすとしてすとしてすとしてすぐぐぐぐれていたのはれていたのはれていたのはれていたのは、、、、CO2CO2CO2CO2のののの排排排排出出出出はははは 2050205020502050年年年年までにまでにまでにまでに 5555割割割割ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか減減減減らせないのですがらせないのですがらせないのですがらせないのですが、、、、海海海海外外外外、、、、特特特特にににに中中中中国国国国のののの CO2CO2CO2CO2のののの削減削減削減削減にににに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを通通通通してしてしてして、、、、自分自分自分自分たたたたちちちちのののの市市市市のののの 200%200%200%200%分分分分のののの CO2CO2CO2CO2削減削減削減削減をををを海海海海外外外外でででで達達達達成成成成しししし、、、、合合合合計計計計でででで 250%250%250%250%削減削減削減削減するするするする、、、、とととと宣言宣言宣言宣言したことですしたことですしたことですしたことです。。。。環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のののの提提提提案案案案のののの中中中中でででで、、、、海海海海外外外外にまでにまでにまでにまで言及言及言及言及したのはしたのはしたのはしたのは北北北北九州九州九州九州しかなかったそうですしかなかったそうですしかなかったそうですしかなかったそうです。。。。そのそのそのその意意意意味味味味でででで、、、、ふふふふたをあけてみるとたをあけてみるとたをあけてみるとたをあけてみると、、、、ああああ、、、、そうかということですがそうかということですがそうかということですがそうかということですが、、、、ややややははははりりりりそこになかなかまそこになかなかまそこになかなかまそこになかなかまだだだだ日日日日本本本本のののの自治体自治体自治体自治体はははは思思思思いがいがいがいが及及及及んんんんでいでいでいでいないということはないということはないということはないということは、、、、これはこれはこれはこれは 1111つつつつ反反反反省省省省すすすすべべべべきききき点点点点だだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    たたたただだだだ、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋はははは、、、、もういいもういいもういいもういいモデモデモデモデルがあルがあルがあルがありりりりますますますます。。。。藤前藤前藤前藤前干潟干潟干潟干潟にににに問問問問題題題題のののの端端端端をををを発発発発してしてしてして、、、、ごみをごみをごみをごみを 3333割割割割削減削減削減削減できたできたできたできた。。。。そのそのそのその後後後後あまあまあまあまりりりり減減減減っていないのがっていないのがっていないのがっていないのがやややややややや問問問問題題題題ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが。。。。しかししかししかししかし、、、、これはこれはこれはこれはもうまさにもうまさにもうまさにもうまさに循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会とととと自自自自然然然然共生共生共生共生社会社会社会社会をつないをつないをつないをつないだモデだモデだモデだモデルなルなルなルなんんんん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、、、、言言言言うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博。。。。いろいろいろいろんんんんなななな成成成成果果果果をををを生生生生みみみみ出出出出しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、いろいろいろいろんんんんなななな課課課課題題題題もももも残残残残しましたしましたしましたしました。。。。例例例例ええええばばばば、、、、里山里山里山里山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、、、、人人人人のののの手手手手がががが入入入入ったったったった自自自自然然然然をいかによみがえらをいかによみがえらをいかによみがえらをいかによみがえらせるのかについてはせるのかについてはせるのかについてはせるのかについては、、、、ままままだだだだままままだだだだ議議議議論論論論がががが十十十十分分分分できたとははできたとははできたとははできたとはは私私私私はははは思思思思っておっておっておっておりりりりませませませませんんんん。。。。したがっしたがっしたがっしたがってててて、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約のののの第第第第 10101010回回回回締締締締約約約約国会議開催国会議開催国会議開催国会議開催をををを機機機機会会会会にににに、、、、もうもうもうもう一一一一回回回回愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博のののの資産資産資産資産をををを、、、、これこれこれこれはははは問問問問題題題題もももも含含含含めてですがめてですがめてですがめてですが、、、、生生生生かしていくことがこれからのかしていくことがこれからのかしていくことがこれからのかしていくことがこれからの愛知愛知愛知愛知、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋にににに課課課課せられたせられたせられたせられ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課課課題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    ももももちちちちろろろろんんんん、、、、産業産業産業産業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、、、、ということですということですということですということです。。。。今今今今、、、、トトトトヨヨヨヨタはタはタはタはピピピピンンンンチチチチ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がががが、、、、私私私私はははは、、、、昨昨昨昨日日日日、、、、オバマオバマオバマオバマ次次次次期期期期大大大大統統統統領領領領のののの側側側側近近近近のののの環境学環境学環境学環境学者者者者とととと話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。これはこれはこれはこれは私私私私とととと全全全全くくくく同同同同じじじじ意見意見意見意見ななななんんんんですがですがですがですが、、、、今今今今のののの歴歴歴歴史史史史的的的的なななな経済経済経済経済危危危危機機機機、、、、金金金金融融融融危危危危機機機機というのはというのはというのはというのは、、、、うまくうまくうまくうまくややややれれれればばばば歴歴歴歴史史史史的的的的なななな環境技術環境技術環境技術環境技術をををを普及普及普及普及させるさせるさせるさせる機機機機会会会会になれるになれるになれるになれる、、、、そしてそしてそしてそして社会社会社会社会全全全全体体体体がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわる。。。。彼彼彼彼とのとのとのとの対話対話対話対話のののの中中中中でででではははは historichistorichistorichistoric    crisiscrisiscrisiscrisisはははは histohistohistohistoricricricric    opportunityopportunityopportunityopportunityだだだだとととと、、、、こういうこういうこういうこういうふふふふうなうなうなうな話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。どうもどうもどうもどうも彼彼彼彼ははははオバマオバマオバマオバマささささんんんんにににに、、、、景景景景気気気気浮浮浮浮揚揚揚揚のののの対対対対策策策策としてとしてとしてとして自自自自然然然然再再再再生生生生エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの根根根根本的本的本的本的なななな導導導導入入入入というのをというのをというのをというのを大大大大統統統統領就任直領就任直領就任直領就任直後後後後にににに話話話話をさせようとしているようですをさせようとしているようですをさせようとしているようですをさせようとしているようです。。。。    日日日日本本本本はははは資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい国国国国ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、中中中中国国国国にににに日日日日本本本本のののの石炭石炭石炭石炭火火火火力力力力のののの技術技術技術技術をををを持持持持ってってってっていくいくいくいくだだだだけでけでけでけで、、、、日日日日本本本本でででで排排排排出出出出しているしているしているしている石炭石炭石炭石炭からのからのからのからの CO2CO2CO2CO2 のののの全部全部全部全部にににに相当相当相当相当するそうですするそうですするそうですするそうです。。。。そのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらいのののの技術技術技術技術をををを持持持持っているっているっているっている日日日日本本本本がががが、、、、環境環境環境環境についてはについてはについてはについては世界世界世界世界ののののリリリリーダーとしてーダーとしてーダーとしてーダーとして、、、、特特特特にににに新新新新興興興興国国国国とのとのとのとの連連連連携携携携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要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。最最最最後後後後にににに、、、、宣宣宣宣伝伝伝伝になになになになりりりりますがますがますがますが、、、、国連大学国連大学国連大学国連大学はははは、、、、気気気気候候候候変変変変動動動動のののの議議議議論論論論、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの議議議議論論論論、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性のののの議議議議論論論論、、、、これらをこれらをこれらをこれらを束束束束ねねねねるるるる役割役割役割役割をををを演演演演じじじじたいとたいとたいとたいと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。ぜぜぜぜひひひひ皆皆皆皆様様様様方方方方のこれからのごのこれからのごのこれからのごのこれからのご支援支援支援支援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いますいますいますいます。。。。私私私私、、、、またまたまたまた愛知県愛知県愛知県愛知県にににに来来来来ますしますしますしますし、、、、知事知事知事知事ともいろいろとおともいろいろとおともいろいろとおともいろいろと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のでいますのでいますのでいますので、、、、どうどうどうどうぞぞぞぞよろしくよろしくよろしくよろしくおおおお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    それではそれではそれではそれでは、、、、これでこれでこれでこれで私私私私のののの講演講演講演講演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。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清聴清聴清聴清聴あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいいいいましたましたましたました。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手））））        司司司司会会会会            武武武武内先内先内先内先生生生生、、、、あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 II 

 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、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演 II へとへとへとへと進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりり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。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「エエエエコタコタコタコタウウウウンのンのンのンの発展形発展形発展形発展形－－－－リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設からからからから環境環境環境環境都都都都市市市市にににに－－－－」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、独独独独立立立立行政法人行政法人行政法人行政法人国立国立国立国立環境研究環境研究環境研究環境研究所所所所環境技術環境技術環境技術環境技術評価評価評価評価システムシステムシステムシステム研究研究研究研究室長室長室長室長、、、、東洋東洋東洋東洋大学大学大学大学教授教授教授教授、、、、藤田壮藤田壮藤田壮藤田壮先先先先生生生生にごにごにごにご講演講演講演講演いたいたいたいただだだだききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 皆皆皆皆様様様様、、、、受受受受付付付付でおでおでおでお渡渡渡渡しいたしましたこしいたしましたこしいたしましたこしいたしましたこちちちちらのらのらのらの資料資料資料資料集集集集のののの 17ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くくく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、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長 

  ごごごご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだきましたきましたきましたきました藤田藤田藤田藤田でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。私私私私自自自自身身身身、、、、大学大学大学大学のののの教授教授教授教授というというというという職職職職とととと、、、、国立研究国立研究国立研究国立研究所所所所のののの中中中中でででで環境研究環境研究環境研究環境研究をををを続続続続けておけておけておけておりりりりますますますます。。。。このこのこのこの 10 年年年年ほほほほどはどはどはどは、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの実実実実証証証証研究研究研究研究というというというという形形形形でででで、、、、さまさまさまさまざざざざまなエコタまなエコタまなエコタまなエコタウウウウンのンのンのンの自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々、、、、企業企業企業企業のののの方方方方々々々々とととと一一一一緒緒緒緒にににに研究研究研究研究をををを続続続続けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、大大大大阪阪阪阪大学大学大学大学にいますときはにいますときはにいますときはにいますときは大大大大阪阪阪阪、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは東洋東洋東洋東洋大学大学大学大学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川川川川崎崎崎崎のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、あいあいあいあいちちちちエコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの方方方方々々々々とかいろいろおとかいろいろおとかいろいろおとかいろいろ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ましたきましたきましたきました。。。。本本本本日日日日はははは、、、、私私私私ななななりりりりにそのエコタにそのエコタにそのエコタにそのエコタウウウウンというものがンというものがンというものがンというものが、、、、今今今今までどのようなまでどのようなまでどのようなまでどのような足足足足跡跡跡跡があってがあってがあってがあって、、、、どのよどのよどのよどのようなこれからのうなこれからのうなこれからのうなこれからの発展形発展形発展形発展形、、、、どのようなどのようなどのようなどのような進化進化進化進化がこれからエコタがこれからエコタがこれからエコタがこれからエコタウウウウンとしてあるンとしてあるンとしてあるンとしてあるんんんんだだだだろうかといろうかといろうかといろうかということをおうことをおうことをおうことを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ていますっていますっていますっています。。。。武武武武内先内先内先内先生生生生からからからから極極極極めてダイナミックなめてダイナミックなめてダイナミックなめてダイナミックな基調基調基調基調講演講演講演講演をいをいをいをいたたたただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、私私私私もそれともそれともそれともそれと関連関連関連関連したしたしたした形形形形でででで、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素とととと資源循環資源循環資源循環資源循環ということがどのようなということがどのようなということがどのようなということがどのような形形形形でででで連連連連携携携携していくのであろうかしていくのであろうかしていくのであろうかしていくのであろうか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした考考考考ええええ方方方方につきましてもおにつきましてもおにつきましてもおにつきましてもお話話話話しできれしできれしできれしできればばばばとととと思思思思っていまっていまっていまっていますすすす。。。。 

  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、、、、私私私私自自自自身身身身、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府のののの環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のののの選選選選考考考考のののの分科会分科会分科会分科会のののの委員委員委員委員をををを今今今今年年年年のののの 2 月月月月からからからから仰仰仰仰せつかっていましてせつかっていましてせつかっていましてせつかっていまして、、、、選選選選考考考考分科会分科会分科会分科会というのはというのはというのはというのは、、、、有有有有識者識者識者識者、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの分野分野分野分野のののの専専専専門門門門家家家家がががが
16人人人人ぐぐぐぐらいらいらいらい集集集集ままままりりりりましてましてましてまして、、、、約約約約 82 のののの環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のごのごのごのご提提提提案案案案をををを約約約約 4週週週週間間間間ほほほほどでどでどでどで拝拝拝拝見見見見するするするする役割役割役割役割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。。。。そのそのそのその過程過程過程過程のののの中中中中でででで、、、、武武武武内先内先内先内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にったようにったようにったように、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素だだだだけがけがけがけが自自自自己己己己目目目目的化的化的化的化するわけではあするわけではあするわけではあするわけではありりりりませませませませんんんんがががが、、、、大大大大きなきなきなきな自治体自治体自治体自治体のののの中中中中でででで低炭低炭低炭低炭素素素素、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、さらにさらにさらにさらに自自自自然然然然共共共共生生生生、、、、そのそのそのその 3 点点点点セセセセットをットをットをットを同時同時同時同時にににに実現実現実現実現しようとするしようとするしようとするしようとする野野野野心心心心的的的的なななな自治体自治体自治体自治体のののの方方方方がががが多多多多いということいということいということいということ、、、、ここここれがれがれがれが評価評価評価評価基基基基準準準準になになになになりりりりましたましたましたました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした視視視視点点点点でででで、、、、ききききょょょょうはうはうはうは 3 つのテーつのテーつのテーつのテーママママをををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  1 つはつはつはつは、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンですンですンですンです。。。。エコタエコタエコタエコタウウウウンのこれまでのンのこれまでのンのこれまでのンのこれまでの意意意意義義義義ということということということということ、、、、これをこれをこれをこれを特特特特にににに循環型社循環型社循環型社循環型社会会会会のののの視視視視点点点点からのからのからのからの意意意意義義義義ということをおということをおということをおということをお話話話話しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。2 つつつつ目目目目はははは、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの視視視視点点点点からのからのからのからの検検検検討討討討はははは始始始始まっていますまっていますまっていますまっています。。。。もうもうもうもう 10 年年年年たっていますのでたっていますのでたっていますのでたっていますので、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンもそうですがンもそうですがンもそうですがンもそうですが、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな複複複複合的合的合的合的なななな脈脈脈脈絡絡絡絡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。。。。そうしたエコタそうしたエコタそうしたエコタそうしたエコタウウウウンのンのンのンの発展発展発展発展、、、、現在現在現在現在までのまでのまでのまでの進化進化進化進化というというというというこここことをとをとをとを整整整整理理理理いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは周周周周辺辺辺辺のののの状況状況状況状況がどのようにがどのようにがどのようにがどのように変変変変わってきているかということわってきているかということわってきているかということわってきているかということからからからから、、、、進化進化進化進化・・・・発展発展発展発展をををを整整整整理理理理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っていますっていますっていますっています。。。。3点点点点目目目目はははは、、、、これからどういうこれからどういうこれからどういうこれからどういう展開展開展開展開があるがあるがあるがあるんんんんだだだだろうかろうかろうかろうか。。。。このあたこのあたこのあたこのあたりりりりはははは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、環境環境環境環境省省省省、、、、各各各各省省省省庁庁庁庁のののの事業事業事業事業ということにということにということにということに大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待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くところですがくところですがくところですがくところですが、、、、ややややははははりりりり日日日日本発本発本発本発信信信信のののの知的知的知的知的なななな財財財財産産産産としてのエコタとしてのエコタとしてのエコタとしてのエコタウウウウンというものンというものンというものンというもの、、、、これはこれはこれはこれは環境環境環境環境都都都都市市市市のののの資源循環資源循環資源循環資源循環のののの基本形基本形基本形基本形としてのエコタとしてのエコタとしてのエコタとしてのエコタウウウウンをンをンをンを展開展開展開展開していくたしていくたしていくたしていくためにどのようなアプローめにどのようなアプローめにどのようなアプローめにどのようなアプローチチチチがあるがあるがあるがあるだだだだろうかろうかろうかろうか。。。。これをこれをこれをこれを私私私私はははは 3 つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチをををを最最最最後後後後にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていた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まっていまっていまっていますすすす。。。。 

  最最最最初初初初はははは、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンがこれまでンがこれまでンがこれまでンがこれまでややややってきたことのってきたことのってきたことのってきたことの意意意意義義義義ですですですです。。。。このこのこのこの図図図図（（（（図図図図２２２２））））のののの中中中中にあにあにあにありりりりますがますがますがますが、、、、実実実実はははは、、、、1997 年年年年からからからから 2006 年年年年のののの間間間間にににに、、、、約約約約 10 年年年年間間間間でででで経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省のののの共同認共同認共同認共同認証証証証でででで
26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、62 のののの施設施設施設施設というものがというものがというものがというものが既既既既にににに日日日日本本本本のののの国内国内国内国内にににに整整整整備備備備されていますされていますされていますされています。。。。すでにすでにすでにすでに、、、、経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省からいわゆるグッドプラクテからいわゆるグッドプラクテからいわゆるグッドプラクテからいわゆるグッドプラクティィィィスススス集集集集ということでということでということでということで、、、、私私私私もももも監監監監修修修修をおをおをおをお手手手手伝伝伝伝いしながらいしながらいしながらいしながら、、、、
2 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに発発発発行行行行していますしていますしていますしています。。。。全全全全国国国国のののの 26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、62 のののの循環施設循環施設循環施設循環施設のグッドプラクテのグッドプラクテのグッドプラクテのグッドプラクティィィィ
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スススス、、、、非常非常非常非常によいによいによいによい事事事事例例例例をををを集集集集めためためためた形形形形でででで、、、、約約約約 150 ペペペページージージージほほほほどのどのどのどの冊冊冊冊子子子子にまとめましてにまとめましてにまとめましてにまとめまして、、、、英英英英語語語語版版版版もももも、、、、そのそのそのその概概概概要要要要ということでということでということでということで、、、、30ペペペページージージージほほほほどにまとめていますどにまとめていますどにまとめていますどにまとめています。。。。 

  このこのこのこの概概概概要要要要のののの中中中中にもうたわれていますがにもうたわれていますがにもうたわれていますがにもうたわれていますが、、、、実実実実はエコタはエコタはエコタはエコタウウウウンがンがンがンが実実実実践践践践されてきたされてきたされてきたされてきた活動活動活動活動のののの成成成成果果果果ととととしてしてしてして、、、、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量量量量のののの約約約約 70%がががが削減削減削減削減、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源循環資源循環資源循環資源循環量量量量、、、、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量量量量がががが 60%増増増増大大大大しましたしましたしましたしました。。。。こうしたことはこうしたことはこうしたことはこうしたことは、、、、日日日日本本本本のののの各各各各行政行政行政行政のののの循環型循環型循環型循環型のののの政策政策政策政策のののの成成成成果果果果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一一一一翼翼翼翼をこのエコタをこのエコタをこのエコタをこのエコタウウウウンがンがンがンが担担担担ってきたというってきたというってきたというってきたというふふふふうにうにうにうに考考考考えることもできるわけですえることもできるわけですえることもできるわけですえることもできるわけです。。。。 

  実実実実はははは、、、、もともとエコタもともとエコタもともとエコタもともとエコタウウウウンそのもののンそのもののンそのもののンそのものの考考考考ええええ方方方方といいますものはといいますものはといいますものはといいますものは、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にもおにもおにもおにもお話話話話があがあがあがありりりりまままましたようなしたようなしたようなしたような国連国連国連国連のゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとかのゼロエミッションですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはヨヨヨヨーローローローロッパにおけるッパにおけるッパにおけるッパにおける産業産業産業産業行政行政行政行政、、、、ああああるいはアるいはアるいはアるいはアメメメメリカリカリカリカでのエコインダストでのエコインダストでのエコインダストでのエコインダストリリリリアルパークというアルパークというアルパークというアルパークという、、、、こうしたものとこうしたものとこうしたものとこうしたものと同同同同じじじじようなようなようなような源源源源をををを持持持持つわけですがつわけですがつわけですがつわけですが、、、、これこれこれこれだだだだけのけのけのけの規規規規模模模模でででで循環型循環型循環型循環型のののの都都都都市市市市がががが国内国内国内国内にににに位位位位置置置置しているしているしているしている例例例例、、、、これはこれはこれはこれは欧欧欧欧米米米米ににににもごもごもごもござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。ヨヨヨヨーロッパにもアーロッパにもアーロッパにもアーロッパにもアメメメメリカリカリカリカにもごにもごにもごにもござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環のののの実実実実績績績績としてはとしてはとしてはとしては、、、、極極極極めてめてめてめて、、、、世界世界世界世界でもでもでもでも質質質質とととと規規規規模模模模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国内国内国内国内外外外外でのでのでのでの認認認認知知知知がががが高高高高まってきていますまってきていますまってきていますまってきています。。。。特特特特にアジアにアジアにアジアにアジアだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、ヨヨヨヨーロッパですとかーロッパですとかーロッパですとかーロッパですとか、、、、あるいはアあるいはアあるいはアあるいはアメメメメリカリカリカリカ、、、、カカカカナダナダナダナダ、、、、北北北北米米米米、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国連国連国連国連機機機機関関関関、、、、特特特特にににに UNEP ではではではでは一一一一昨昨昨昨年年年年よよよよりりりりエコタエコタエコタエコタウウウウンプロジェクトとンプロジェクトとンプロジェクトとンプロジェクトというもいうもいうもいうものをおのをおのをおのをお始始始始めになめになめになめになりりりりましたましたましたました。。。。UNDP、、、、UNIDO もももも、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンというンというンというンという実実実実践践践践をアジアをアジアをアジアをアジアにににに展開展開展開展開することをすることをすることをすることを国連国連国連国連のののの機機機機関関関関としておとしておとしておとしてお考考考考えになっていますえになっていますえになっていますえになっています。。。。そうしたそうしたそうしたそうした、、、、いわいわいわいわばばばば資源循環社資源循環社資源循環社資源循環社会会会会のののの国際的国際的国際的国際的なフロントランナーとしてエコタなフロントランナーとしてエコタなフロントランナーとしてエコタなフロントランナーとしてエコタウウウウンがンがンがンが認認認認知知知知されされされされ始始始始めていまめていまめていまめていま、、、、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のンのンのンの実実実実証証証証形形形形としてもとしてもとしてもとしても、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンというものがンというものがンというものがンというものが国際的国際的国際的国際的なななな認認認認知知知知がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる状況状況状況状況ですですですです。。。。 

  ごごごご承承承承知知知知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、、、、武武武武内先内先内先内先生生生生からもおからもおからもおからもお話話話話がごがごがごが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、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン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、、、、段段段段階階階階的的的的なななな進展進展進展進展とととと考考考考えていいましたえていいましたえていいましたえていいました。。。。まずまずまずまず、、、、第第第第 1 段段段段階階階階はははは、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設のののの整整整整備備備備・・・・集集集集積積積積ですですですです。。。。それからそれからそれからそれから、、、、今今今今度度度度はははは第第第第 2 段段段段階階階階としましてとしましてとしましてとしまして、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン内内内内ででででのののの資源循環資源循環資源循環資源循環のネットワークがのネットワークがのネットワークがのネットワークが形成形成形成形成されますされますされますされます。。。。そのそのそのその次次次次のののの段段段段階階階階としましてとしましてとしましてとしまして、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンとそのンとそのンとそのンとその周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域とのとのとのとの間間間間のののの循環循環循環循環がががが形成形成形成形成されてされてされてされて、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには第第第第 3 ステップのステップのステップのステップの中中中中でででで全全全全国的国的国的国的なエコタなエコタなエコタなエコタウウウウンンンンのののの連連連連携携携携、、、、全全全全国的国的国的国的なななな資源循環資源循環資源循環資源循環のネットワークができてのネットワークができてのネットワークができてのネットワークができて、、、、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会をををを構築構築構築構築ししししたいたいたいたい、、、、これがこれがこれがこれが 97 年年年年にににに始始始始まったまったまったまった段段段段階階階階のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの思思思思想想想想でごでごでごで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、、、、おそらくそのおそらくそのおそらくそのおそらくその部部部部分分分分はゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションのはゼロエミッションの理念理念理念理念、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国際的国際的国際的国際的なエコインダストなエコインダストなエコインダストなエコインダストリリリリアルパークといいますアルパークといいますアルパークといいますアルパークといいますのとのとのとのと同同同同じじじじ構想構想構想構想のもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしましたのもとでスタートいたしました。。。。 

  こうしたエこうしたエこうしたエこうしたエコタコタコタコタウウウウンのンのンのンの形成形成形成形成がががが実際実際実際実際にににに 10 年年年年間間間間進進進進められていますめられていますめられていますめられています。。。。26 のののの箇箇箇箇所所所所でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンのンのンのンの形成形成形成形成整整整整備備備備がががが進進進進められてきたわけですがめられてきたわけですがめられてきたわけですがめられてきたわけですが、、、、そうしたそうしたそうしたそうした経経経経緯緯緯緯のののの中中中中でででで、、、、いわいわいわいわばばばば左左左左側側側側のののの大大大大量量量量生生生生産産産産・・・・大大大大量量量量消費消費消費消費というというというという一方一方一方一方向向向向型型型型のののの生生生生産社会産社会産社会産社会、、、、産業社会産業社会産業社会産業社会がががが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度都都都都市市市市のののの中中中中でででで資源資源資源資源をををを循環循環循環循環するするするする、、、、ああああるいはるいはるいはるいは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循環循環循環循環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、、、、外部外部外部外部からのからのからのからの資源資源資源資源依依依依存存存存もももも小小小小さくなさくなさくなさくなりりりり、、、、都都都都市市市市からからからから、、、、生生生生産産産産地域地域地域地域からからからから外部外部外部外部へのへのへのへの環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷もももも小小小小さくなるというさくなるというさくなるというさくなるという、、、、そういったそういったそういったそういった環境環境環境環境とととと経済経済経済経済がががが両両両両立立立立するようするようするようするようなななな都都都都市市市市のののの形形形形式式式式ができつつあるわけですができつつあるわけですができつつあるわけですができつつあるわけです。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした循環循環循環循環のののの形成形成形成形成はははは、、、、都都都都市市市市ごとにごとにごとにごとに個個個個性性性性があがあがあがありりりりあああありりりりますますますます、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都都都都市市市市ごとにごとにごとにごとにばばばばらつきらつきらつきらつきがあがあがあがありりりりあああありりりりますますますます。。。。26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの中中中中のののの幾幾幾幾つかをごつかをごつかをごつかをご紹介紹介紹介紹介しますとしますとしますとしますと、、、、ももももちちちちろろろろんんんん一一一一番番番番有有有有名名名名なもなもなもなものはのはのはのは、、、、フロントランナーですフロントランナーですフロントランナーですフロントランナーです北北北北九州九州九州九州ですですですです。。。。北北北北九州九州九州九州エコタエコタエコタエコタウウウウンはンはンはンは、、、、既既既既にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環をををを進進進進めるめるめるめ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、、、、循環循環循環循環というというというという情情情情報報報報、、、、循環循環循環循環ビビビビジネスもジネスもジネスもジネスも含含含含めためためためた情情情情報報報報ををををハハハハブブブブ的的的的にネットワークにネットワークにネットワークにネットワーク化化化化してしてしてして、、、、国内国内国内国内・・・・海海海海外外外外にににに展開展開展開展開するするするする。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、250%CO2 削減削減削減削減というようなというようなというようなというような環環環環境境境境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のごのごのごのご提提提提案案案案がががが出出出出てきたというようなてきたというようなてきたというようなてきたというような理理理理解解解解をしていますをしていますをしていますをしています。。。。 

  エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン自自自自身身身身はははは幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの先進事先進事先進事先進事例例例例についてについてについてについて、、、、私私私私自自自自身身身身もももも過去過去過去過去 5 年年年年ほほほほどどどど研究研究研究研究をしてきましをしてきましをしてきましをしてきましたたたた川川川川崎崎崎崎エコタエコタエコタエコタウウウウンもンもンもンも、、、、もうもうもうもう一一一一つのフロントつのフロントつのフロントつのフロントランナーでごランナーでごランナーでごランナーで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 2 つのつのつのつの都都都都市市市市はははは、、、、とととともにもにもにもに 1997 年度年度年度年度のののの第第第第 1期期期期のののの認認認認証証証証事業事業事業事業でごでごでごで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、、、、北北北北九州九州九州九州エコタエコタエコタエコタウウウウンはンはンはンは新規新規新規新規のののの場場場場所所所所にににに循循循循環施設環施設環施設環施設をををを整整整整備備備備したことにしたことにしたことにしたことに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、川川川川崎崎崎崎エコタエコタエコタエコタウウウウンはンはンはンは、、、、非常非常非常非常にににに密密密密集集集集しているしているしているしている産業団地産業団地産業団地産業団地とととと、、、、そのすそのすそのすそのすぐぐぐぐ近近近近接接接接したしたしたした住住住住宅宅宅宅地地地地のののの中中中中ででででリリリリサイクルシステムをサイクルシステムをサイクルシステムをサイクルシステムを構築構築構築構築しているところにしているところにしているところにしているところに特特特特徴徴徴徴があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。代表代表代表代表的的的的なななな例例例例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、、、、循環型循環型循環型循環型のののの製製製製鉄鉄鉄鉄システムというものがよくシステムというものがよくシステムというものがよくシステムというものがよく取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられていますていますていますています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、このこのこのこの前前前前、、、、中中中中国国国国からからからから胡錦涛胡錦涛胡錦涛胡錦涛国国国国家家家家主主主主席席席席がおがおがおがお見見見見えになられたときにえになられたときにえになられたときにえになられたときに、、、、ごらごらごらごらんんんん
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になられたになられたになられたになられた川川川川崎崎崎崎のののの施設施設施設施設がこのがこのがこのがこの廃廃廃廃プラスプラスプラスプラスチチチチックのックのックのックのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施設施設施設施設でもごでもごでもごでもござざざざいましたいましたいましたいました。。。。実際実際実際実際にににに、、、、通常通常通常通常のののの製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所ですとですとですとですと、、、、鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石、、、、石石石石灰灰灰灰石石石石、、、、鉄鉄鉄鉄鉱鉱鉱鉱石石石石からからからから酸酸酸酸素素素素をををを奪奪奪奪いいいい取取取取るるるる還還還還元元元元剤剤剤剤としましてとしましてとしましてとしまして石炭石炭石炭石炭をををを純純純純化化化化しましたコークスをしましたコークスをしましたコークスをしましたコークスを使使使使うわけですがうわけですがうわけですがうわけですが、、、、川川川川崎崎崎崎エコタエコタエコタエコタウウウウンにおきましてはンにおきましてはンにおきましてはンにおきましては、、、、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選選選選別別別別、、、、破破破破砕砕砕砕、、、、造造造造粒粒粒粒してしてしてして炉炉炉炉にににに吹吹吹吹きききき込込込込むむむむことによってことによってことによってことによって、、、、下側下側下側下側にシステムにシステムにシステムにシステム図図図図のとおのとおのとおのとおりりりり、、、、ががががコークスのコークスのコークスのコークスの使使使使用削減用削減用削減用削減をするわけですをするわけですをするわけですをするわけです。。。。言言言言ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、上上上上側側側側がががが動動動動脈脈脈脈側側側側のののの生生生生産産産産システムであシステムであシステムであシステムでありりりりましてましてましてまして、、、、下側下側下側下側がががが静静静静脈脈脈脈側側側側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。。。。動動動動脈脈脈脈とととと静静静静脈脈脈脈をををを同時同時同時同時にににに組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせたリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルシステムをシステムをシステムをシステムを幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの産業産業産業産業でででで形成形成形成形成していることがしていることがしていることがしていることが、、、、これがこれがこれがこれが川川川川崎崎崎崎のののの特特特特徴徴徴徴でもあでもあでもあでもありりりりますしますしますしますし、、、、幾幾幾幾つつつつかのかのかのかのほほほほかのエコかのエコかのエコかのエコタタタタウウウウンでもンでもンでもンでも、、、、例例例例ええええばばばば八戸八戸八戸八戸ですとかですとかですとかですとか、、、、秋田秋田秋田秋田ですとかですとかですとかですとか、、、、富富富富山山山山でもでもでもでも同様同様同様同様のシステのシステのシステのシステムがムがムがムが見見見見られますられますられますられます。。。。 

  川川川川崎崎崎崎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、、、、こうしたこうしたこうしたこうした循環施設循環施設循環施設循環施設がががが複複複複数存数存数存数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。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、黄色黄色黄色黄色にににに色色色色をつけていますステンをつけていますステンをつけていますステンをつけていますステンレレレレスススス工工工工場場場場、、、、セセセセメメメメントントントント工工工工場場場場、、、、製製製製紙紙紙紙工工工工場場場場、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル工工工工場場場場、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製製製製鉄鉄鉄鉄所所所所、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは化学化学化学化学工工工工場場場場、、、、こうしたそれこうしたそれこうしたそれこうしたそれぞぞぞぞれのれのれのれの企業企業企業企業のののの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副副副副産産産産物物物物、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを次次次次のののの企業企業企業企業のののの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でいくとえででいくとえででいくとえででいくと、、、、ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションにはなっていませにはなっていませにはなっていませにはなっていませんんんんがががが、、、、あるあるあるある種種種種のののの日日日日本型本型本型本型のののの産業産業産業産業共生共生共生共生システムができていますシステムができていますシステムができていますシステムができています。。。。我我我我々々々々、、、、よくよくよくよく国際学会国際学会国際学会国際学会にににに行行行行きますときますときますときますと、、、、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ーはーはーはーは国際的国際的国際的国際的にににに有有有有名名名名ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが、、、、21 世世世世紀紀紀紀はははは日日日日本本本本のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンがそうしたンがそうしたンがそうしたンがそうした資源循環資源循環資源循環資源循環のののの型型型型をををを実現実現実現実現できるできるできるできるんじゃんじゃんじゃん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、、、、特特特特ににににアジアのアジアのアジアのアジアの方方方方々々々々にににに申申申申しししし上上上上げているわけですががげているわけですががげているわけですががげているわけですがが、、、、こうしたこうしたこうしたこうした幾幾幾幾つかのエコタつかのエコタつかのエコタつかのエコタウウウウンンンン、、、、川川川川崎崎崎崎のエコのエコのエコのエコタタタタウウウウンをンをンをンを代表代表代表代表としましてとしましてとしましてとしまして幾幾幾幾つかのエコタつかのエコタつかのエコタつかのエコタウウウウンにおきましてはンにおきましてはンにおきましてはンにおきましては、、、、逆逆逆逆工工工工場場場場的的的的なななな循環循環循環循環システムがシステムがシステムがシステムがエコタエコタエコタエコタウウウウンンンン内内内内のネットワークにのネットワークにのネットワークにのネットワークに連連連連携携携携しましてしましてしましてしまして、、、、左左左左側側側側（（（（図図図図５５５５））））ににに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、、、、都都都都市市市市からからからから出出出出てきますてきますてきますてきます一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその他他他他エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン外外外外からからからから来来来来ますますますます産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを取取取取りりりり入入入入れるというれるというれるというれるという、、、、まさにエコタまさにエコタまさにエコタまさにエコタウウウウンのンのンのンの中中中中とエコタとエコタとエコタとエコタウウウウンのンのンのンの外外外外とのとのとのとの連連連連携携携携がががが、、、、先先先先ほほほほどどどど見見見見ていていていていたたたただだだだきましたきましたきましたきました図図図図（（（（図図図図４４４４））））でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、約第約第約第約第 2 ステージまではステージまではステージまではステージまでは幾幾幾幾つかのエコタつかのエコタつかのエコタつかのエコタウウウウンでンでンでンで完完完完成成成成しつつあしつつあしつつあしつつありりりりますますますます。。。。 

  あいあいあいあいちちちちエコタエコタエコタエコタウウウウンンンン、、、、これもこれもこれもこれも私私私私はここはここはここはここ数数数数カカカカ月月月月急急急急速速速速ににに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いているところですいているところですいているところですいているところですがががが、、、、極極極極めてめてめてめてユユユユニークなニークなニークなニークな発展形発展形発展形発展形をおをおをおをお持持持持ちだちだちだち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。。。。というのはというのはというのはというのは、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来、、、、知事以知事以知事以知事以下皆下皆下皆下皆様様様様方方方方からごからごからごからご紹介紹介紹介紹介されましたようにされましたようにされましたようにされましたように、、、、愛知愛知愛知愛知はものづくはものづくはものづくはものづくりりりりののののメメメメッッッッカカカカですですですです。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、循環施設循環施設循環施設循環施設、、、、ものづくものづくものづくものづくりりりりにににに極極極極めてめてめてめて対対対対応応応応されておられますされておられますされておられますされておられます。。。。具具具具体的体的体的体的にににに申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、食食食食品品品品廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを循環循環循環循環するするするする装装装装置置置置、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは機機機機械械械械産業産業産業産業をををを循環循環循環循環するするするする装装装装置置置置、、、、そうしたそうしたそうしたそうした装装装装置置置置がががが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のごのごのごのご尽尽尽尽力力力力もあってもあってもあってもあって、、、、県内県内県内県内にネットワークにネットワークにネットワークにネットワーク的的的的にににに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。。。。これこれこれこれ自自自自身身身身がががが循環的循環的循環的循環的につながってくにつながってくにつながってくにつながってくれれれればばばば、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中にににに自動自動自動自動車車車車系系系系のののの製品製品製品製品生生生生産産産産、、、、動動動動脈脈脈脈側側側側とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれるチチチチェーンがあェーンがあェーンがあェーンがありりりりますますますます、、、、あるいあるいあるいあるいはははは食食食食品品品品産業産業産業産業のののの動動動動脈脈脈脈システムもあシステムもあシステムもあシステムもありりりりますますますます。。。。そこにこうしたそこにこうしたそこにこうしたそこにこうした静静静静脈脈脈脈側側側側のシステムがのシステムがのシステムがのシステムが加加加加わわわわりりりりますとますとますとますと、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でででで動動動動脈脈脈脈とととと静静静静脈脈脈脈がががが備備備備わったわったわったわった、、、、まさにゼロエミッションまさにゼロエミッションまさにゼロエミッションまさにゼロエミッション的的的的なななな地域地域地域地域ネットワークがでネットワークがでネットワークがでネットワークができるようなきるようなきるようなきるような効効効効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（（（（図図図図６６６６）。）。）。）。 

  こうしたこうしたこうしたこうした幾幾幾幾つかのエコタつかのエコタつかのエコタつかのエコタウウウウンのこれまでのンのこれまでのンのこれまでのンのこれまでの形成形成形成形成をををを要素要素要素要素分分分分解解解解してみたものですしてみたものですしてみたものですしてみたものです（（（（図図図図７７７７）。）。）。）。左左左左からからからから右右右右にににに、、、、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の中中中中でででで、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる製品製品製品製品のののの、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは産業産業産業産業のののの流流流流れをれをれをれを示示示示しているわしているわしているわしているわけですがけですがけですがけですが、、、、これがこれがこれがこれが仮仮仮仮にににに動動動動脈脈脈脈型型型型のののの、、、、従従従従来型来型来型来型のののの大大大大量量量量消費消費消費消費、、、、大大大大量量量量生生生生産型産型産型産型のののの生生生生産産産産システムというシステムというシステムというシステムというふふふふうにおうにおうにおうにお考考考考えるとえるとえるとえると、、、、これをこれをこれをこれを何何何何とかとかとかとか静静静静脈脈脈脈のののの流流流流れをつくらなきれをつくらなきれをつくらなきれをつくらなきゃゃゃゃいけないわけですいけないわけですいけないわけですいけないわけです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために国国国国はははは何何何何をしてきたかといいますとをしてきたかといいますとをしてきたかといいますとをしてきたかといいますと、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの排排排排出規出規出規出規制制制制をををを行行行行いいいい、、、、さらにさらにさらにさらにリリリリユユユユースースースース、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの支援支援支援支援制制制制度度度度をををを、、、、これはこれはこれはこれは経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省、、、、農農農農水水水水省省省省、、、、環境環境環境環境省省省省がおつくがおつくがおつくがおつくりりりり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。。。。これによってこれによってこれによってこれによって初初初初めてめてめてめて静静静静脈脈脈脈のののの流流流流れができてきたわけですれができてきたわけですれができてきたわけですれができてきたわけです。。。。静静静静脈脈脈脈のののの流流流流れができてきますとれができてきますとれができてきますとれができてきますと、、、、そそそそこにこにこにこに血血血血がががが流流流流れますのでれますのでれますのでれますので、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの技術技術技術技術ががががビビビビジネスジネスジネスジネス化化化化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。。。。 

  エコタエコタエコタエコタウウウウンンンンでででで特特特特徴徴徴徴的的的的なのはなのはなのはなのは、、、、このこのこのこの緑緑緑緑でででで示示示示していますしていますしていますしています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ですがですがですがですが、、、、実実実実はははは、、、、同時同時同時同時にににに、、、、それをそれをそれをそれを可能可能可能可能にしているにしているにしているにしている社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、ここではここではここではここでは下側下側下側下側でででで社会技術社会技術社会技術社会技術とととと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、ここここのののの社会社会社会社会のののの仕仕仕仕組組組組みとみとみとみとハハハハードなードなードなードな技術技術技術技術とととと、、、、このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせがわせがわせがわせが日日日日本本本本のあるのあるのあるのある種種種種のののの知的知的知的知的財財財財産産産産ではないかではないかではないかではないかとととと思思思思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。。。。 

  エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの中中中中にはにはにはには非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労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あれもあれもあれもあればばばば、、、、もうかってもうかってもうかってもうかって仕仕仕仕方方方方がないというがないというがないというがないという事事事事
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業業業業もももも、、、、あああありりりりますますますます。。。。そのあたそのあたそのあたそのあたりりりりのののの違違違違いはいはいはいは、、、、さらにうまくさらにうまくさらにうまくさらにうまく社会社会社会社会制制制制度度度度をつくれているかどうかとをつくれているかどうかとをつくれているかどうかとをつくれているかどうかということがいうことがいうことがいうことが鍵鍵鍵鍵であるとのであるとのであるとのであるとの印印印印象象象象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。。。。ググググリリリリーンーンーンーン調調調調達達達達、、、、ググググリリリリーンーンーンーン購購購購入入入入、、、、これはこれはこれはこれは国国国国のののの施施施施策策策策としてもあとしてもあとしてもあとしてもありりりりまままますがすがすがすが、、、、あるあるあるある種種種種のののの自治体自治体自治体自治体においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環をををを進進進進めるためのグめるためのグめるためのグめるための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自治体自治体自治体自治体もあもあもあもありりりりますますますます。。。。あるいはそのためのグあるいはそのためのグあるいはそのためのグあるいはそのためのグリリリリーンーンーンーン消費消費消費消費、、、、ググググリリリリーーーーンンンン購購購購入入入入をををを促促促促しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体もあもあもあもありりりりますますますます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした自治体自治体自治体自治体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、、、、当然当然当然当然青青青青色色色色のののの静静静静脈脈脈脈のののの流流流流れがれがれがれが大大大大きくなきくなきくなきくなりりりりますのでますのでますのでますので、、、、循環循環循環循環ののののビビビビジネスジネスジネスジネスチチチチャャャャンスはンスはンスはンスは一一一一層層層層広広広広まっていくわけですまっていくわけですまっていくわけですまっていくわけです。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした社会社会社会社会制制制制度度度度ととととハハハハードードードード技術技術技術技術、、、、このこのこのこの組組組組みみみみ合合合合わせをわせをわせをわせを、、、、日日日日本本本本のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの情情情情報発報発報発報発信信信信としとしとしとしてててて今後今後今後今後活用活用活用活用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。。。。環境環境環境環境都都都都市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環都都都都市市市市、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭低炭低炭低炭素都素都素都素都市市市市のイのイのイのインフラとしてのエコタンフラとしてのエコタンフラとしてのエコタンフラとしてのエコタウウウウンがンがンがンが形成形成形成形成されてきたことがされてきたことがされてきたことがされてきたことが、、、、97 年以降年以降年以降年以降のののの 10 年年年年間間間間のののの 1 つのつのつのつの蓄蓄蓄蓄積積積積であであであでありりりり、、、、歴歴歴歴史史史史であであであでありりりり、、、、達達達達成成成成であるとであるとであるとであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、当然当然当然当然事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく上上上上でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの支援支援支援支援ということということということということ以以以以外外外外にににに、、、、右右右右側側側側ののののほほほほうにうにうにうに書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますますますます、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまなリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型経済社会形成促進循環型経済社会形成促進循環型経済社会形成促進循環型経済社会形成促進法法法法のもとでさまのもとでさまのもとでさまのもとでさまざざざざまなまなまなまな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できができができができていますていますていますています。。。。こうしたこうしたこうしたこうしたハハハハードードードードウウウウエアのエアのエアのエアの整整整整備備備備のののの左左左左側側側側とととと、、、、ソソソソフトフトフトフトウウウウエアのエアのエアのエアの整整整整備備備備のののの右右右右側側側側とととと、、、、これのこれのこれのこれの組組組組みみみみ合合合合わせがわせがわせがわせが重要重要重要重要でででで、、、、技術技術技術技術だだだだけをけをけをけを単単単単体体体体でででで海海海海外外外外にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介してもしてもしてもしても仏仏仏仏にににに魂魂魂魂がががが入入入入らないということらないということらないということらないということになるになるになるになる場場場場合合合合もあもあもあもありりりりますますますます。。。。こうしたところがこうしたところがこうしたところがこうしたところが私私私私のののの 3 点点点点おおおお話話話話をするをするをするをする 1 点点点点目目目目のののの、、、、今今今今までのまでのまでのまでの達達達達成成成成でででですすすす。。。。 

  ではではではでは、、、、10 年年年年間間間間たったたったたったたった今日今日今日今日、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンにンにンにンに対対対対するするするする期待期待期待期待はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変変変変わってきているわってきているわってきているわってきているだだだだろろろろうかうかうかうか。。。。これがこれがこれがこれが私私私私のののの 2番番番番目目目目のののの演演演演題題題題ですですですです。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、2 年年年年ほほほほどどどど前前前前のののの全全全全国国国国エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン大会大会大会大会、、、、八戸八戸八戸八戸でででで行行行行われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、そのそのそのその最最最最後後後後にににに、、、、2日日日日間間間間のののの議議議議論論論論をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、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司司司司会会会会させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたいたいたいた際際際際につくったにつくったにつくったにつくった図図図図ですですですです（（（（図図図図８８８８）。）。）。）。 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、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンはンはンはンは、、、、一一一一番番番番左左左左はははは、、、、成成成成長長長長のののの限限限限界界界界ですですですです。。。。おそらくこうしたおそらくこうしたおそらくこうしたおそらくこうした理理理理念念念念のスタートラインになることはのスタートラインになることはのスタートラインになることはのスタートラインになることは皆皆皆皆様様様様もよくごもよくごもよくごもよくご存存存存じじじじのところですがのところですがのところですがのところですが、、、、90 年年年年代代代代にににに入入入入りりりりましてましてましてまして、、、、今今今今までごまでごまでごまでご紹介紹介紹介紹介があがあがあがありりりりましたようにましたようにましたようにましたように、、、、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、、、、産業産業産業産業共生共生共生共生、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業エコロジエコロジエコロジエコロジーというようなーというようなーというようなーというような理念理念理念理念がががが出出出出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具具具具体的体的体的体的にににに実実実実証証証証されてされてされてされて出出出出てきたてきたてきたてきた 1 つがつがつがつが 97 年年年年からからからからのエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンですンですンですンです。。。。そのそのそのその 10 年年年年間間間間のののの間間間間でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンンンン自自自自身身身身がさまがさまがさまがさまざざざざまなまなまなまな進化進化進化進化をををを遂遂遂遂げてきたわけげてきたわけげてきたわけげてきたわけですですですです。。。。2 年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前はははは、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに多様多様多様多様化化化化してきたということをことをしてきたということをことをしてきたということをことをしてきたということをことを示示示示すすすす図図図図ですですですです。。。。 

  そのそのそのその際際際際にににに整整整整理理理理したしたしたした中中中中でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、1 つはつはつはつはややややははははりりりり廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理としてさまとしてさまとしてさまとしてさまざざざざまなまなまなまな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理のののの技術技術技術技術がががが組組組組みみみみ合合合合わさるわさるわさるわさるリリリリサイクルスサイクルスサイクルスサイクルスポポポポットですとかットですとかットですとかットですとか、、、、あるいはグあるいはグあるいはグあるいはグリリリリーンーンーンーン物物物物流流流流とかとかとかとか、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理をクラスターをクラスターをクラスターをクラスター化化化化するするするする仕仕仕仕組組組組みとかがみとかがみとかがみとかが構想構想構想構想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。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは都都都都市市市市、、、、自治体自治体自治体自治体をををを含含含含めましためましためましためました廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行政行政行政行政、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家家家家庭庭庭庭ですとかですとかですとかですとか、、、、業業業業務務務務ですとかですとかですとかですとか、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる都都都都市市市市とととと産業産業産業産業がががが連連連連携携携携するするするする中中中中でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンをンをンをンを活用活用活用活用しようというしようというしようというしようという、、、、そういうそういうそういうそういうモデモデモデモデルもルもルもルも出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。 

  最最最最後後後後にににに、、、、もうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっとソソソソフトなフトなフトなフトな形形形形でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、地域地域地域地域のののの協力協力協力協力システムですとかシステムですとかシステムですとかシステムですとか、、、、地域地域地域地域のののの環境活動環境活動環境活動環境活動のののの活用活用活用活用ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはネットワークのコーあるいはネットワークのコーあるいはネットワークのコーあるいはネットワークのコーディディディディネーションとかネーションとかネーションとかネーションとか、、、、いわゆるそいわゆるそいわゆるそいわゆるそういうういうういうういうソソソソフトなフトなフトなフトな社会社会社会社会システムそのものもシステムそのものもシステムそのものもシステムそのものも形成形成形成形成されてきたされてきたされてきたされてきた経経経経緯緯緯緯があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした発展発展発展発展のののの進化進化進化進化のプロのプロのプロのプロセセセセスをスをスをスを見見見見ながらながらながらながら、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの実施実施実施実施側側側側でどのようなものがでどのようなものがでどのようなものがでどのようなものが期期期期待待待待されているかということをされているかということをされているかということをされているかということを若若若若干整干整干整干整理理理理しますしますしますします。。。。 

  資源資源資源資源問問問問題題題題からまずスタートしますとからまずスタートしますとからまずスタートしますとからまずスタートしますと、、、、資源資源資源資源問問問問題題題題もももも当然当然当然当然多様多様多様多様化化化化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。。。。10 年年年年前前前前はははは、、、、資源資源資源資源問問問問題題題題といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、ややややははははりりりりごみをごみをごみをごみを減減減減らすらすらすらす、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの負担負担負担負担をををを減減減減らすとらすとらすとらすということがいうことがいうことがいうことが 10 年年年年前前前前のののの最最最最重要命重要命重要命重要命題題題題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、、、、昨昨昨昨今今今今ではではではでは、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーですとかーですとかーですとかーですとか、、、、ああああるいはるいはるいはるいは農農農農地地地地へのへのへのへの還還還還元元元元といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、農農農農業業業業とのとのとのとの連連連連携携携携ということもということもということもということも議議議議論論論論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。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした資源循環資源循環資源循環資源循環 1 つとつとつとつとりりりりましてもましてもましてもましても、、、、随随随随分分分分状況状況状況状況はははは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。。。。先先先先ほほほほどおどおどおどお話話話話のののの中中中中にもにもにもにもあああありりりりましたましたましたましたレレレレアアアアメメメメタルのタルのタルのタルの話話話話ですがですがですがですが、、、、上上上上がタングステンのがタングステンのがタングステンのがタングステンの価価価価格格格格変変変変化化化化であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、下下下下がコがコがコがコババババルトのルトのルトのルトの価価価価格格格格変変変変化化化化ですですですです。。。。私私私私もももも 10 年年年年間間間間ややややってききましたのでってききましたのでってききましたのでってききましたので、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの議議議議論論論論をしたをしたをしたをした際際際際にににに、、、、早早早早いいいい段段段段階階階階からからからから都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山、、、、アーアーアーアーババババンンンンママママイニングというイニングというイニングというイニングという議議議議論論論論があがあがあがありりりりますますますます。。。。ちちちちょょょょうどエコタうどエコタうどエコタうどエコタウウウウンンンンがががが始始始始まったこのあたまったこのあたまったこのあたまったこのあたりりりりですですですです。。。。我我我我々々々々もももも研究研究研究研究でこのあたでこのあたでこのあたでこのあたりりりり、、、、アーアーアーアーババババンンンンママママイニングイニングイニングイニング、、、、都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山とととと
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いうことでいうことでいうことでいうことで議議議議論論論論しましたしましたしましたしました。。。。当当当当時時時時はははは研究研究研究研究してもしてもしてもしても、、、、研究研究研究研究してもしてもしてもしても、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか事業事業事業事業になになになになりりりりませませませませんんんん。。。。それでそれでそれでそれで、、、、このグラフをこのグラフをこのグラフをこのグラフを見見見見ますとますとますとますと、、、、あるあるあるある程程程程度度度度、、、、それはこういうそれはこういうそれはこういうそれはこういう理理理理由由由由だだだだったなとわかるところったなとわかるところったなとわかるところったなとわかるところがあがあがあがありりりりますますますます。。。。タングステンにしてもタングステンにしてもタングステンにしてもタングステンにしても、、、、ココココババババルトにしてもルトにしてもルトにしてもルトにしても、、、、価価価価格格格格がががが高高高高騰騰騰騰してきましたのはこしてきましたのはこしてきましたのはこしてきましたのはこここここ 3 年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの話話話話であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、それまでもそれまでもそれまでもそれまでも価価価価格格格格高高高高騰騰騰騰のののの時時時時期期期期はあはあはあはありりりりますがますがますがますが、、、、あるあるあるある程程程程度度度度いくいくいくいくとまたとまたとまたとまた戻戻戻戻ってきたってきたってきたってきたりりりりするようなするようなするようなするような変変変変動基調動基調動基調動基調があがあがあがありりりりますますますます。。。。そこがそこがそこがそこが、、、、希少希少希少希少資源資源資源資源をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする資資資資源源源源がががが価価価価格格格格上上上上昇昇昇昇基調基調基調基調としてとしてとしてとして定定定定着着着着しましたのはここしましたのはここしましたのはここしましたのはここ 3 年年年年ですのでですのでですのでですので、、、、これからまさにこれからまさにこれからまさにこれからまさに同同同同和和和和鉱鉱鉱鉱業業業業ささささんんんんもももも含含含含めましたアーめましたアーめましたアーめましたアーババババンンンンママママイニングイニングイニングイニングビビビビジネスがジネスがジネスがジネスが持続的持続的持続的持続的なななな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定定定定着着着着するするするする時時時時期期期期をををを迎迎迎迎えてきたというえてきたというえてきたというえてきたというふふふふうにうにうにうに言言言言うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。 

  そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、循環循環循環循環そのもののドライそのもののドライそのもののドライそのもののドライビビビビングフォースのングフォースのングフォースのングフォースの視視視視点点点点がががが重要重要重要重要となってくるわけでとなってくるわけでとなってくるわけでとなってくるわけですすすす。。。。まずまずまずまず、、、、循環循環循環循環といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、大大大大きくきくきくきく言言言言うとうとうとうと 2 つのつのつのつの要素要素要素要素があがあがあがありりりりますますますます（（（（図図図図１０１０１０１０）。）。）。）。1 つはつはつはつは、、、、汚汚汚汚染染染染するものをするものをするものをするものを早早早早くくくく除除除除きたいというきたいというきたいというきたいという、、、、これはこれはこれはこれは公公公公共共共共的的的的なニーズでますなニーズでますなニーズでますなニーズでます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、水水水水銀銀銀銀というもというもというもというものはのはのはのは、、、、そのままそのままそのままそのまま都都都都市内市内市内市内、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは我我我我々々々々のののの地域地域地域地域のののの中中中中にとどめておきますとにとどめておきますとにとどめておきますとにとどめておきますと、、、、大大大大きなきなきなきな被被被被害害害害がががが起起起起ここここりりりりますますますます。。。。一一一一番番番番ひどいひどいひどいひどい例例例例がががが水水水水銀銀銀銀のののの汚染汚染汚染汚染のののの結結結結果果果果としてのとしてのとしてのとしての水水水水俣病俣病俣病俣病やややや、、、、PCB によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染があがあがあがありりりりまままますすすす。。。。このようなこのようなこのようなこのような PCB とかとかとかとか水水水水銀銀銀銀というのはというのはというのはというのは、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ早早早早くくくく、、、、速速速速ややややかにかにかにかに、、、、確確確確実実実実にににに除除除除去去去去するするするする必必必必要要要要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  ところがところがところがところが、、、、右右右右側側側側にににに移移移移ってきますとってきますとってきますとってきますと、、、、ややややははははりりりり資源資源資源資源性性性性がががが大大大大きいものというものはきいものというものはきいものというものはきいものというものは、、、、これはこれはこれはこれは循循循循環利用環利用環利用環利用できるわけですできるわけですできるわけですできるわけです。。。。おそらくこのおそらくこのおそらくこのおそらくこの図図図図でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、上上上上にににに行行行行けけけけばばばば行行行行くくくくほほほほどどどど公公公公的的的的なななな事業事業事業事業ととととしてしてしてして公公公公的的的的なななな奉奉奉奉仕仕仕仕がががが必要必要必要必要になってきましてになってきましてになってきましてになってきまして、、、、右右右右にににに行行行行けけけけばばばば右右右右にににに行行行行くくくくほほほほどどどど市市市市場場場場メメメメカカカカニズムがニズムがニズムがニズムが活用活用活用活用できるわけですできるわけですできるわけですできるわけです。。。。10 年年年年前前前前のののの循環循環循環循環のののの対象対象対象対象ですですですです廃廃廃廃プラであるとかプラであるとかプラであるとかプラであるとか、、、、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、、、、廃廃廃廃木木木木材材材材ととととかをかをかをかを見見見見ますとますとますとますと、、、、レレレレアアアアメメメメタルにタルにタルにタルに至至至至ってもってもってもっても、、、、そのそのそのその時時時時点点点点ではではではでは資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての利用利用利用利用性性性性はそれはそれはそれはそれほほほほどどどど大大大大ききききくないわけですくないわけですくないわけですくないわけです。。。。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、、、、価価価価格格格格がががが低低低低いわけですいわけですいわけですいわけです。。。。これがこのこれがこのこれがこのこれがこの 10 年年年年間間間間でどうなってでどうなってでどうなってでどうなってきたかといいますときたかといいますときたかといいますときたかといいますと、、、、レレレレアアアアメメメメタルはタルはタルはタルは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく汚染汚染汚染汚染性性性性はははは小小小小さくさくさくさく、、、、化学的化学的化学的化学的にににに安定安定安定安定していますしていますしていますしていますがががが、、、、資源資源資源資源性性性性はははは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。。。。廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木木木木材材材材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、、、、炭炭炭炭素素素素資源資源資源資源としてとしてとしてとして考考考考えれえれえれえればばばば資源資源資源資源性性性性がががが高高高高まってきていますまってきていますまってきていますまってきています。。。。 

  こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、実実実実はははは、、、、汚染汚染汚染汚染性性性性がががが大大大大きいきいきいきい、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる公公公公的的的的セセセセクターによるクターによるクターによるクターによる資源資源資源資源活用活用活用活用がががが必要必要必要必要だだだだというというというという、、、、このこのこのこの図図図図のののの上上上上にあにあにあにありりりりますものからますものからますものからますものから、、、、むむむむしろしろしろしろ民民民民間間間間活力活力活力活力をうまくをうまくをうまくをうまく生生生生かしてかしてかしてかして循環循環循環循環をををを進進進進めるというめるというめるというめるという右右右右側側側側のののの次次次次元元元元のののの資源資源資源資源ががががややややははははりりりり多多多多くあくあくあくありりりりますますますます。。。。たたたただだだだ、、、、このこのこのこの資源循環資源循環資源循環資源循環につきにつきにつきにつきましてはましてはましてはましては、、、、通常通常通常通常のののの動動動動脈脈脈脈側側側側ののののビビビビジネスとはジネスとはジネスとはジネスとは違違違違いましていましていましていまして、、、、発発発発生生生生がががが安定安定安定安定していないとかしていないとかしていないとかしていないとか、、、、質質質質ににににばばばばらつきがあるというらつきがあるというらつきがあるというらつきがあるという点点点点もあもあもあもありりりりますのでますのでますのでますので、、、、速速速速ややややかにかにかにかに民民民民間間間間ののののビビビビジネスになるわけではあジネスになるわけではあジネスになるわけではあジネスになるわけではありりりりませませませませんんんん。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく情情情情報報報報のインフラですとかのインフラですとかのインフラですとかのインフラですとか、、、、あるいはストックしたあるいはストックしたあるいはストックしたあるいはストックしたりりりり運運運運んんんんだりだりだりだりするするするするハハハハードードードードウウウウエアのインフラとかエアのインフラとかエアのインフラとかエアのインフラとか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした公公公公的的的的なななな関関関関与与与与がががが当然当然当然当然必要必要必要必要ににににはなってまいはなってまいはなってまいはなってまいりりりりますますますますがががが、、、、あるあるあるある程程程程度民度民度民度民間間間間活力活力活力活力をををを生生生生かすかすかすかす形形形形でででで循環循環循環循環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、、、、こういうステージにこういうステージにこういうステージにこういうステージに移移移移っているっているっているっている資源資源資源資源がががが多多多多くあるということがわかくあるということがわかくあるということがわかくあるということがわかりりりりますますますます。。。。これがこれがこれがこれが資源循環資源循環資源循環資源循環にかかわにかかわにかかわにかかわりりりりますエコタますエコタますエコタますエコタウウウウンのンのンのンの背背背背景景景景のののの変変変変化化化化ですですですです。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、まさにまさにまさにまさに複複複複合的合的合的合的なななな問問問問題題題題ですですですです。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる資源循環資源循環資源循環資源循環はははは低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化のののの議議議議論論論論とととと自自自自然然然然共生共生共生共生のののの議議議議論論論論をををを抜抜抜抜きにしてきにしてきにしてきにして考考考考えるわけにいかないわけですえるわけにいかないわけですえるわけにいかないわけですえるわけにいかないわけです。。。。これはこれはこれはこれは私私私私自自自自身身身身がががが半半半半年年年年ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの前前前前のののの講講講講演演演演会会会会のののの図図図図ですがですがですがですが、、、、資源循環自資源循環自資源循環自資源循環自身身身身はははは低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化問問問問題題題題とととと自自自自然然然然共生共生共生共生問問問問題題題題とととと複複複複合合合合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るえるえるえる必必必必要要要要があがあがあがありりりりますますますます。。。。そのそのそのその間間間間にもにもにもにも、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化、、、、資源資源資源資源をををを処処処処分分分分するためにするためにするためにするために焼却焼却焼却焼却するとするとするとすると、、、、そこそこそこそこからからからから CO2 がががが出出出出るとかるとかるとかるとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源資源資源資源をををを活用活用活用活用してしてしてして自自自自然然然然資源資源資源資源、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生、、、、里山里山里山里山保保保保全全全全をををを含含含含めますめますめますめます緑緑緑緑地地地地をををを整整整整備備備備するするするする、、、、そうしたことがそうしたことがそうしたことがそうしたことが昨昨昨昨今今今今極極極極めてめてめてめて議議議議論論論論されていますされていますされていますされています。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした中中中中ではではではでは、、、、このこのこのこの循環循環循環循環問問問問題題題題、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素問問問問題題題題、、、、自自自自然然然然共生共生共生共生問問問問題題題題がががが相相相相互互互互にににに連連連連携携携携がががが強強強強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。。。。おそらくこれはおそらくこれはおそらくこれはおそらくこれは、、、、研究研究研究研究者者者者としてはとしてはとしてはとしては極極極極めてめてめてめて厄厄厄厄介介介介なななな問問問問題題題題であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、今今今今までまでまでまで上上上上だだだだけけけけのののの 1 つのつのつのつの方方方方程程程程式式式式がががが解解解解けれけれけれければばばばよかったのがよかったのがよかったのがよかったのが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも三三三三元元元元連立連立連立連立をををを解解解解かないといけないことかないといけないことかないといけないことかないといけないことになになになになりりりりましてましてましてまして、、、、一一一一元元元元連立連立連立連立でもでもでもでも嫌嫌嫌嫌なのになのになのになのに、、、、三三三三元元元元連立連立連立連立になるとになるとになるとになると皆皆皆皆ささささんんんん嫌嫌嫌嫌ですよですよですよですよねねねね、、、、とそとそとそとそんんんんなこなこなこなことをとをとをとを学学学学生生生生にににに対対対対してもおしてもおしてもおしてもお話話話話をしますがをしますがをしますがをしますが、、、、環境環境環境環境問問問問題題題題ははははそうしたそうしたそうしたそうした、、、、あるあるあるある種種種種、、、、複複複複雑雑雑雑化化化化したしたしたした問問問問題題題題をををを扱扱扱扱うううう必要必要必要必要がががが出出出出てまいてまいてまいてまいりりりりますますますます。。。。政策政策政策政策的的的的にににに考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、今今今今までエコタまでエコタまでエコタまでエコタウウウウンといいますものはンといいますものはンといいますものはンといいますものは、、、、ここここ
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のののの資源循環資源循環資源循環資源循環だだだだけのけのけのけの取取取取りりりり扱扱扱扱いしかできていなかったものがいしかできていなかったものがいしかできていなかったものがいしかできていなかったものが、、、、これがこれがこれがこれが低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化のののの論論論論理理理理、、、、さらにさらにさらにさらに自自自自然然然然共生共生共生共生のののの論論論論理理理理、、、、こうしたこうしたこうしたこうした社会的社会的社会的社会的なななな推進推進推進推進のののの大大大大義義義義がががが大大大大きくきくきくきく、、、、厚厚厚厚くくくく、、、、階階階階層層層層的的的的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考考考考えることもできるわけですえることもできるわけですえることもできるわけですえることもできるわけです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした複複複複雑雑雑雑化化化化するするするする背背背背景景景景のののの中中中中でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンのンのンのンの今後今後今後今後のののの進化進化進化進化、、、、展展展展開開開開をををを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  そのそのそのその 1 つとしましてつとしましてつとしましてつとしまして、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素につきましてまずにつきましてまずにつきましてまずにつきましてまずざざざざっとごっとごっとごっとご紹介紹介紹介紹介しますがしますがしますがしますが、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げげげげましたようにましたようにましたようにましたように、、、、環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のののの募募募募集集集集のののの文文文文をををを出出出出すすすす段段段段階階階階からからからから我我我我々々々々専専専専門門門門家家家家としてそのとしてそのとしてそのとしてその委員委員委員委員会会会会、、、、分科会分科会分科会分科会にににに参加参加参加参加していますがしていますがしていますがしていますが、、、、もともともともともともともともと基本的基本的基本的基本的にはトップダにはトップダにはトップダにはトップダウウウウンのアプローンのアプローンのアプローンのアプローチチチチになになになになりりりりますのますのますのますのでででで、、、、このこのこのこの環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市はははは、、、、募募募募集集集集のののの段段段段階階階階からからからから、、、、極極極極めてそれまでのめてそれまでのめてそれまでのめてそれまでの環境環境環境環境政策政策政策政策とはとはとはとは違違違違うううう位位位位置置置置づづづづけがあけがあけがあけがありりりりますますますます。。。。1 つはつはつはつは、、、、トップダトップダトップダトップダウウウウンでごンでごンでごンでござざざざいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、大大大大胆胆胆胆なななな目目目目標標標標設設設設定定定定をされていますをされていますをされていますをされています。。。。
2050 年年年年までにまでにまでにまでに炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスのスのスのスの半半半半減減減減、、、、2020 年年年年までにまでにまでにまでに 30%削減削減削減削減ですですですです。。。。2番番番番目目目目としましてとしましてとしましてとしまして、、、、1 つのつのつのつの技技技技術術術術だだだだけにけにけにけに特特特特化化化化してはしてはしてはしてはだだだだめめめめだだだだとととと、、、、そうしたこともくそうしたこともくそうしたこともくそうしたこともくぎぎぎぎをををを刺刺刺刺していますしていますしていますしています。。。。3 番番番番目目目目としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、こうしたこうしたこうしたこうした中長中長中長中長期期期期のターのターのターのターゲゲゲゲットットットットだだだだけにけにけにけに限限限限らずらずらずらず、、、、具具具具体的体的体的体的にににに来年来年来年来年からからからから何何何何ができるかができるかができるかができるか、、、、そうしたそうしたそうしたそうした実実実実行計画行計画行計画行計画をををを立立立立てなさいとてなさいとてなさいとてなさいと、、、、こうしたこうしたこうしたこうした 3つのつのつのつの視視視視点点点点でででで極極極極めてめてめてめて特特特特徴徴徴徴的的的的なななな募募募募集集集集をされておられましたをされておられましたをされておられましたをされておられました。。。。 

  そのそのそのその対象対象対象対象としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも名名名名古古古古屋屋屋屋ですとかですとかですとかですとか、、、、横浜横浜横浜横浜ですとかですとかですとかですとか、、、、東京東京東京東京ですとかですとかですとかですとか、、、、そうそうそうそういういういういう大大大大都都都都市市市市にににに限限限限らずらずらずらず、、、、地方地方地方地方のののの中中中中心心心心都都都都市市市市からからからから、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは小小小小規規規規模模模模なななな市市市市町村町村町村町村までまでまでまで対象対象対象対象をををを広広広広げていげていげていげていましたましたましたました。。。。そのそのそのその中中中中ででででババババランスよくランスよくランスよくランスよく選選選選定定定定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早早早早いいいい段段段段階階階階からからからから考考考考えていたわけですえていたわけですえていたわけですえていたわけです。。。。実際実際実際実際にににに、、、、応応応応募募募募されたされたされたされた自治体自治体自治体自治体ささささんんんんをををを拝拝拝拝見見見見しますとしますとしますとしますと、、、、人口人口人口人口 8,000人人人人のののの四四四四国国国国のののの町町町町もあもあもあもありりりりますますますます。。。。 

  そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、私私私私ななななりりりりにににに、、、、80 のののの自治体自治体自治体自治体のののの報告書報告書報告書報告書にににに一一一一通通通通りりりり目目目目をををを通通通通すすすす必要必要必要必要がごがごがごがござざざざいましいましいましいましたのたのたのたのでででで、、、、報告書報告書報告書報告書をををを見見見見ながらながらながらながら要素要素要素要素をををを分分分分析析析析していったわけですしていったわけですしていったわけですしていったわけです。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、若若若若干干干干ののののばばばばらつきらつきらつきらつき、、、、漏漏漏漏れはあれはあれはあれはありりりりますがますがますがますが、、、、大大大大きくきくきくきく 5 つのつのつのつの要素要素要素要素でででで大体各自治体大体各自治体大体各自治体大体各自治体がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの特性特性特性特性をををを生生生生かしてかしてかしてかして計画計画計画計画づくづくづくづくりりりりをされておられるをされておられるをされておられるをされておられる、、、、そそそそんんんんなななな印印印印象象象象がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  大大大大きいきいきいきい都都都都市市市市はははは、、、、ややややははははりりりり公公公公共共共共交交交交通通通通ですとかですとかですとかですとか、、、、LRT、、、、それをそれをそれをそれを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして、、、、コンパクトシテコンパクトシテコンパクトシテコンパクトシティィィィをおつくをおつくをおつくをおつくりりりりになるになるになるになる。。。。これはきこれはきこれはきこれはきょょょょうのうのうのうの午後午後午後午後ののののセセセセ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ごでごでごでご報告報告報告報告があるとがあるとがある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、、、、富富富富山山山山市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、極極極極めてめてめてめて具具具具体的体的体的体的なななな街街街街区更区更区更区更新新新新制制制制度度度度をををを構想構想構想構想されたされたされたされた名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、こうしたこうしたこうしたこうした積極的積極的積極的積極的なななな交交交交通通通通とととと土土土土地利用地利用地利用地利用ということをごということをごということをごということをご提提提提案案案案されてされてされてされていましたいましたいましたいました。。。。2番番番番目目目目はははは、、、、多多多多くくくく見見見見らららられますのはれますのはれますのはれますのは、、、、ややややははははりりりり建建建建物物物物のエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーであーであーであーでありりりりましてましてましてまして、、、、高高高高効率効率効率効率なエネルなエネルなエネルなエネルギギギギーーーー街街街街区区区区をつくるでをつくるでをつくるでをつくるですとかすとかすとかすとか、、、、建建建建物物物物をををを省省省省エネエネエネエネ型型型型にににに誘誘誘誘導導導導していくとかのしていくとかのしていくとかのしていくとかの、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる建建建建築築築築都都都都市市市市計画計画計画計画的的的的なななな内容内容内容内容であであであでありりりりまままましたしたしたした。。。。 

  それにそれにそれにそれに加加加加えてえてえてえて多多多多かったのがかったのがかったのがかったのが、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを含含含含めためためためた自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーをーをーをーを循環循環循環循環するというするというするというするという提提提提案案案案とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、循環型産業循環型産業循環型産業循環型産業によってによってによってによって高高高高効率効率効率効率都都都都市市市市をつくっていくというをつくっていくというをつくっていくというをつくっていくという考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは実際実際実際実際にににに富富富富山山山山市市市市であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、豊豊豊豊島島島島区区区区、、、、北北北北九州九州九州九州市市市市、、、、川川川川崎崎崎崎市市市市、、、、水水水水俣俣俣俣市市市市、、、、このこのこのこの応応応応募募募募さささされたれたれたれた各各各各都都都都市市市市でででで、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンにンにンにンに指指指指定定定定されているところはされているところはされているところはされているところは具具具具体的体的体的体的なエコタなエコタなエコタなエコタウウウウンンンン施設施設施設施設のののの活活活活用用用用といといといということをうことをうことをうことを考考考考えておられましたえておられましたえておられましたえておられました。。。。 

  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はではではでは、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業そのものがそのものがそのものがそのものが資源循環資源循環資源循環資源循環だだだだけにとどまらずけにとどまらずけにとどまらずけにとどまらず、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも低炭低炭低炭低炭素素素素化社会化社会化社会化社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献というというというという形形形形ではではではでは、、、、既既既既にににに自治体自治体自治体自治体のののの中中中中でででで位位位位置置置置づけがづけがづけがづけが始始始始まっているというまっているというまっているというまっているというふふふふうにうにうにうに考考考考えることもできますえることもできますえることもできますえることもできます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会、、、、さらにそれをさらにそれをさらにそれをさらにそれを発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社社社社会会会会にににに向向向向けていろいろなけていろいろなけていろいろなけていろいろな要素要素要素要素をををを複複複複合的合的合的合的にににに活用活用活用活用したいしたいしたいしたい、、、、こうしたこうしたこうしたこうした各自治体各自治体各自治体各自治体のごのごのごのご要要要要請請請請、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはニーズということがニーズということがニーズということがニーズということが今後今後今後今後のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの進化進化進化進化のののの道道道道筋筋筋筋にににに対対対対してしてしてして考考考考慮慮慮慮されるされるされるされるべべべべききききだだだだろうとろうとろうとろうと思思思思いいいいますますますます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした論点論点論点論点からからからから申申申申しししし上上上上げるのがげるのがげるのがげるのが、、、、このこのこのこの 3 番番番番目目目目のののの、、、、今後今後今後今後のののの環境環境環境環境都都都都市市市市というというというという視視視視点点点点にににに向向向向けてどのようにエコタけてどのようにエコタけてどのようにエコタけてどのようにエコタウウウウンをンをンをンを展開展開展開展開するかというおするかというおするかというおするかというお話話話話であであであでありりりりますますますます。。。。 

  エコタエコタエコタエコタウウウウンをンをンをンを今後今後今後今後進化進化進化進化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大大大大きくきくきくきく 3 つのアプローつのアプローつのアプローつのアプローチチチチがあるがあるがあるがあるんじゃんじゃんじゃんじゃないかとこないかとこないかとこないかとこのののの中中中中でごでごでごでご提提提提案案案案しますしますしますします。。。。1 つはつはつはつは、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長からおからおからおからお話話話話がごがごがごが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、、、、広広広広域循環域循環域循環域循環というというというという視視視視点点点点ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、昨昨昨昨年年年年のののの経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの検討検討検討検討会会会会のののの中中中中でおつくでおつくでおつくでおつくりりりりになられたになられたになられたになられた、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる資源資源資源資源のののの移移移移動動動動のののの調調調調査査査査ですですですです。。。。デデデデータのータのータのータの制制制制約約約約からからからから、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県単単単単位位位位になっていませになっていませになっていませになっていませんんんん。。。。関関関関東東東東、、、、中部中部中部中部、、、、近近近近畿畿畿畿というようなブロックにというようなブロックにというようなブロックにというようなブロックに分分分分けたけたけたけた中中中中でででで、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが広広広広域域域域移移移移動動動動しているかしているかしているかしているか、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたものをフローものをフローものをフローものをフロー図図図図にしていますにしていますにしていますにしています。。。。じじじじっとっとっとっと見見見見ていたていたていたていただだだだけるとわかるけるとわかるけるとわかるけるとわかるんんんんですがですがですがですが（（（（図図図図１３１３１３１３）、）、）、）、例例例例ええええばばばば、、、、
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ややややははははりりりり関関関関東東東東、、、、中部中部中部中部というようなというようなというようなというような生生生生産産産産のののの拠点拠点拠点拠点からはからはからはからは多多多多くのくのくのくの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが北北北北海海海海道道道道とかとかとかとか九州九州九州九州にににに対対対対してしてしてして流流流流れていっていますれていっていますれていっていますれていっています。。。。関関関関東東東東をををを特特特特にににに見見見見ていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、関関関関東東東東はははは九州九州九州九州とととと北北北北海海海海道道道道にににに対対対対するするするする廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを輸輸輸輸出出出出するするするする一方一方一方一方でででで、、、、かなかなかなかなりりりり多多多多くのくのくのくの部部部部分分分分をををを北北北北海海海海道道道道からからからから受受受受けけけけ取取取取っていますっていますっていますっています。。。。これはおそらくエコこれはおそらくエコこれはおそらくエコこれはおそらくエコタタタタウウウウンンンン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環型施設循環型施設循環型施設循環型施設がががが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ地域地域地域地域にににに応応応応じじじじたたたた進化進化進化進化をををを遂遂遂遂げてげてげてげて、、、、革革革革新新新新的的的的でかつでかつでかつでかつ幅幅幅幅のののの広広広広いいいい循環循環循環循環装装装装置置置置がががが関関関関東東東東圏圏圏圏にににに整整整整備備備備されたされたされたされた結結結結果果果果、、、、例例例例ええええばばばば北北北北海海海海道道道道でででで効率的効率的効率的効率的にににに循環循環循環循環できないものができないものができないものができないものが関関関関東東東東にににに回回回回ってきているってきているってきているってきている、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうような状況状況状況状況もあもあもあもありりりりますますますます。。。。 

  これこれこれこれ自自自自身身身身はははは、、、、おおおおそらくそらくそらくそらく地域循環地域循環地域循環地域循環というというというという議議議議論論論論になになになになりりりりませませませませんんんんがががが、、、、軽軽軽軽くてくてくてくて付付付付加価加価加価加価値値値値のののの高高高高いいいい資源資源資源資源はできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ広広広広域的域的域的域的にににに循環循環循環循環させるさせるさせるさせるほほほほうがうがうがうが社会社会社会社会のためにもなのためにもなのためにもなのためにもなりりりりますしますしますしますし、、、、国国国国のためになるわけのためになるわけのためになるわけのためになるわけですですですです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした視視視視点点点点でででで考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、1 つのつのつのつの環境環境環境環境都都都都市市市市へのへのへのへの提提提提案案案案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、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの中中中中核核核核にににに広広広広域域域域なななな循環循環循環循環拠点拠点拠点拠点をつくっていこうということですをつくっていこうということですをつくっていこうということですをつくっていこうということです。。。。ここではここではここではここでは、、、、そのそのそのその名前名前名前名前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広広広広域循環産業域循環産業域循環産業域循環産業クラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかとクラスターをつくってはどうかと、、、、こういうごこういうごこういうごこういうご提提提提案案案案をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいていていていているわけですいるわけですいるわけですいるわけです。。。。よくよくよくよく、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの事業事業事業事業者者者者のののの方方方方々々々々におにおにおにお伺伺伺伺いするといするといするといすると、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とまとまとまとまちちちちづくづくづくづくりりりりとととと港港港港湾湾湾湾のののの行政行政行政行政をををを一体化一体化一体化一体化できないとかできないとかできないとかできないとか、、、、あるいあるいあるいあるいはははは、、、、ややややははははりりりり資源資源資源資源をストックするをストックするをストックするをストックする場場場場所所所所、、、、これをこれをこれをこれを、、、、例例例例ええええばばばば北北北北海海海海道道道道のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンでンでンでンで資源資源資源資源をストックするをストックするをストックするをストックする場場場場所所所所をををを確保確保確保確保することはできてもすることはできてもすることはできてもすることはできても、、、、今今今今度度度度はははは出出出出しししし手手手手であるであるであるである川川川川崎崎崎崎とかとかとかとか横浜横浜横浜横浜のののの港港港港にストックするにストックするにストックするにストックする場場場場所所所所をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが極極極極めてめてめてめて困困困困難難難難でででですとかすとかすとかすとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、港港港港湾湾湾湾交交交交通通通通よよよよりりりりもももも実実実実はははは陸陸陸陸上上上上交交交交通通通通ののののほほほほうがトータルとしてはうがトータルとしてはうがトータルとしてはうがトータルとしては効率的効率的効率的効率的であるであるであるである。。。。さまさまさまさまざざざざまなごまなごまなごまなご意見意見意見意見がががが出出出出てきましたてきましたてきましたてきました。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく現現現現状状状状でもでもでもでも、、、、あるあるあるある種種種種のののの広広広広域連域連域連域連携携携携はははは進進進進んんんんでいますでいますでいますでいますがががが、、、、本来本来本来本来のののの資源循環社会資源循環社会資源循環社会資源循環社会、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のののの産業産業産業産業をををを活活活活性性性性化化化化するするするする、、、、さらにはそれをさらにはそれをさらにはそれをさらにはそれを通通通通じじじじてててて国国国国土土土土のののの低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを高高高高めることにめることにめることにめることに資資資資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考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、現現現現状状状状のののの広広広広域循環域循環域循環域循環システムはよシステムはよシステムはよシステムはよりりりり一一一一層層層層効率化効率化効率化効率化されるされるされるされる必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。 

  そうするそうするそうするそうする中中中中ではではではでは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく 1 つはつはつはつはややややっっっっぱぱぱぱりりりりハハハハードードードードウウウウエアがエアがエアがエアが必要必要必要必要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりますますますます。。。。静静静静脈脈脈脈系系系系をををを支支支支えるえるえるえる港港港港湾湾湾湾施設施設施設施設ですとかですとかですとかですとか、、、、静静静静脈脈脈脈系系系系をををを支支支支えるストックえるストックえるストックえるストックヤヤヤヤードードードード、、、、さらにはさらにはさらにはさらには陸陸陸陸上上上上交交交交通通通通とのとのとのとの連連連連携携携携のののの確確確確立立立立、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるハハハハードードードードウウウウエアのエアのエアのエアの整整整整備備備備もももも重要重要重要重要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりますしますしますしますし、、、、同時同時同時同時にににに、、、、遠隔遠隔遠隔遠隔地地地地間間間間をををを結結結結ぶぶぶぶ情情情情報報報報共共共共有有有有ネットワークもネットワークもネットワークもネットワークも必要必要必要必要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれを、、、、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今今今今までまでまでまで多多多多くあくあくあくありりりりましたようなましたようなましたようなましたような、、、、ととととりりりりあえずあえずあえずあえず参考参考参考参考にするにするにするにするぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの情情情情報報報報ネットワークではなくてネットワークではなくてネットワークではなくてネットワークではなくて、、、、実際実際実際実際にそのにそのにそのにその情情情情報報報報をもとにをもとにをもとにをもとに自自自自らのらのらのらの会社会社会社会社のののの資源循環資源循環資源循環資源循環ののののパートナーをパートナーをパートナーをパートナーを選選選選定定定定できるできるできるできる、、、、それそれそれそれだだだだけのけのけのけの同同同同時性時性時性時性とととと広広広広域域域域性性性性をををを持持持持ったようなったようなったようなったような、、、、そうしたそうしたそうしたそうした情情情情報報報報ネットワークがネットワークがネットワークがネットワークが必要必要必要必要であるというようなことであるというようなことであるというようなことであるというようなことがここでごがここでごがここでごがここでご提提提提案申案申案申案申しししし上上上上げているげているげているげている広広広広域循環域循環域循環域循環クラスタークラスタークラスタークラスター形成形成形成形成のののの 1 つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。 

  2 つつつつ目目目目のごのごのごのご提提提提案案案案はははは、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは既既既既におにおにおにお話話話話がががが出出出出てきたところでもあてきたところでもあてきたところでもあてきたところでもありりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりりり国国国国のののの政策政策政策政策としてとしてとしてとして、、、、特特特特にににに重重重重いものいものいものいもの、、、、特特特特にににに価価価価格格格格のののの高高高高くないくないくないくない廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、再再再再生生生生資源資源資源資源についてはについてはについてはについては、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ広広広広域域域域ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、地方地方地方地方にまでにまでにまでにまで持持持持っていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくてっていくようなことはしなくて、、、、アジアにアジアにアジアにアジアに循環循環循環循環すれすれすれすればばばばいいいいいいいい。。。。こうしたこうしたこうしたこうした理念理念理念理念はあったわけですはあったわけですはあったわけですはあったわけです。。。。問問問問題題題題はははは、、、、じゃじゃじゃじゃ、、、、我我我我々々々々のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンがこうンがこうンがこうンがこうししししたたたた地域循環地域循環地域循環地域循環のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなるだだだだけのけのけのけの基盤基盤基盤基盤をををを形成形成形成形成できているかというできているかというできているかというできているかという点点点点ですですですです。。。。これもこれもこれもこれも 4 年年年年ほほほほどどどど前前前前にににに、、、、ごごごご提提提提案案案案をををを申申申申しししし上上上上げるためにつくったげるためにつくったげるためにつくったげるためにつくった図図図図（（（（図図図図１１１１５５５５））））ですけどですけどですけどですけど、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、これからもしこれからもしこれからもしこれからもし地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏のののの核核核核としてエコタとしてエコタとしてエコタとしてエコタウウウウンをさらにンをさらにンをさらにンをさらに進化進化進化進化させていくためにはさせていくためにはさせていくためにはさせていくためには、、、、そのそのそのその地域地域地域地域のののの条件条件条件条件にににに応応応応じじじじたたたた機機機機能能能能のののの特特特特化化化化ということがまたということがまたということがまたということがまた必要必要必要必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考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 

  例例例例ええええばばばば、、、、右右右右下下下下にあにあにあにありりりりますのはますのはますのはますのは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる広広広広域域域域なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理施設施設施設施設をををを集集集集積積積積したようなしたようなしたようなしたような、、、、ここここれはれはれはれは北北北北九州九州九州九州市市市市もももも 1 つのつのつのつの典典典典型型型型かもしれませかもしれませかもしれませかもしれませんんんんがががが、、、、あるいはアあるいはアあるいはアあるいはアメメメメリカリカリカリカではではではではボボボボルルルルチチチチモモモモアのアのアのアの郊郊郊郊外外外外ににににあああありりりりますフェアフますフェアフますフェアフますフェアフィィィィールドのエコインダストールドのエコインダストールドのエコインダストールドのエコインダストリリリリアアアアルパークはそのようなルパークはそのようなルパークはそのようなルパークはそのような施設施設施設施設にしていますにしていますにしていますにしています。。。。左左左左側側側側はははは、、、、このこのこのこの動動動動脈脈脈脈側側側側のののの産業産業産業産業とととと、、、、水色水色水色水色はははは動動動動脈脈脈脈側側側側のののの産業産業産業産業とととと静静静静脈脈脈脈側側側側のののの産業産業産業産業をうまくをうまくをうまくをうまく組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、そこでそこでそこでそこで資源資源資源資源生生生生産産産産とととと資源資源資源資源再再再再利用利用利用利用、、、、製品製品製品製品生生生生産産産産とととと資源資源資源資源のののの再再再再利用利用利用利用をををを進進進進めていこうというめていこうというめていこうというめていこうという、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる産業産業産業産業共生共生共生共生型型型型のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、あるいはエコインダストあるいはエコインダストあるいはエコインダストあるいはエコインダストリリリリアルパークのイアルパークのイアルパークのイアルパークのイメメメメージですージですージですージです。。。。おそらおそらおそらおそらくくくく川川川川崎崎崎崎市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、八戸八戸八戸八戸市市市市ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは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ーもこれにーもこれにーもこれにーもこれに近近近近いイいイいイいイメメメメージですージですージですージです。。。。 

  もうもうもうもう 1 つはつはつはつは、、、、今今今今度度度度はははは都都都都市市市市にもそうしたにもそうしたにもそうしたにもそうした循環循環循環循環機機機機能能能能がががが必要必要必要必要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりますますますます。。。。左左左左上上上上はははは、、、、ここここれはれはれはれは資源循環資源循環資源循環資源循環都都都都市型市型市型市型をイをイをイをイメメメメージしたエコインダストージしたエコインダストージしたエコインダストージしたエコインダストリリリリアルパークアルパークアルパークアルパーク、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンであンであンであンでありりりりましましましまし



 101 

てててて、、、、もうもうもうもう少少少少しししし都都都都市市市市のののの中中中中でででで小小小小規規規規模模模模、、、、自立型自立型自立型自立型のののの、、、、例例例例ええええばバばバばバばバイイイイオマオマオマオマスのスのスのスのメメメメタンタンタンタン発発発発酵酵酵酵資源資源資源資源ですとかですとかですとかですとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自立型自立型自立型自立型のののの自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーのーのーのーの利用利用利用利用システムであるシステムであるシステムであるシステムである、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、都都都都市型循環市型循環市型循環市型循環をををを展開展開展開展開しようというしようというしようというしようという、、、、これがこれがこれがこれが都都都都市型市型市型市型のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの将将将将来来来来のイのイのイのイメメメメージですージですージですージです。。。。 

  右右右右側側側側ははははババババイイイイオマオマオマオマスであスであスであスでありりりりましてましてましてまして、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく里山里山里山里山ということをということをということをということを都都都都市市市市のののの資源資源資源資源としてとしてとしてとして、、、、具具具具体的体的体的体的なななな資源資源資源資源のののの供給供給供給供給源源源源としてとしてとしてとして、、、、これをこれをこれをこれを活用活用活用活用するということをするということをするということをするということを位位位位置置置置づけたづけたづけたづけた上上上上でででで、、、、そのそのそのその中中中中でででで自自自自然然然然共生共生共生共生がががが具具具具体的体的体的体的にににに都都都都市市市市のののの循環循環循環循環にににに、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは都都都都市市市市のののの低炭低炭低炭低炭素素素素にににに具具具具体的体的体的体的なななな数値数値数値数値としてとしてとしてとして貢献貢献貢献貢献できるようなできるようなできるようなできるような、、、、そのよそのよそのよそのようなうなうなうな、、、、里山里山里山里山活用型活用型活用型活用型のののの農村農村農村農村・・・・都都都都市連市連市連市連携携携携型型型型のエコインダストのエコインダストのエコインダストのエコインダストリリリリアルパークをつくろうとアルパークをつくろうとアルパークをつくろうとアルパークをつくろうといういういういう、、、、これがこれがこれがこれが右右右右上上上上のののの概概概概念念念念ですですですです。。。。 

  それそれそれそれぞぞぞぞれのエコタれのエコタれのエコタれのエコタウウウウンのンのンのンの状況状況状況状況にににに応応応応じじじじましてましてましてまして、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな連連連連携携携携ができてきますとができてきますとができてきますとができてきますと、、、、おそらおそらおそらおそらくくくく地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、そうしたそうしたそうしたそうした拠点拠点拠点拠点のののの中中中中にににに循環循環循環循環圏圏圏圏ができてくるわけですができてくるわけですができてくるわけですができてくるわけです。。。。右右右右側側側側ののののポポポポンンンンチチチチ絵絵絵絵でかいでかいでかいでかいていますのはていますのはていますのはていますのは、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく緑緑緑緑のののの丸丸丸丸ははははババババイイイイオマオマオマオマスススス系系系系のののの循環循環循環循環はこれはこれはこれはこれぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで形成形成形成形成できるのではなできるのではなできるのではなできるのではないかいかいかいか、、、、あるいはプラスあるいはプラスあるいはプラスあるいはプラスチチチチックはこのックはこのックはこのックはこの青青青青色色色色のののの形形形形でできるでできるでできるでできるんじゃんじゃんじゃんじゃないかないかないかないか。。。。中中中中のののの赤赤赤赤はははは、、、、これはこれはこれはこれは都都都都市市市市系系系系循環循環循環循環はははは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりもうもうもうもうちちちちょょょょっとっとっとっと小小小小さいさいさいさい赤赤赤赤いいいい丸丸丸丸のスのスのスのスケケケケールをールをールをールを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。これをこれをこれをこれをカバカバカバカバーするーするーするーする形形形形でででで、、、、レレレレアアアアメメメメタルとタルとタルとタルと広広広広域循環域循環域循環域循環をがをがをがをが成立成立成立成立することもすることもすることもすることも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。そうしたそうしたそうしたそうした資源資源資源資源におにおにおにおううううじじじじてててて地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏のスのスのスのスケケケケールがールがールがールが違違違違うはずうはずうはずうはず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環境環境環境環境省省省省のののの科学科学科学科学家家家家研究事業研究事業研究事業研究事業でででで首首首首都都都都圏圏圏圏についてのについてのについてのについての実実実実証証証証研究研究研究研究をををを始始始始めたところですめたところですめたところですめたところです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした概概概概念念念念のもとでエコタのもとでエコタのもとでエコタのもとでエコタウウウウンがンがンがンが地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏のののの核核核核としてとしてとしてとして、、、、階階階階層層層層的的的的なななな、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな資源資源資源資源にににに応応応応じじじじたたたた階階階階層層層層的的的的なななな核核核核としてとしてとしてとして進化進化進化進化していくことがエしていくことがエしていくことがエしていくことがエコタコタコタコタウウウウンのンのンのンの発展発展発展発展系系系系のののの 2 つつつつ目目目目のパターンではないかとのパターンではないかとのパターンではないかとのパターンではないかと考考考考えているえているえているえている次次次次第第第第ですですですです。。。。 

  実際実際実際実際こうしたこうしたこうしたこうした議議議議論論論論をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、自治体自治体自治体自治体のののの方方方方々々々々、、、、特特特特にににに自治体自治体自治体自治体のののの環境環境環境環境行政行政行政行政のののの方方方方々々々々はははは、、、、なかななかななかななかなかかかか難難難難しいというおしいというおしいというおしいというお返返返返事事事事もいたもいたもいたもいただだだだくことがあくことがあくことがあくことがありりりりますますますます。。。。特特特特にににに自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理というというというという、、、、すすすすべべべべてのごみてのごみてのごみてのごみはできるはできるはできるはできるだだだだけけけけ自分自分自分自分のののの自治体環境自治体環境自治体環境自治体環境行政行政行政行政のののの中中中中でででで処処処処理理理理をしようというをしようというをしようというをしようという原原原原則則則則があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは日日日日本本本本があるがあるがあるがある種種種種世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るるるる環境環境環境環境行政行政行政行政のののの成成成成果果果果ですがですがですがですが、、、、昨昨昨昨今今今今、、、、このこのこのこの自治体自治体自治体自治体とととと議議議議論論論論、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは環境環境環境環境省省省省担当担当担当担当者者者者のののの議議議議論論論論のののの間間間間ではではではでは、、、、自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理はははは尊尊尊尊重重重重しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、あるあるあるある種種種種自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理のののの更更更更新時新時新時新時期期期期ににににおいてはおいてはおいてはおいては、、、、よよよよりりりり効率的効率的効率的効率的なななな循環循環循環循環圏圏圏圏をををを想想想想定定定定してもいいしてもいいしてもいいしてもいいんんんん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議議議議論論論論がががが起起起起ここここりりりりつつあつつあつつあつつありりりりますますますます。。。。私私私私自自自自身身身身もももも、、、、環境環境環境環境白白白白書書書書のののの中中中中のののの地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏のののの議議議議論論論論にににに関関関関してはしてはしてはしては幾幾幾幾つかおつかおつかおつかお手手手手伝伝伝伝いをいたしいをいたしいをいたしいをいたしましたがましたがましたがましたが、、、、、、、、原原原原則則則則としてはとしてはとしてはとしては自自自自区区区区内内内内処処処処理理理理をををを守守守守りりりりながらながらながらながら、、、、あるあるあるある種種種種、、、、そのそのそのその資源循環資源循環資源循環資源循環にににに対対対対するするするする具具具具体体体体的的的的なななな効率効率効率効率、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭低炭低炭低炭素素素素にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献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確確確確にわかるのであれにわかるのであれにわかるのであれにわかるのであればばばば、、、、それはそれはそれはそれは特特特特ににににここここだだだだわるわるわるわる必要必要必要必要はないはないはないはない可能可能可能可能性性性性もあるというもあるというもあるというもあるという議議議議論論論論がががが起起起起ここここりりりりつつあつつあつつあつつありりりりますますますます。。。。 

  そういうそういうそういうそういう視視視視点点点点のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、例例例例ええええばばばば、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの施設施設施設施設、、、、多多多多くのくのくのくの場場場場合合合合はははは産業産業産業産業系系系系のののの循環循環循環循環ですとですとですとですとかかかか、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物だだだだけをけをけをけを対象対象対象対象にしているところもまにしているところもまにしているところもまにしているところもまだだだだままままだだだだ多多多多くくくく見見見見られますられますられますられます。。。。他他他他方方方方、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも産業産業産業産業系系系系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循環循環循環循環のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとし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、、、、このこのこのこの緑緑緑緑のののの丸丸丸丸にあにあにあにありりりりまままますようにすようにすようにすように、、、、都都都都市市市市のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もうまくもうまくもうまくも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方方方方向向向向もあもあもあもありりりりますますますます。。。。都都都都市市市市のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを産業産業産業産業がががが拠拠拠拠点点点点でうまくでうまくでうまくでうまく活用活用活用活用していくことでしていくことでしていくことでしていくことで、、、、都都都都市市市市行政行政行政行政、、、、都都都都市市市市のののの市民市民市民市民にとってはにとってはにとってはにとっては焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設がこれからがこれからがこれからがこれから１１１１００００年年年年ほほほほどのどのどのどの間間間間でででで各地各地各地各地でででで更更更更新新新新されていくされていくされていくされていく際際際際にににに都都都都市市市市廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設というものをというものをというものをというものを税金税金税金税金でででで行政行政行政行政がががが更更更更新新新新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、、、、民民民民間間間間のののの産業施設産業施設産業施設産業施設をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、新新新新たなたなたなたな都都都都市市市市とととと産業産業産業産業とととと共生共生共生共生がががが実現実現実現実現できできできできるということをここでごるということをここでごるということをここでごるということをここでご提提提提案申案申案申案申しししし上上上上げていますげていますげていますげています。。。。これはこれはこれはこれはカカカカーーーーボボボボンフンフンフンフリリリリーのーのーのーの産業産業産業産業共生共生共生共生地地地地区区区区ととと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（（（（図図図図１１１１６６６６）。）。）。）。 

  実際実際実際実際、、、、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議議議議論論論論していきますとしていきますとしていきますとしていきますと、、、、ややややははははりりりり数数数数字字字字でででで証証証証明明明明しなさいということをしなさいということをしなさいということをしなさいということを我我我我々々々々はよくはよくはよくはよく言言言言われるわけですわれるわけですわれるわけですわれるわけです。。。。実際実際実際実際にそのようなにそのようなにそのようなにそのような産業産業産業産業共生共生共生共生カカカカーーーーボボボボンフンフンフンフリリリリーーーー地地地地区区区区をつくったをつくったをつくったをつくった場場場場合合合合にどのにどのにどのにどの程程程程度効度効度効度効果果果果があるのかがあるのかがあるのかがあるのか証証証証明明明明してみなさいといしてみなさいといしてみなさいといしてみなさいというごうごうごうご要要要要請請請請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。。。。ちちちちょょょょっとっとっとっとそれをごそれをごそれをごそれをご紹介紹介紹介紹介するするするする、、、、1例例例例をこのをこのをこのをこの場場場場でおでおでおで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けれけれけれければばばば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。。。。 

  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、、、、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ののののセセセセメメメメントントントント産業産業産業産業、、、、これはこれはこれはこれは川川川川崎崎崎崎をををを対象対象対象対象としていますとしていますとしていますとしていますがががが、、、、川川川川崎崎崎崎にあにあにあにありりりりますますますます、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを利用利用利用利用するするするするセセセセメメメメントントントント産業産業産業産業、、、、これをこれをこれをこれを対象対象対象対象にしてにしてにしてにして分分分分析析析析をしてみまをしてみまをしてみまをしてみますすすす（（（（図図図図１１１１７７７７）。）。）。）。上上上上側側側側はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる動動動動脈脈脈脈側側側側ののののセセセセメメメメントントントント生生生生産産産産工工工工程程程程でででで、、、、下側下側下側下側がががが、、、、先先先先ほほほほどとどとどとどと同様同様同様同様にににに、、、、静静静静脈脈脈脈側側側側のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの受受受受けけけけ入入入入れになれになれになれになりりりりますますますます。。。。これをもとにこれをもとにこれをもとにこれをもとに、、、、具具具具体的体的体的体的なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生ををををデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化いたしますいたしますいたしますいたします。。。。川川川川崎崎崎崎市市市市のののの中中中中をををを 1 キキキキロロロロメメメメートルでートルでートルでートルで区区区区切切切切ってってってって廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生ををををデデデデータータータータベベベベースースースース
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化化化化しますしますしますします。。。。そのそのそのその次次次次にににに、、、、今今今今度度度度はエコタはエコタはエコタはエコタウウウウンンンン施設施設施設施設がどこにあるかがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは既存既存既存既存のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの焼焼焼焼却却却却工工工工場場場場はどこにあるかということはどこにあるかということはどこにあるかということはどこにあるかということ、、、、これもこれもこれもこれも同様同様同様同様ににににデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化していきますしていきますしていきますしていきます。。。。これこれこれこれだだだだけけけけですとですとですとですと、、、、なかなかどこにどのなかなかどこにどのなかなかどこにどのなかなかどこにどの分分分分がががが行行行行くかということがわかくかということがわかくかということがわかくかということがわかりりりりませませませませんんんんのでのでのでので、、、、そのそのそのその間間間間はははは、、、、いわいわいわいわゆるゆるゆるゆる社会社会社会社会制制制制度度度度をををを仮仮仮仮説説説説的的的的にににに提提提提案案案案してしてしてして、、、、いろいろなパターンでいろいろなパターンでいろいろなパターンでいろいろなパターンで計計計計算算算算してみますしてみますしてみますしてみます。。。。 

  そのそのそのその結結結結果果果果だだだだけをけをけをけを簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、大大大大きくきくきくきく 4 つのつのつのつのケケケケースのースのースのースの計計計計算算算算をしてみますをしてみますをしてみますをしてみます。。。。4 つのつのつのつの計計計計算算算算はははは、、、、これはすこれはすこれはすこれはすべべべべてててて二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生量量量量をををを縦縦縦縦軸軸軸軸にとっているわけでにとっているわけでにとっているわけでにとっているわけで、、、、セセセセメメメメントントントント産業産業産業産業とととと廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの処処処処理理理理をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせた二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの発発発発生生生生量量量量ですですですです。。。。一一一一番番番番左左左左側側側側はははは、、、、全全全全くくくく資源循環資源循環資源循環資源循環ををををややややらならならならないいいい、、、、大大大大量量量量消費消費消費消費型型型型ののののセセセセメメメメントントントント生生生生産産産産ですですですです。。。。セセセセメメメメントはントはントはントは全全全全くくくく天天天天然然然然資源資源資源資源からからからから生生生生産産産産しますししますししますししますし、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは燃燃燃燃ややややしますしますしますします、、、、CO2 がががが出出出出るるるる。。。。2 番番番番目目目目ののののケケケケースースースース１１１１とととと書書書書いていますのはいていますのはいていますのはいていますのは、、、、これがこれがこれがこれが今今今今のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの現現現現状状状状ですですですです。。。。今今今今までエコタまでエコタまでエコタまでエコタウウウウンではンではンではンでは、、、、資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型ののののセセセセメメメメントントントント生生生生産産業産産業産産業産産業、、、、生生生生産産産産装装装装置置置置をををを廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物循環循環循環循環のののの基盤設基盤設基盤設基盤設備備備備としてとしてとしてとして使使使使っていませっていませっていませっていませんんんんのでのでのでので、、、、そうするとそうするとそうするとそうするとややややっっっっぱぱぱぱりりりり利用利用利用利用はははは極極極極めてめてめてめて限限限限定定定定的的的的ににににななななりりりりましてましてましてまして、、、、大体大体大体大体 3万万万万トントントントン程程程程度度度度のののの CO2 がががが削減削減削減削減できているできているできているできているだだだだろうということがろうということがろうということがろうということが比較比較比較比較するとするとするとすると評評評評価価価価できますできますできますできます。。。。 

  もうもうもうもう一一一一つがつがつがつが、、、、このこのこのこの 4番番番番目目目目のののの評価評価評価評価であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、4番番番番目目目目はははは、、、、仮仮仮仮にににに研究研究研究研究者者者者側側側側でででで理理理理論論論論的的的的なななな設設設設定定定定ををををしてしてしてして、、、、もしもしもしもし都都都都市市市市行政行政行政行政のののの中中中中でででで出出出出てくるてくるてくるてくる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを優優優優先的先的先的先的にこのにこのにこのにこのセセセセメメメメントントントント産業産業産業産業でででで処処処処理理理理するようなするようなするようなするような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、、、、そのそのそのその効効効効果果果果はははは 3万万万万トンからトンからトンからトンから 15万万万万トンまでトンまでトンまでトンまで削減効削減効削減効削減効果果果果があるがあるがあるがある。。。。言言言言ってみますとってみますとってみますとってみますと、、、、
3%からからからから 15%までまでまでまで削減効削減効削減効削減効果果果果はははは 5倍倍倍倍になるになるになるになる、、、、こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを試試試試算算算算していますしていますしていますしています。。。。 

  こうしたこうしたこうしたこうした試試試試算算算算はははは、、、、川川川川崎崎崎崎でででで申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、すすすすべべべべてのてのてのての循環施設循環施設循環施設循環施設についてについてについてについて計計計計算算算算がががが終終終終わっていわっていわっていわっていますますますます。。。。これのこれのこれのこれの組組組組みみみみ合合合合わせのもとでどのようなわせのもとでどのようなわせのもとでどのようなわせのもとでどのような資源循環資源循環資源循環資源循環のののの将将将将来来来来シナシナシナシナリオリオリオリオがががが描描描描けるかであるとけるかであるとけるかであるとけるかであるとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは川川川川崎崎崎崎とととと横浜横浜横浜横浜、、、、川川川川崎崎崎崎とととと東京東京東京東京、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは埼埼埼埼玉玉玉玉をををを含含含含めためためためた広広広広域域域域圏圏圏圏でででで、、、、仮仮仮仮にエコタにエコタにエコタにエコタウウウウンンンンをををを中中中中心心心心にににに、、、、千葉千葉千葉千葉のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは埼埼埼埼玉玉玉玉循環循環循環循環装装装装置置置置等等等等をををを含含含含めましてどのようなめましてどのようなめましてどのようなめましてどのような循環循環循環循環圏圏圏圏がががが描描描描けるかということをけるかということをけるかということをけるかということを現在現在現在現在、、、、研究研究研究研究側側側側としてはこうしたとしてはこうしたとしてはこうしたとしてはこうしたツツツツールをごールをごールをごールをご提提提提供供供供できるようなできるようなできるようなできるような準備準備準備準備もももも進進進進めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。 

  こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを長長長長々々々々とととと申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、ややややははははりりりり循環循環循環循環といいますものはといいますものはといいますものはといいますものは低炭低炭低炭低炭素素素素のののの効効効効果果果果もあもあもあもあるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは重重重重いものはいものはいものはいものは地域地域地域地域でででで回回回回してしてしてして、、、、軽軽軽軽いものはいものはいものはいものは広広広広域域域域でででで回回回回すすすす、、、、これはこれはこれはこれは理理理理論論論論的的的的にはわかるにはわかるにはわかるにはわかるわけですわけですわけですわけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、今今今今のののの段段段段階階階階はまさにはまさにはまさにはまさに変革変革変革変革のときですのでのときですのでのときですのでのときですので、、、、理理理理論論論論をををを実実実実証証証証にににに変変変変えなくてはえなくてはえなくてはえなくてはなかなかなかなかなかなかなかなか具具具具体的体的体的体的にににに動動動動かないところですかないところですかないところですかないところです。。。。そうしたそうしたそうしたそうした理理理理論論論論をををを実実実実践践践践にににに読読読読みかえるためにはみかえるためにはみかえるためにはみかえるためには、、、、こうこうこうこうしたしたしたした眼眼眼眼鏡鏡鏡鏡ののののようなようなようなような読読読読みかえのみかえのみかえのみかえの装装装装置置置置がががが必要必要必要必要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりましてましてましてまして、、、、実実実実はははは、、、、このライフサイクこのライフサイクこのライフサイクこのライフサイクルアルアルアルアセセセセススススメメメメントントントント、、、、LCA をををを含含含含めましためましためましためました、、、、そうしたそうしたそうしたそうした研究研究研究研究者者者者側側側側ののののツツツツールはールはールはールは、、、、実際実際実際実際にエコタにエコタにエコタにエコタウウウウンのンのンのンの効効効効果果果果をををを評価評価評価評価できるようなところまでできるようなところまでできるようなところまでできるようなところまで進進進進みつつあみつつあみつつあみつつありりりりますますますます。。。。 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、、、、これがこれがこれがこれが 3 番番番番目目目目のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチですがですがですがですが、、、、広広広広域循環域循環域循環域循環をするにしてもをするにしてもをするにしてもをするにしても、、、、地域循地域循地域循地域循環環環環圏圏圏圏をつくるにしてもをつくるにしてもをつくるにしてもをつくるにしても、、、、ややややははははりりりりそれをそれをそれをそれを具具具具体的体的体的体的にににに評価評価評価評価するするするする根拠根拠根拠根拠がないとがないとがないとがないと、、、、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実実実実現現現現しないしないしないしないんじゃんじゃんじゃん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、、、、これがこれがこれがこれが今申今申今申今申しししし上上上上げたことのげたことのげたことのげたことの背背背背景景景景にあにあにあにありりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、そのそのそのその概概概概念念念念をををを、、、、我我我我々々々々はははは地域地域地域地域シミシミシミシミュレュレュレュレーションシステムーションシステムーションシステムーションシステム、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低炭低炭低炭低炭素素素素化化化化シミシミシミシミュレュレュレュレーーーーションシスションシスションシスションシステムとテムとテムとテムと呼呼呼呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、一一一一番番番番左左左左側側側側でででで、、、、地域地域地域地域にどのようなにどのようなにどのようなにどのような環境資源環境資源環境資源環境資源があるかがあるかがあるかがあるか、、、、どどどどのようなのようなのようなのような廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物があるかがあるかがあるかがあるか、、、、あるいはどのようなあるいはどのようなあるいはどのようなあるいはどのようなリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル装装装装置置置置があるかということまでがあるかということまでがあるかということまでがあるかということまで含含含含めてめてめてめて一一一一番番番番左左左左側側側側ででででデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化したしたしたした上上上上でででで、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、上上上上側側側側ががががハハハハードなードなードなードな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ですですですです。。。。下側下側下側下側ははははソソソソフトなフトなフトなフトな循環循環循環循環制制制制度度度度ですですですです。。。。これをこれをこれをこれを組組組組みみみみ合合合合わせるとわせるとわせるとわせると、、、、かなかなかなかなりりりり具具具具体的体的体的体的にににに将将将将来来来来のののの循環循環循環循環のののの都都都都市市市市のののの構構構構造造造造、、、、循環循環循環循環のののの地域地域地域地域のののの形形形形がががが描描描描けるのではないかとけるのではないかとけるのではないかとけるのではないかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 そのそのそのその際際際際にににに、、、、ややややははははりりりり CO2だだだだけではけではけではけではだだだだめめめめだだだだ、、、、ややややははははりりりり資源資源資源資源のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの量量量量もももも見見見見たいたいたいたい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自自自自然然然然共生共生共生共生のののの効効効効果果果果もももも見見見見たいたいたいたい。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、右右右右側側側側のののの評価評価評価評価のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの中中中中でででで指指指指標標標標化化化化していくわけですしていくわけですしていくわけですしていくわけです。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの具具具具体的議体的議体的議体的議論論論論についてはについてはについてはについては 20年年年年ほほほほどのどのどのどの研究研究研究研究蓄蓄蓄蓄積積積積があがあがあがありりりりそろそろこうしたそろそろこうしたそろそろこうしたそろそろこうした理理理理論論論論とととと手法手法手法手法をををを企業企業企業企業ななななりりりり、、、、自治体自治体自治体自治体のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様方方方方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るけるけるける時時時時期期期期になっておになっておになっておになっておりりりり、、、、ここでここでここでここではシミはシミはシミはシミュレュレュレュレーションシステムをーションシステムをーションシステムをーションシステムを第第第第 3 のアプローのアプローのアプローのアプローチチチチとしてごとしてごとしてごとしてご紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。 こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく将将将将来的来的来的来的にはにはにはには地域循環地域循環地域循環地域循環、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは広広広広域循環域循環域循環域循環システムシステムシステムシステムとしてはとしてはとしてはとしては、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも一一一一番下番下番下番下にあるにあるにあるにある典典典典型的型的型的型的なななな環境型環境型環境型環境型のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン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、、、、都都都都市市市市とととと連連連連
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携携携携したしたしたした形形形形でででで、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつババババイイイイオマオマオマオマスとスとスとスと連連連連携携携携したしたしたした形形形形のののの新新新新たなタイプのたなタイプのたなタイプのたなタイプの地域循環地域循環地域循環地域循環システムシステムシステムシステム、、、、並並並並びびびびにそにそにそにそれがれがれがれが広広広広域的域的域的域的なななな循環循環循環循環のののの拠点拠点拠点拠点になるになるになるになる、、、、そのようなそのようなそのようなそのような姿姿姿姿をををを今後今後今後今後のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの進化形進化形進化形進化形としてとしてとしてとして共共共共有有有有できるできるできるできるんんんんではないかとではないかとではないかとではないかと、、、、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考考考考えているえているえているえている次次次次第第第第ですですですです。。。。 これまでのところをこれまでのところをこれまでのところをこれまでのところを整整整整理理理理しますとしますとしますとしますと、、、、ややややははははりりりりエコタエコタエコタエコタウウウウンはンはンはンは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで 10 年年年年間間間間のののの中中中中でででで、、、、それそれそれそれをををを推進推進推進推進するするするするハハハハードードードードウウウウエアエアエアエア事業事業事業事業のののの整整整整備備備備もあもあもあもありりりりましたましたましたました。。。。それをそれをそれをそれを支支支支えるためのえるためのえるためのえるための循環型循環型循環型循環型のののの政策政策政策政策がががが右右右右側側側側にあにあにあにありりりりますますますます（（（（図図図図１８１８１８１８）。）。）。）。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多多多多くのくのくのくの成成成成果果果果をををを上上上上げられているわけですげられているわけですげられているわけですげられているわけです。。。。リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル装装装装置置置置はははは、、、、これはこれはこれはこれは世界世界世界世界でででで類類類類をををを見見見見ないないないないほほほほどのどのどのどの密度密度密度密度でででで、、、、水準水準水準水準でででで、、、、整整整整備備備備されていますされていますされていますされています。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、それによそれによそれによそれによりりりりましてあるましてあるましてあるましてある種種種種のののの素素素素材材材材型産業型産業型産業型産業がががが再再再再形成形成形成形成しているのしているのしているのしているのもももも事実事実事実事実ですですですです。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、よよよよりりりり高高高高度度度度なななな、、、、これまでこれまでこれまでこれまで処処処処理理理理がががが難難難難しかったしかったしかったしかった PCB とかとかとかとか水水水水銀銀銀銀などのなどのなどのなどの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、排排排排出出出出物物物物をををを資源循環資源循環資源循環資源循環再再再再生生生生処処処処理理理理するというするというするというするという措措措措置置置置をとっていますをとっていますをとっていますをとっています。。。。ここまでがここまでがここまでがここまでが、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる資源循環型資源循環型資源循環型資源循環型のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの達達達達成成成成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、、、、これからはおそらくこれからはおそらくこれからはおそらくこれからはおそらく地域地域地域地域のののの循環循環循環循環圏圏圏圏、、、、広広広広域域域域のののの循環循環循環循環圏圏圏圏をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは低低低低炭炭炭炭素都素都素都素都市市市市へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献をするをするをするをする、、、、こうしたことをこうしたことをこうしたことをこうしたことを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要がある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。。。。 エコタエコタエコタエコタウウウウンをンをンをンを展開展開展開展開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だだだだけにけにけにけに、、、、これをこれをこれをこれを自自自自己己己己目目目目的化的化的化的化するわけではなくするわけではなくするわけではなくするわけではなく低炭低炭低炭低炭素素素素社社社社会会会会へのへのへのへの活用活用活用活用もももも重要重要重要重要ですですですです。。。。2050 年年年年にににに 50%削減削減削減削減というというというという目目目目標標標標がががが、、、、これはこれはこれはこれはほぼほぼほぼほぼ国際社会国際社会国際社会国際社会にににに常常常常識識識識化化化化ししししていますていますていますています。。。。これがまさにこれがまさにこれがまさにこれがまさに左左左左側側側側のところののところののところののところの黒黒黒黒いいいい括括括括弧弧弧弧ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは日日日日本本本本のののの排排排排出出出出量量量量のののの増増増増加加加加とととと、、、、このままいけこのままいけこのままいけこのままいけばばばば 2050 年年年年もそれもそれもそれもそれほほほほどどどど減減減減らないらないらないらないだだだだろうというろうというろうというろうという図図図図（（（（図図図図１９１９１９１９））））ですがですがですがですが、、、、2050 年年年年までまでまでまでにににに排排排排出出出出量量量量をををを 50%削減削減削減削減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、、、、こういうこういうこういうこういう将将将将来来来来像像像像をををを描描描描かないといけないわけですかないといけないわけですかないといけないわけですかないといけないわけです。。。。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アプローングアプローングアプローングアプローチチチチとととと言言言言われていましてわれていましてわれていましてわれていまして、、、、将将将将来来来来のののの締締締締めめめめ切切切切りりりりがががが決決決決まっているのでまっているのでまっているのでまっているので、、、、今今今今ややややることをることをることをることを決決決決めなさいというめなさいというめなさいというめなさいという形形形形ですですですです。。。。国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所もももも、、、、いろいいろいいろいいろいろろろろ提提提提案案案案をされているところですがをされているところですがをされているところですがをされているところですが、、、、実実実実はこれがはこれがはこれがはこれが自治体自治体自治体自治体ののののほほほほうにうにうにうに落落落落ちちちちてくるとてくるとてくるとてくると、、、、なかなかすなかなかすなかなかすなかなかすぐぐぐぐにににに実現実現実現実現できないところもあできないところもあできないところもあできないところもありりりりまままますすすす。。。。 そのためのそのためのそのためのそのための自治体自治体自治体自治体側側側側のののの対対対対応応応応というのはあるというのはあるというのはあるというのはある程程程程度度度度のののの幅幅幅幅がががが出出出出てくるわけですてくるわけですてくるわけですてくるわけです。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく、、、、既既既既にエコタにエコタにエコタにエコタウウウウンンンン的的的的なななな基盤基盤基盤基盤をおをおをおをお持持持持ちちちちのところはのところはのところはのところは、、、、早早早早いいいい段段段段階階階階でででで下側下側下側下側にににに移移移移動動動動していくしていくしていくしていく。。。。まさにまさにまさにまさに北北北北九九九九州州州州市市市市ななななんんんんかはそうかもしれませかはそうかもしれませかはそうかもしれませかはそうかもしれませんんんんがががが、、、、すすすすぐぐぐぐにこのにこのにこのにこの削減削減削減削減ののののペペペペースをースをースをースを変変変変えるようなえるようなえるようなえるような、、、、そういうそういうそういうそういうアプローアプローアプローアプローチチチチでもあれでもあれでもあれでもあればばばば、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは 1 回回回回、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと現現現現状状状状をこのままをこのままをこのままをこのまま何何何何年年年年かかかか続続続続けてけてけてけて、、、、それからそれからそれからそれから削減削減削減削減していくというしていくというしていくというしていくという自治体自治体自治体自治体もあもあもあもありりりりますますますます。。。。おそらくおそらくおそらくおそらく今後今後今後今後はそうしたはそうしたはそうしたはそうしたママママクロなクロなクロなクロな将将将将来来来来あああありりりりきのきのきのきのババババックックックックキキキキャャャャストのアプローストのアプローストのアプローストのアプローチチチチにににに加加加加えてえてえてえて、、、、現現現現状状状状からからからから何何何何ができるかというができるかというができるかというができるかという、、、、いわゆるグラいわゆるグラいわゆるグラいわゆるグラウウウウンド・ンド・ンド・ンド・アップアプローアップアプローアップアプローアップアプローチチチチとととと我我我我々々々々はははは最最最最近呼近呼近呼近呼んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、グラグラグラグラウウウウンド・アップなアプローンド・アップなアプローンド・アップなアプローンド・アップなアプローチチチチがこれがこれがこれがこれからからからから必要必要必要必要になってまいになってまいになってまいになってまいりりりりますしますしますしますし、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンといいますものはンといいますものはンといいますものはンといいますものは、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会ににににどのようにおどのようにおどのようにおどのようにお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけるかということがけるかということがけるかということがけるかということが、、、、これがこれがこれがこれが重要重要重要重要なテーなテーなテーなテーママママになってくるになってくるになってくるになってくるんんんんではなではなではなではないかといかといかといかと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。 さらにさらにさらにさらに、、、、もうもうもうもう一一一一点点点点だだだだけけけけ最最最最後後後後につけにつけにつけにつけ加加加加えしますとえしますとえしますとえしますと、、、、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、アジアアジアアジアアジアのエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンにンにンにンに対対対対するするするする期待期待期待期待はははは極極極極めてめてめてめて大大大大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。これをアジアこれをアジアこれをアジアこれをアジア都都都都市市市市にににに展開展開展開展開するとするとするとするということでいうことでいうことでいうことで、、、、既既既既にににに経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省もエコタもエコタもエコタもエコタウウウウンンンン連連連連携携携携としておとしておとしておとしてお始始始始めになっているところですめになっているところですめになっているところですめになっているところです。。。。おおおおそらくアジアにそらくアジアにそらくアジアにそらくアジアに展開展開展開展開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、、、、ななななおかつおかつおかつおかつ国内国内国内国内のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業、、、、あるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタウウウウンにおンにおンにおンにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方々々々々のののの快適快適快適快適性性性性、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは満満満満足足足足性性性性がががが上上上上がるがるがるがる、、、、そのようなそのようなそのようなそのような WinーーーーWin のののの関係関係関係関係がないといけないわけですがないといけないわけですがないといけないわけですがないといけないわけです。。。。 中中中中国国国国はははは、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと脱脱脱脱線線線線しますがしますがしますがしますが、、、、今今今今年年年年のののの 10 月月月月にににに、、、、循環経済循環経済循環経済循環経済法法法法がががが、、、、これはこれはこれはこれは全人代全人代全人代全人代でようでようでようでようややややくくくく 1 年年年年間間間間のののの期間期間期間期間をををを経経経経てててて承承承承認認認認されましたされましたされましたされました。。。。中中中中国国国国側側側側のののの資源循環資源循環資源循環資源循環にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方はははは、、、、今今今今まではまではまではまではぜぜぜぜいたくいたくいたくいたく品品品品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、、、、今今今今年年年年からはからはからはからは確確確確実実実実にににに実際実際実際実際のニーズになってきましたのニーズになってきましたのニーズになってきましたのニーズになってきました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、おそらくこれからおそらくこれからおそらくこれからおそらくこれから中中中中国国国国ではではではでは新新新新しいタイプのしいタイプのしいタイプのしいタイプの工工工工業団地業団地業団地業団地ややややエコインダストエコインダストエコインダストエコインダストリリリリアルパークがアルパークがアルパークがアルパークがああああちちちちここここちちちちにできてまいにできてまいにできてまいにできてまいりりりりますますますます。。。。そうしたとそうしたとそうしたとそうしたところにころにころにころに、、、、できるできるできるできるだだだだけけけけ日日日日本本本本のシステムというもののシステムというもののシステムというもののシステムというものをををを展開展開展開展開しながらしながらしながらしながら、、、、そこでそこでそこでそこで得得得得られるられるられるられるベベベベネフネフネフネフィィィィットをットをットをットを日日日日本本本本のののの企業企業企業企業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは日日日日本本本本のののの都都都都市市市市、、、、日日日日本本本本のののの国国国国土土土土がががが得得得得られるられるられるられる、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたベベベベネフネフネフネフィィィィットをットをットをットを確保確保確保確保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どでどでどでどんんんんどどどどんんんん連連連連携携携携をををを進進進進めないめないめないめないといけないというといけないというといけないというといけないという議議議議論論論論があがあがあがありりりりますますますます。。。。 そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、今今今今左左左左側側側側のイのイのイのイメメメメージになージになージになージになりりりりますがますがますがますが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく技術技術技術技術単単単単体体体体でででで移移移移転転転転をしてもをしてもをしてもをしても、、、、中中中中
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国国国国のののの制制制制度度度度にににに合合合合わないわないわないわない、、、、オオオオーーーーババババースースースースペペペペックになることはックになることはックになることはックになることは多多多多々々々々あああありりりりますのでますのでますのでますので、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく日日日日本本本本のののの中中中中でででで技術技術技術技術、、、、制制制制度度度度がががが出出出出てきたてきたてきたてきた経経経経緯緯緯緯をををを、、、、これをこれをこれをこれを企業企業企業企業とととと行政行政行政行政、、、、あるいはそれあるいはそれあるいはそれあるいはそれ以以以以外外外外のののの方方方方々々々々もももも含含含含めためためためた連連連連携携携携をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるハハハハードなードなードなードな技術技術技術技術ととととソソソソフトなフトなフトなフトな技術技術技術技術をどのようなをどのようなをどのようなをどのような形形形形でででで展開展開展開展開するかといするかといするかといするかというううう、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを左左左左側側側側のののの日日日日本本本本でででで持持持持っておくっておくっておくっておく必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。そうしたそうしたそうしたそうした海海海海外外外外展開展開展開展開のパッのパッのパッのパッケケケケージをつくるというものがージをつくるというものがージをつくるというものがージをつくるというものが、、、、おそらくこれからのアジアのおそらくこれからのアジアのおそらくこれからのアジアのおそらくこれからのアジアの展開展開展開展開のののの 1 つのかつのかつのかつのかぎぎぎぎになるとになるとになるとになると思思思思っていますっていますっていますっています。。。。 こうしたこうしたこうしたこうした場場場場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、、、、こうしたこうしたこうしたこうした全全全全国国国国のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな専専専専門門門門のののの方方方方々々々々がががが集集集集まるといいますまるといいますまるといいますまるといいますものはものはものはものは、、、、そうしたそうしたそうしたそうした知知知知見見見見をををを共共共共有有有有するするするする機機機機会会会会であるとであるとであるとである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。。。。26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、ききききょょょょうどうどうどうどれれれれだだだだけのけのけのけの方方方方がおがおがおがお集集集集ままままりりりり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私私私私もももも伺伺伺伺っていないですがっていないですがっていないですがっていないですが、、、、そういうそういうそういうそういう方方方方々々々々のののの間間間間でさまでさまでさまでさまざざざざまなまなまなまな経経経経験験験験ですとかですとかですとかですとか、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな知知知知識識識識ですとかですとかですとかですとか、、、、さまさまさまさまざざざざまなシまなシまなシまなシステムといいますものをステムといいますものをステムといいますものをステムといいますものを、、、、そうしたものをそうしたものをそうしたものをそうしたものを共共共共有有有有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、、、、国内国内国内国内でのでのでのでの発展発展発展発展、、、、さらにはさらにはさらにはさらには海海海海外外外外でのでのでのでの発展発展発展発展、、、、さらにはさらにはさらにはさらにはエコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの進化進化進化進化というものをできるというものをできるというものをできるというものをできるだだだだけけけけ効率的効率的効率的効率的にににに、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ速速速速ややややかにかにかにかに進進進進めるめるめるめる、、、、そうしたそうしたそうしたそうした情情情情報報報報共共共共有有有有のののの場場場場がこのエコタがこのエコタがこのエコタがこのエコタウウウウンンンン大会大会大会大会であるとともにゼロエミッションフォーラムになるとであるとともにゼロエミッションフォーラムになるとであるとともにゼロエミッションフォーラムになるとであるとともにゼロエミッションフォーラムになると伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。私私私私からのおからのおからのおからのお話話話話のののの内容内容内容内容もももも、、、、そうしたそうしたそうしたそうした一一一一助助助助となるようなとなるようなとなるようなとなるような形形形形でおでおでおでお助助助助けすることがけすることがけすることがけすることができれできれできれできればばばばとととと申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、私私私私からのからのからのからの基調基調基調基調講演講演講演講演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。。。。どうもごどうもごどうもごどうもご清聴清聴清聴清聴あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、ここでここでここでここで 5 分分分分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩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。。。。休憩休憩休憩休憩のののの後後後後、、、、報告報告報告報告 I へとへとへとへと進進進進めてまめてまめてまめてまいいいいりりりりますのでますのでますのでますので、、、、おおおお時時時時間間間間になになになになりりりりましたらおましたらおましたらおましたらお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りりりりくくく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、、、、ししししばばばばらくごらくごらくごらくご休憩休憩休憩休憩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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報告報告報告報告 I 

 司司司司会会会会 

  皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお席席席席ののののほほほほうにおうにおうにおうにお戻戻戻戻りりりりいたいたいたいただだだだけますでしけますでしけますでしけます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、、、、大大大大変変変変おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。たたたただだだだいまよいまよいまよいまよりりりり、、、、報告報告報告報告 I へとへとへとへと進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン政策政策政策政策のののの成成成成果果果果とととと課課課課題題題題」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省産業技術環境産業技術環境産業技術環境産業技術環境局局局局環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室室室室、、、、君塚秀喜室長君塚秀喜室長君塚秀喜室長君塚秀喜室長よよよよりりりりごごごご報告報告報告報告申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、おおおお手手手手元元元元のこのこのこのこちちちちらのらのらのらの資資資資料料料料集集集集のののの 27ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くくく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、、、、君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

 君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長 

  経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進環境調和産業推進室長室長室長室長のののの君塚君塚君塚君塚でごでごでごで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ろしくおよろしくおよろしくおよろしく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。。。。 

  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ましたとおげましたとおげましたとおげましたとおりりりり、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを平平平平成成成成 9 年度年度年度年度からからからから進進進進めてきているめてきているめてきているめてき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していましていましていまして、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな課課課課題題題題があがあがあがありりりり、、、、今後今後今後今後のののの方方方方向向向向性性性性ということをということをということをということを模模模模索索索索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ごでごでごで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、、、、武武武武内先内先内先内先生生生生、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生からからからから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てててて、、、、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とともにとともにとともにとともに低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会をはをはをはをはじじじじめめめめ総総総総合的合的合的合的にににに環境環境環境環境政策政策政策政策をををを進進進進めるというごめるというごめるというごめるというご指指指指摘摘摘摘もごもごもごもござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それがそれがそれがそれが武武武武内先内先内先内先生生生生のもとでこののもとでこののもとでこののもとでこの３３３３月月月月にににに改改改改定定定定されましたされましたされましたされました循環型社会形成推循環型社会形成推循環型社会形成推循環型社会形成推進基本進基本進基本進基本計画計画計画計画、、、、それからそれからそれからそれから藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生がががが委員委員委員委員になっておられますになっておられますになっておられますになっておられます環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル都都都都市市市市のののの選選選選定定定定というこというこというこということにもつながっているということでとにもつながっているということでとにもつながっているということでとにもつながっているということで、、、、今後今後今後今後のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンをンをンをンを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで、、、、こういったこういったこういったこういった流流流流れをれをれをれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検討検討検討検討していきたというしていきたというしていきたというしていきた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えておえておえておりりりりますますますます。。。。 

  繰繰繰繰りりりり返返返返しになしになしになしになりりりりますがますがますがますが、、、、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ましたエコタげましたエコタげましたエコタげましたエコタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの概概概概要要要要ということでごということでごということでごということでご紹紹紹紹介介介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いておいておいておいておりりりりますますますます。。。。目目目目的的的的としてはとしてはとしてはとしては、、、、地域地域地域地域のののの産業産業産業産業蓄蓄蓄蓄積積積積をををを生生生生かしたかしたかしたかした環境産業環境産業環境産業環境産業のののの振振振振興興興興をををを通通通通じじじじてててて地域地域地域地域のののの振振振振興興興興をををを図図図図っていくっていくっていくっていく、、、、それかそれかそれかそれからららら廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの抑抑抑抑制制制制、、、、リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの推進推進推進推進をををを通通通通じじじじたたたた資資資資源循環型社会源循環型社会源循環型社会源循環型社会をををを構築構築構築構築していくというしていくというしていくというしていくという目目目目的的的的のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、自治体自治体自治体自治体がエコタがエコタがエコタがエコタウウウウンプランンプランンプランンプラン、、、、環境環境環境環境とととと調調調調和和和和したましたましたましたまちちちちづくづくづくづくりりりりのののの計画計画計画計画をををを策策策策定定定定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、そのプランをそのプランをそのプランをそのプランを経産経産経産経産省省省省とととと環境環境環境環境省省省省でででで共同共同共同共同承承承承認認認認すすすす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、、、、これはそのエコタこれはそのエコタこれはそのエコタこれはそのエコタウウウウンプランのンプランのンプランのンプランの当当当当該該該該地域自地域自地域自地域自身身身身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、、、、全全全全国国国国のののの自自自自治体治体治体治体ののののモデモデモデモデルともなルともなルともなルともなりりりり得得得得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先先先先駆駆駆駆的的的的なものをなものをなものをなものを承承承承認認認認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ことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。当当当当該該該該プランにプランにプランにプランに基基基基づいてづいてづいてづいて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にににに資資資資するするするするリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル設設設設備備備備のののの整整整整備備備備にににに対対対対してしてしてして財財財財政政政政支援支援支援支援ということをということをということをということを行行行行ってきたわけでごってきたわけでごってきたわけでごってきたわけで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、、、、先先先先ほほほほどどどどもももも申申申申しししし上上上上げげげげましたがましたがましたがましたが、、、、ソソソソフトフトフトフト事業事業事業事業にににに関関関関してはしてはしてはしては平平平平成成成成 16 年度年度年度年度、、、、ハハハハードードードード事業事業事業事業についてはについてはについてはについては平平平平成成成成 17 年度年度年度年度をもっをもっをもっをもってててて、、、、これはこれはこれはこれは三位三位三位三位一体一体一体一体改改改改革革革革ということでということでということでということで、、、、国国国国のののの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廃廃廃廃止止止止というというというという形形形形になってごになってごになってごになってござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、プランをプランをプランをプランを承承承承認認認認してしてしてして支援支援支援支援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くというくというくというくという、、、、そそそそういうスういうスういうスういうスキキキキームについてはームについてはームについてはームについては引引引引きききき続続続続きききき維維維維持持持持をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  今申今申今申今申しししし上上上上げたげたげたげた内容内容内容内容でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省とととと環境環境環境環境省省省省がエコタがエコタがエコタがエコタウウウウンプランをンプランをンプランをンプランを共同共同共同共同承承承承認認認認ささささせていたせていたせていたせていただだだだくくくく。。。。そのそのそのその共同共同共同共同承承承承認認認認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プランにつけられたいたプランにつけられたいたプランにつけられたいたプランにつけられた先先先先駆駆駆駆的的的的ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル施施施施設設設設にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援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くくくく、、、、ソソソソフトとしてフトとしてフトとしてフトとして普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発、、、、情情情情報提報提報提報提供供供供をををを図図図図るということでるということでるということでるということで、、、、地域地域地域地域がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった、、、、企業企業企業企業様様様様、、、、市民市民市民市民様様様様がががが参画参画参画参画いたいたいたいただだだだいたいたいたいた上上上上でのエコタでのエコタでのエコタでのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業ということということということということでででで進進進進めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。ここにゼロエミッションここにゼロエミッションここにゼロエミッションここにゼロエミッション構想構想構想構想、、、、本本本本日日日日もももも共同共同共同共同開催開催開催開催ということになってごということになってごということになってごということになって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、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業のののの考考考考ええええ方方方方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構想構想構想構想というところかというところかというところかというところからスタートしていましてらスタートしていましてらスタートしていましてらスタートしていまして、、、、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、、、、ややややははははりリりリりリりリサイクルということサイクルということサイクルということサイクルということだだだだけではなくけではなくけではなくけではなく、、、、広広広広いいいい意意意意味味味味でのゼロエミッションをでのゼロエミッションをでのゼロエミッションをでのゼロエミッションを目指目指目指目指したしたしたした事業事業事業事業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来本来本来本来のののの目目目目的的的的ですですですです。。。。 

  ちちちちょょょょっとっとっとっと細細細細かくなかくなかくなかくなりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、これはこれはこれはこれは全全全全国国国国でででで 26 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンをンをンをンを承承承承認認認認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いいい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、、、、補補補補助対象助対象助対象助対象としてはとしてはとしてはとしては 62 のののの施設施設施設施設ということでということでということでということで、、、、経産経産経産経産省省省省のののの補補補補助助助助、、、、それからそれからそれからそれから環境環境環境環境省省省省のののの補補補補助助助助とあるわけでごとあるわけでごとあるわけでごとあるわけでござざざざいますいますいますいます。。。。これこれこれこれだだだだけけけけ多多多多くのくのくのくの施設施設施設施設へのへのへのへの補補補補助助助助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。。。。これもこれもこれもこれもちちちちょょょょっとっとっとっと小小小小さくなさくなさくなさくなりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県ささささんんんん、、、、平平平平成成成成 16 年年年年のののの 9 月月月月 28
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日日日日にエコタにエコタにエコタにエコタウウウウンプランンプランンプランンプラン承承承承認認認認ということになっておということになっておということになっておということになっておりりりりましてましてましてまして、、、、ニッニッニッニッケケケケルルルルリリリリサイクルであるとサイクルであるとサイクルであるとサイクルであるとかかかか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは原原原原料料料料廃廃廃廃ゴゴゴゴムのムのムのムのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、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サイクルサイクルサイクル、、、、それからそれからそれからそれからママママットのットのットのットの製製製製造造造造施施施施設設設設、、、、こういったものにこういったものにこういったものにこういったものに対対対対してしてしてして補補補補助助助助をををを行行行行っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 次次次次にににに、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの補補補補助対象助対象助対象助対象事業事業事業事業をををを類類類類型化型化型化型化したというしたというしたというしたという形形形形になっておになっておになっておになっておりりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは環環環環境境境境ままままちちちちづくづくづくづくりりりり研究会研究会研究会研究会というというというという、、、、経産経産経産経産省省省省ののののほほほほうでうでうでうで設設設設置置置置をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして整整整整理理理理をしたものでごをしたものでごをしたものでごをしたものでござざざざいいいいますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、大大大大きくきくきくきく分分分分けますとけますとけますとけますと、、、、法規法規法規法規制制制制へのへのへのへの対対対対応応応応、、、、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ごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました、、、、各各各各種種種種リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル法法法法ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその容容容容器器器器、、、、家家家家電電電電といったといったといったといった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ににに対対対対応応応応するするするする形形形形でのでのでのでの事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく。。。。それからそれからそれからそれから、、、、都都都都市市市市ごみのごみのごみのごみの適適適適正処正処正処正処理理理理、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは使使使使用済用済用済用済製品製品製品製品のののの適適適適正処正処正処正処理理理理、、、、あるいあるいあるいあるいはははは地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用、、、、そういったそれそういったそれそういったそれそういった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目目目目的的的的にににに応応応応じじじじてエコタてエコタてエコタてエコタウウウウンをンをンをンを展開展開展開展開しているしているしているしてい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類類類類型化型化型化型化しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの横軸横軸横軸横軸ののののほほほほうでうでうでうで、、、、既存既存既存既存施施施施設設設設のののの活用活用活用活用・・・・連連連連携携携携型型型型とととと既存既存既存既存商商商商流流流流のののの活用型活用型活用型活用型ということでということでということでということで書書書書いてごいてごいてごいて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、、、、既存既存既存既存のののの施設施設施設施設からからからから原原原原材材材材料料料料をををを供給供給供給供給するというするというするというするというようなようなようなような形形形形、、、、それからそれからそれからそれから、、、、商商商商流流流流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回回回回収収収収ルートがルートがルートがルートが既存既存既存既存のものがのものがのものがのものが存存存存在在在在していてしていてしていてしていて、、、、それをそれをそれをそれを活用活用活用活用するするするする、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは販販販販売売売売市市市市場場場場のルートがのルートがのルートがのルートが確確確確立立立立しているというところでしているというところでしているというところでしているというところで、、、、そういったそういったそういったそういった既存既存既存既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活用活用活用活用してしてしてして展開展開展開展開しているというところもごしているというところもごしているというところもごしているというところも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、、、、リリリリサイクサイクサイクサイクルルルル団地団地団地団地をををを形成形成形成形成してエコタしてエコタしてエコタしてエコタウウウウンをンをンをンを展開展開展開展開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形形形形、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな類類類類型型型型があるわけであがあるわけであがあるわけであがあるわけでありりりりますますますます。。。。こうしたそれこうしたそれこうしたそれこうしたそれぞぞぞぞれのれのれのれの目目目目的的的的のもとでのもとでのもとでのもとで事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しているということでごしているということでごしているということでごしているということで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平平平平成成成成 17 年度年度年度年度のののの調調調調査査査査のののの中中中中でででで、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業というのがどれというのがどれというのがどれというのがどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの効効効効果果果果があるのがあるのがあるのがあるのかということをシミかということをシミかということをシミかということをシミュレュレュレュレーションしたものでごーションしたものでごーションしたものでごーションしたものでござざざざいましていましていましていまして、、、、これがこれがこれがこれが費費費費用用用用対対対対効効効効果果果果分分分分析析析析をををを行行行行っっっっているわけでごているわけでごているわけでごているわけで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、、、、費費費費用用用用としてはとしてはとしてはとしては、、、、ももももちちちちろろろろんんんん事業支事業支事業支事業支出出出出というのがごというのがごというのがごというのがござざざざいまいまいまいますすすす。。。。それからそれからそれからそれから民民民民間間間間のののの投投投投資資資資、、、、補補補補助助助助金金金金、、、、それからそれからそれからそれから自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの関連設関連設関連設関連設備備備備費費費費やややや補補補補助助助助、、、、助助助助成成成成金金金金といといといというところがうところがうところがうところが費費費費用用用用としてとしてとしてとして想想想想定定定定されているされているされているされている。。。。それにそれにそれにそれに対対対対するするするする便便便便益益益益としてはとしてはとしてはとしては、、、、当然当然当然当然事業自事業自事業自事業自身身身身のののの収収収収入入入入というのもごというのもごというのもごというのも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、、、、そのそのそのその他他他他いろいろないろいろないろいろないろいろな効効効効果果果果をもたらしているということでごをもたらしているということでごをもたらしているということでごをもたらしているということでござざざざいましていましていましていまして、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの確保確保確保確保をををを回回回回避避避避するするするする効効効効果果果果、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは最最最最終終終終処処処処分分分分費費費費用用用用をををを削減削減削減削減するするするする効効効効果果果果、、、、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のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処処処処理理理理費費費費用用用用のののの削減効削減効削減効削減効果果果果、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは先先先先ほほほほどどどど来来来来のののの低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会というこというこというこということとのととのととのととの関連関連関連関連もももも研究研究研究研究されておされておされておされておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、CO2 排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制効効効効果果果果、、、、それからもそれからもそれからもそれからもちちちちろろろろんんんん石油石油石油石油資資資資源源源源のののの節節節節約約約約効効効効果果果果ということでということでということでということで、、、、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再再再再生生生生利用利用利用利用などでなどでなどでなどで資源資源資源資源のののの節節節節約約約約効効効効果果果果というものがというものがというものがというものがあるあるあるある。。。。それからそれからそれからそれから、、、、施設施設施設施設見見見見学学学学によるによるによるによるリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル意識意識意識意識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、、、、社会社会社会社会としてとしてとしてとして環境環境環境環境へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進むむむむというさまというさまというさまというさまざざざざまなまなまなまな効用効用効用効用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、、、、これをこれをこれをこれを、、、、1 つのつのつのつの試試試試算算算算によによによによりりりりまままますとすとすとすと、、、、費費費費用用用用便便便便益益益益効効効効果果果果はははは 1.55 というというというという数数数数字字字字もももも出出出出させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体ベベベベースースースースでででで言言言言ええええばばばば、、、、ややややははははりりりり便便便便益益益益ののののほほほほうがうがうがうが、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分場場場場のののの新新新新設設設設回回回回避避避避ということがということがということがということが大大大大きくごきくごきくごきく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、、、、さらにさらにさらにさらに費費費費用用用用便便便便益益益益効効効効果果果果はははは大大大大きいのではないかということできいのではないかということできいのではないかということできいのではないかということで試試試試算算算算したしたしたした例例例例でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  それでそれでそれでそれで、、、、実実実実はははは、、、、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っとっとっと申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業事業事業事業をををを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、、、、今今今今エコタエコタエコタエコタウウウウンのいろいろなンのいろいろなンのいろいろなンのいろいろな課課課課題題題題があるというがあるというがあるというがあるという状況状況状況状況がごがごがごが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、、、、これはこれはこれはこれは藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生にごにごにごにご指指指指導導導導いたいたいたいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度、、、、調調調調査査査査委員委員委員委員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、委員長委員長委員長委員長はははは慶應慶應慶應慶應大学大学大学大学のののの細細細細田教田教田教田教授授授授でごでごでごで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、、、、今今今今のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの抱抱抱抱えるえるえるえる課課課課題題題題をををを把把把把握握握握したしたしたした上上上上でででで今後今後今後今後のののの道道道道筋筋筋筋をををを考考考考ええええていていていてい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、、、、昨昨昨昨年度実施年度実施年度実施年度実施したしたしたした調調調調査査査査でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 そのそのそのその調調調調査査査査のののの結結結結果果果果をををを紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただだだだいておいておいておいておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、まずまずまずまず、、、、施設施設施設施設稼稼稼稼働率働率働率働率にににに関関関関してしてしてして、、、、大大大大半半半半がががが 60%以以以以上上上上のののの稼稼稼稼働率働率働率働率ということでごということでごということでごということで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、、、、40%未未未未満満満満のののの稼稼稼稼働率働率働率働率というというというという施設施設施設施設もももも、、、、このこのこのこの円円円円グラフにごグラフにごグラフにごグラフにござざざざいますとおいますとおいますとおいますとおりりりり、、、、存存存存在在在在するというところでごするというところでごするというところでごするというところでござざざざいますいますいますいます。。。。特特特特にににに稼稼稼稼働率働率働率働率がががが高高高高いのはいのはいのはいのは、、、、金金金金属属属属回回回回収収収収、、、、セセセセメメメメントントントント原原原原料化料化料化料化をををを推進推進推進推進するするするする企業企業企業企業がががが多多多多かったわけでごかったわけでごかったわけでごかったわけでござざざざ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、、、、ややややははははりりりり稼稼稼稼働率働率働率働率についてもまについてもまについてもまについてもまだだだだ十十十十分分分分でないでないでないでない企業企業企業企業があるということもわかがあるということもわかがあるということもわかがあるということもわかりりりりますますますます。。。。将将将将来来来来のののの施設施設施設施設のののの処処処処理理理理能力能力能力能力としてはとしてはとしてはとしては、、、、現現現現状状状状のののの能力能力能力能力をををを増増増増強強強強させるというさせるというさせるというさせるという回回回回答答答答がががが 3 社社社社のみということでのみということでのみということでのみ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。。。。ほほほほととととんんんんどのどのどのどの企業企業企業企業がががが今今今今現現現現状状状状のののの処処処処理理理理能力能力能力能力でででで事業事業事業事業をををを継継継継続続続続予定予定予定予定とととと回回回回答答答答していますしていますしていますしています。。。。ここここのためのためのためのため、、、、現現現現状状状状ではではではでは 100%にににに達達達達していないしていないしていないしていない稼稼稼稼働率働率働率働率のののの企業企業企業企業がががが多多多多いといといといと推推推推測測測測されますされますされますされます。。。。たたたただだだだ、、、、13%のののの企業企業企業企業においてはにおいてはにおいてはにおいては受入対象物受入対象物受入対象物受入対象物をををを拡大拡大拡大拡大したいというしたいというしたいというしたいという意意意意向向向向があがあがあがありりりりましたましたましたました。。。。廃廃廃廃プラとかプラとかプラとかプラとか汚汚汚汚泥泥泥泥等等等等がががが拡拡拡拡大大大大したいしたいしたいしたい対象物対象物対象物対象物ですですですです。。。。たたたただだだだ、、、、ままままだだだだ具具具具体的体的体的体的なななな検討検討検討検討はしていないというはしていないというはしていないというはしていないという回回回回答答答答がががが多多多多くごくごくごくござざざざいましいましいましいまし
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たがたがたがたが、、、、そういったそういったそういったそういった処処処処理理理理可能可能可能可能なななな受入物受入物受入物受入物をををを今今今今のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの中中中中でででで模模模模索索索索しているしているしているしている企業企業企業企業がががが多多多多いといいといいといいということがうかがえますうことがうかがえますうことがうかがえますうことがうかがえます。。。。 

  それからそれからそれからそれから、、、、資源資源資源資源物物物物からからからから発発発発生生生生するするするする埋埋埋埋立立立立／／／／焼却焼却焼却焼却対象物対象物対象物対象物ということということということということでごでごでごで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、、、、200トントントントン以以以以上上上上発発発発生生生生しているしているしているしている業業業業者者者者もももも 11件件件件、、、、現現現現状状状状としてはとしてはとしてはとしては必必必必ずしもずしもずしもずしも静静静静脈脈脈脈・・・・再再再再生生生生資源利用資源利用資源利用資源利用がががが完完完完全全全全にににに実実実実現現現現しているわけではないしているわけではないしているわけではないしているわけではない。。。。受入受入受入受入資源資源資源資源からからからから発発発発生生生生するするするする焼却焼却焼却焼却物物物物にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、発発発発生生生生量量量量をををを把把把把握握握握していしていしていしているるるる具具具具体的体的体的体的なななな品品品品目目目目についてはについてはについてはについては廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、医医医医療療療療廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、混混混混合合合合廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物からからからから発発発発生生生生するするするする可可可可燃燃燃燃物物物物等等等等々々々々がががが挙挙挙挙げられておげられておげられておげられておりりりりますますますます。。。。リリリリサイクルのサイクルのサイクルのサイクルの高高高高度化度化度化度化についてもについてもについてもについても、、、、半半半半数数数数のののの企業企業企業企業からからからから、、、、今今今今検討検討検討検討しているとしているとしているとしているとのののの回回回回答答答答があがあがあがありりりり、、、、そのそのそのその目目目目的的的的についてはについてはについてはについては、、、、資源化資源化資源化資源化物物物物のグのグのグのグレレレレードのードのードのードの向向向向上上上上というものをというものをというものをというものを挙挙挙挙げるげるげるげる企業企業企業企業がががが多多多多かったわけでごかったわけでごかったわけでごかったわけでござざざざいますいますいますいます。。。。ややややははははりりりり受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能なななな資源資源資源資源ということをということをということをということを模模模模索索索索するするするする中中中中でででで、、、、今今今今現現現現状状状状ではではではでは受受受受けけけけ入入入入れられないけれどもれられないけれどもれられないけれどもれられないけれども、、、、条件条件条件条件次次次次第第第第ではではではでは受受受受けけけけ入入入入れたいれたいれたいれたい、、、、とととと回回回回答答答答されるされるされるされる企業企業企業企業がががが多多多多くごくごくごくござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその品品品品目目目目としてはとしてはとしてはとしては、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木木木木材材材材系系系系、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは自動自動自動自動車車車車、、、、自自自自販販販販機機機機のののの使使使使用済用済用済用済みのみのみのみの製品製品製品製品ということということということということだだだだったったったったんんんんですがですがですがですが、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ可能可能可能可能なななな条件条件条件条件としてはとしてはとしてはとしては、、、、ややややははははりりりり処処処処理理理理量量量量をををを一一一一定量定量定量定量確保確保確保確保できなけれできなけれできなけれ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、、、、それからそれからそれからそれから法規法規法規法規制制制制のののの問問問問題題題題がごがごがごが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、、、、ここにここにここにここに書書書書いてごいてごいてごいてござざざざいませいませいませいませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、そのままではそのままではそのままではそのままでは受受受受けけけけ入入入入れられないけどれられないけどれられないけどれられないけど、、、、前前前前処処処処理理理理をををを行行行行ううううことによってことによってことによってことによって受受受受けけけけ入入入入れられるというようなれられるというようなれられるというようなれられるというような企業企業企業企業もももも多多多多くごくごくごくござざざざいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、今今今今現現現現状状状状をををを改改改改善善善善すすすするというるというるというるという意意意意味味味味でででで、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ規規規規制制制制のののの問問問問題題題題とかとかとかとか、、、、資源資源資源資源量量量量のののの問問問問題題題題、、、、そういうそういうそういうそういう条件条件条件条件をクをクをクをクリリリリアすれアすれアすれアすればばばば、、、、有効活用有効活用有効活用有効活用されるというされるというされるというされるという可能可能可能可能性性性性があることがこのがあることがこのがあることがこのがあることがこの調調調調査査査査からもからもからもからも伺伺伺伺えるわけでごえるわけでごえるわけでごえるわけでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  販販販販売売売売先先先先についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの広広広広域連域連域連域連携携携携のののの実実実実態態態態ということでごということでごということでごということで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、、、、東東東東北北北北、、、、九州九州九州九州のののの企業企業企業企業ではではではでは他他他他地域地域地域地域からのからのからのからの受受受受けけけけ入入入入れれれれやややや他他他他地域地域地域地域へのへのへのへの販販販販売売売売がががが多多多多いということがごいということがごいということがごいということがござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そそそそのののの他他他他のののの地域地域地域地域ではではではでは各地域各地域各地域各地域でのでのでのでの受受受受けけけけ入入入入れれれれ販販販販売売売売ということになっておということになっておということになっておということになっておりりりりましてましてましてまして、、、、現現現現状状状状ではではではでは広広広広域連域連域連域連携携携携というものはというものはというものはというものは必必必必ずしもずしもずしもずしも活発活発活発活発ではないというではないというではないというではないという状況状況状況状況でごでごでごで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中中中中でででで、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスママママッッッッチチチチングとングとングとングと書書書書いてごいてごいてごいて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、、、、ややややははははりりりり資源資源資源資源のののの受受受受けけけけ入入入入れというものがれというものがれというものがれというものが不不不不十十十十分分分分でででで稼稼稼稼働率働率働率働率もももも低低低低いといういといういといういという理理理理由由由由のののの 1 つにつにつにつに、、、、情情情情報報報報ののののママママッッッッチチチチングがングがングがングが十十十十分分分分さささされていないれていないれていないれていない。。。。あるあるあるある地域地域地域地域でででで発発発発生生生生しているしているしているしている資源資源資源資源物物物物がががが、、、、他他他他のののの地域地域地域地域でででで情情情情報報報報としてとしてとしてとして共共共共有有有有されていないされていないされていないされていないということでということでということでということで、、、、結結結結果果果果的的的的にににに最最最最終終終終処処処処分分分分されてしまってされてしまってされてしまってされてしまって、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷もももも高高高高くなくなくなくなりりりり、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく資源資源資源資源ががががあるにもかかわらずあるにもかかわらずあるにもかかわらずあるにもかかわらず、、、、そのそのそのその情情情情報報報報がないがないがないがない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは物物物物流流流流のののの問問問問題題題題があるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、結結結結局局局局おおおお互互互互いにいにいにいに損損損損をしてしまっているというようなをしてしまっているというようなをしてしまっているというようなをしてしまっているというような状況状況状況状況があるということでごがあるということでごがあるということでごがあるということでござざざざいましていましていましていまして、、、、そういったこそういったこそういったこそういったことをとをとをとを解消解消解消解消するためのするためのするためのするためのビビビビジネスジネスジネスジネスママママッッッッチチチチングングングング、、、、情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングのニーズについてングのニーズについてングのニーズについてングのニーズについて聞聞聞聞いたところいたところいたところいたところ、、、、ややややははははりりりり多多多多くのくのくのくの企業企業企業企業、、、、半半半半数数数数以以以以上上上上のののの企業企業企業企業からからからから、、、、そういったそういったそういったそういったママママッッッッチチチチングシステムがあれングシステムがあれングシステムがあれングシステムがあればばばば利用利用利用利用ししししたいということがごたいということがごたいということがごたいということがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその理理理理由由由由としてはとしてはとしてはとしては、、、、受入受入受入受入品品品品のののの確保確保確保確保、、、、情情情情報報報報交交交交換換換換のののの場場場場というというというという形形形形でのでのでのでの、、、、有有有有益益益益なななな情情情情報報報報をををを受受受受けけけけ取取取取ることができるのでることができるのでることができるのでることができるので、、、、そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを利用利用利用利用したいというこしたいというこしたいというこしたいということでごとでごとでごとでござざざざいますいますいますいます。。。。ほほほほととととんんんんどどどど広広広広域域域域移移移移動動動動にかかるコストがにかかるコストがにかかるコストがにかかるコストが負担負担負担負担できないというできないというできないというできないという回回回回答答答答もごもごもごも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、、、、こういったこういったこういったこういった情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングングングング、、、、ビビビビジネスジネスジネスジネスママママッッッッチチチチングにングにングにングに関関関関したニーズはしたニーズはしたニーズはしたニーズは高高高高いのいのいのいのではないかではないかではないかではないか。。。。情情情情報報報報のののの開開開開示示示示・・・・共共共共有有有有のののの必要性必要性必要性必要性があるのではないかということがこれによってもがあるのではないかということがこれによってもがあるのではないかということがこれによってもがあるのではないかということがこれによっても伺伺伺伺えますえますえますえます。。。。 

  さらにさらにさらにさらに、、、、ややややははははりりりり広広広広域域域域移移移移動動動動ということにということにということにということに関関関関してはしてはしてはしては、、、、物物物物流流流流のののの問問問問題題題題がごがごがごがござざざざいましていましていましていまして、、、、輸輸輸輸送送送送にコにコにコにコストがかかるとのストがかかるとのストがかかるとのストがかかるとの回回回回答答答答がががが多多多多くくくく、、、、ややややははははりりりりそのそのそのその要要要要因因因因がががが受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを阻阻阻阻んんんんでいるというでいるというでいるというでいるという状況状況状況状況もごもごもごもござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその対対対対策策策策としてはとしてはとしてはとしては、、、、大大大大量量量量一一一一括括括括輸輸輸輸送送送送によるコストダによるコストダによるコストダによるコストダウウウウンンンンやややや、、、、梱梱梱梱包包包包のののの工夫工夫工夫工夫をすをすをすをすべべべべきできできできではないかということもごはないかということもごはないかということもごはないかということもござざざざいましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、一一一一定量定量定量定量のののの集集集集積積積積をををを可能可能可能可能とするようなとするようなとするようなとするような保管保管保管保管基地基地基地基地とととというものがいうものがいうものがいうものがややややははははりりりり必要必要必要必要であるというであるというであるというであるという回回回回答答答答もごもごもごもござざざざいましたいましたいましたいました。。。。 

  またまたまたまた、、、、物物物物理理理理的的的的にはにはにはには可能可能可能可能であってもであってもであってもであっても、、、、ややややははははりりりり手手手手間間間間とコストがかかるためにとコストがかかるためにとコストがかかるためにとコストがかかるために処処処処理理理理ができないができないができないができない、、、、リリリリサイクルができないというサイクルができないというサイクルができないというサイクルができないという回回回回答答答答があったわけでごがあったわけでごがあったわけでごがあったわけでござざざざいますいますいますいます。「。「。「。「さらにさらにさらにさらに」」」」とととと書書書書いてごいてごいてごいてござざざざいまいまいまいますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、これもこれもこれもこれも、、、、先先先先ほほほほどどどど社会的社会的社会的社会的なななな価価価価値値値値というおというおというおというお話話話話もごもごもごも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、、、、ややややははははりりりり現現現現在在在在のののの市市市市場場場場価価価価格格格格にににに反映反映反映反映されていないようなされていないようなされていないようなされていないような環境環境環境環境のののの価価価価値値値値、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献とととといったいったいったいった価価価価値値値値ををををちちちちゃんゃんゃんゃんとととと評価評価評価評価してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを支援支援支援支援するようなするようなするようなするような、、、、そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕組組組組みがあれみがあれみがあれみがあればばばば、、、、物物物物理理理理的的的的にはにはにはには技術技術技術技術はあるのではあるのではあるのではあるので、、、、高高高高度度度度処処処処理理理理をををを行行行行うということにうということにうということにうということに踏踏踏踏みみみみ切切切切れるというようなれるというようなれるというようなれるというような声声声声もごもごもごも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、、、、技術的技術的技術的技術的にはにはにはには可能可能可能可能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、、、、あとはあとはあとはあとは、、、、そういったそういったそういったそういった価価価価値値値値をもっとをもっとをもっとをもっと評価評価評価評価するするするする仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要というというというという回回回回答答答答があったわけでごがあったわけでごがあったわけでごがあったわけで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調調調調査査査査のののの状況状況状況状況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、、、、これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどどどど武武武武内先内先内先内先生生生生ののののほほほほうからおうからおうからおうからお話話話話しいたしいたしいたしいただだだだききききましたものとましたものとましたものとましたものと同同同同じじじじでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの下下下下ののののほほほほうにうにうにうに、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン広広広広域連域連域連域連携携携携のののの可能可能可能可能性性性性といといといというところでうところでうところでうところで書書書書いてごいてごいてごいて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、、、、資源資源資源資源のののの性性性性質質質質にににに応応応応じじじじてててて循環循環循環循環をををを考考考考えるえるえるえるべべべべきであるといきであるといきであるといきであるというおうおうおうお話話話話がごがごがごが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、、、、ややややははははりりりり広広広広域的域的域的域的なななな連連連連携携携携をををを図図図図るるるるべべべべきききき資源資源資源資源についてはについてはについてはについては積極的積極的積極的積極的ににににそういったシステムをそういったシステムをそういったシステムをそういったシステムを構築構築構築構築するするするする必要必要必要必要があろうとがあろうとがあろうとがあろうと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  これはこれはこれはこれは先先先先ほほほほどどどど藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話があったがあったがあったがあった内容内容内容内容とととと同同同同じじじじでごでごでごで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、、、、今今今今現現現現状状状状としとしとしとしてはてはてはては、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのエコタれのエコタれのエコタれのエコタウウウウンがンがンがンが単単単単独独独独でででで活動活動活動活動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状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、それがそれがそれがそれが発発発発展展展展していくとしていくとしていくとしていくと、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン同同同同士士士士がががが連連連連携携携携していくしていくしていくしていく。。。。第第第第 3 世世世世代代代代としてはとしてはとしてはとしては、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンとンとンとンと他他他他のののの都都都都市市市市がががが連連連連携携携携をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。第第第第 4 世世世世代代代代にににに書書書書いてごいてごいてごいてござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、もうそういったエコタもうそういったエコタもうそういったエコタもうそういったエコタウウウウンンンン都都都都市市市市がががが密密密密接接接接にににに絡絡絡絡みみみみ合合合合ってってってって日日日日本本本本全全全全体体体体をエコタをエコタをエコタをエコタウウウウンにするンにするンにするンにする、、、、そういったところがそういったところがそういったところがそういったところが理理理理想的想的想的想的なななな循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会だだだだろうということでごろうということでごろうということでごろうということでござざざざいますいますいますいます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、各地域各地域各地域各地域でででで個個個個別別別別にににに、、、、そのそのそのその地域地域地域地域でででで最最最最適適適適解解解解としてとしてとしてとして閉閉閉閉じじじじていくということもごていくということもごていくということもごていくということもござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、それそれそれそれだだだだけではなかなかけではなかなかけではなかなかけではなかなか十十十十分分分分でないというでないというでないというでないというケケケケースにおースにおースにおースにおいてはいてはいてはいては、、、、こういったこういったこういったこういった第第第第 4 世世世世代代代代のようなのようなのようなのような社会構築社会構築社会構築社会構築のイのイのイのイメメメメージをもってージをもってージをもってージをもって進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべききききだだだだろうろうろうろうというというというというふふふふうにうにうにうに思思思思いますいますいますいます。。。。 

  こういったこういったこういったこういった課課課課題題題題などをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン政策政策政策政策をどうをどうをどうをどう展開展開展開展開ししししていくかということでごていくかということでごていくかということでごていくかということで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、、、、先先先先ほほほほどどどど都都都都市市市市鉱鉱鉱鉱山山山山というおというおというおというお話話話話もごもごもごも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、、、、ややややははははりりりり資源資源資源資源回回回回収収収収のののの必要性必要性必要性必要性、、、、資源戦資源戦資源戦資源戦略略略略ということもということもということもということも非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素となってくるわけでごとなってくるわけでごとなってくるわけでごとなってくるわけでござざざざいますいますいますいます。。。。これこれこれこれはははは私私私私どものどものどものどもの経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの各各各各セセセセクションでクションでクションでクションで施施施施策策策策をををを進進進進めているところでごめているところでごめているところでごめているところでござざざざいましていましていましていまして、、、、資源資源資源資源回回回回収収収収というというというという、、、、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のののの問問問問題題題題だだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、ややややははははりりりり資源戦資源戦資源戦資源戦略略略略といったといったといったといった観観観観点点点点もももも大大大大きくきくきくきくなっていますなっていますなっていますなっています。。。。それからそれからそれからそれから、、、、個個個個別別別別エコタエコタエコタエコタウウウウンのンのンのンの対対対対応応応応能力能力能力能力とととと再再再再生生生生資源資源資源資源のののの受入量受入量受入量受入量のミスのミスのミスのミスママママッッッッチチチチとととということでいうことでいうことでいうことで、、、、対対対対応応応応能力能力能力能力にににに比比比比してしてしてして十十十十分分分分なななな資源資源資源資源がががが受受受受けけけけ入入入入れられていないれられていないれられていないれられていない状況状況状況状況というのはというのはというのはというのは、、、、ややややははははりマりマりマりマッッッッチチチチンンンングがグがグがグが十十十十分分分分でないというところがごでないというところがごでないというところがごでないというところが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、、、、物物物物流流流流コストがコストがコストがコストが高高高高いといいといいといいというううう問問問問題題題題。。。。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環境環境環境環境価価価価値値値値がががが十十十十分分分分評価評価評価評価されていないというされていないというされていないというされていないという、、、、こういったこういったこういったこういった課課課課題題題題・・・・背背背背景景景景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、、、、このこのこのこの具具具具体的体的体的体的措措措措置置置置としてはとしてはとしてはとしては、、、、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者者者者、、、、静静静静脈脈脈脈・・・・動動動動脈脈脈脈のののの事業事業事業事業者者者者間間間間でででで連連連連携携携携をををを図図図図っていくということっていくということっていくということっていくということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、広広広広域的域的域的域的ななななリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルチチチチェーンとェーンとェーンとェーンと書書書書いてごいてごいてごいて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、、、、情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図りりりり、、、、物物物物流流流流をををを効率化効率化効率化効率化しししし、、、、環境環境環境環境価価価価値値値値をををを認認認認めるというめるというめるというめるという形形形形でででで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ブブブ付付付付与与与与によってによってによってによってリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルチチチチェーンをェーンをェーンをェーンを構築構築構築構築していくということがしていくということがしていくということがしていくということが必要必要必要必要でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。 

  ここここちちちちらにらにらにらに瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内のののの例例例例がごがごがごがござざざざいいいい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今今今今現在進現在進現在進現在進められていることでごめられていることでごめられていることでごめられていることでござざざざいいいいましてましてましてまして、、、、瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内のののの静静静静脈脈脈脈物物物物流事業流事業流事業流事業ということでということでということでということで、、、、関関関関西西西西からからからから北北北北九州九州九州九州・・・・瀬瀬瀬瀬戸戸戸戸内内内内海海海海のののの船船船船舶舶舶舶によるによるによるによる廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物のののの共同共同共同共同輸輸輸輸送送送送をををを行行行行ってってってって、、、、物物物物流流流流のののの効率化効率化効率化効率化をををを図図図図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動動動動きがごきがごきがごきが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、、、、物物物物流流流流のコストをのコストをのコストをのコストを下下下下げていくというげていくというげていくというげていくという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進進進進んんんんでおでおでおでおりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、こういったここういったここういったここういったこととあわせてととあわせてととあわせてととあわせて、、、、人人人人的的的的ネットワークをネットワークをネットワークをネットワークを活用活用活用活用してしてしてして情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図っていくっていくっていくっていく。。。。どのどのどのどの地域地域地域地域でどでどでどでどういうういうういうういう廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物がががが発発発発生生生生していてしていてしていてしていて、、、、どのどのどのどの地域地域地域地域でそれがニーズとしてでそれがニーズとしてでそれがニーズとしてでそれがニーズとして発発発発生生生生しているのかというよしているのかというよしているのかというよしているの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広広広広域的域的域的域的にににに情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングしていくというシステムですングしていくというシステムですングしていくというシステムですングしていくというシステムです。。。。これをこれをこれをこれを展開展開展開展開していくしていくしていくしていく必必必必要要要要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、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル価価価価値値値値のののの評価評価評価評価としてはとしてはとしてはとしては、、、、例例例例ええええばばばばそういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、コストのかかコストのかかコストのかかコストのかかるるるる部部部部分分分分をををを国国国国とととと社会社会社会社会全全全全体体体体のののの価価価価値値値値としてとしてとしてとして認認認認めてめてめてめて、、、、それにインそれにインそれにインそれに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というようなえるというようなえるというようなえるというような、、、、例例例例ええええばばばばクークークークーポポポポンのようなものをンのようなものをンのようなものをンのようなものを与与与与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、、、、そのそのそのその市市市市場場場場にににに反映反映反映反映されないされないされないされない価価価価値値値値をコスをコスをコスをコストとしてトとしてトとしてトとして提提提提供供供供することもすることもすることもすることも必要必要必要必要であろうとであろうとであろうとであろうと思思思思いますいますいますいます。。。。こういったこういったこういったこういった 3 つのつのつのつの観観観観点点点点、、、、これをこれをこれをこれを一体一体一体一体ととととしてしてしてしてリリリリサイクルサイクルサイクルサイクルチチチチェーンをェーンをェーンをェーンを構築構築構築構築していくということをしていくということをしていくということをしていくということを検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  来年度来年度来年度来年度はははは、、、、こういったこういったこういったこういった課課課課題題題題をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた形形形形でででで、、、、広広広広域域域域リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルチチチチェーンをェーンをェーンをェーンを構築構築構築構築してしてしてしていこういこういこういこうとととと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、ややややははははりりりり情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングをしましてもングをしましてもングをしましてもングをしましても、、、、どういうどういうどういうどういう担担担担いいいい手手手手がががが情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを行行行行っていくのかというところがっていくのかというところがっていくのかというところがっていくのかというところが大事大事大事大事でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。経産経産経産経産省省省省においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、
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ITベベベベースでもースでもースでもースでも、、、、おおおお見見見見合合合合いシステムというようなものをいシステムというようなものをいシステムというようなものをいシステムというようなものを導導導導入入入入したしたしたしたりりりりしたしたしたしたんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ななななかなかそういったものかなかそういったものかなかそういったものかなかそういったものだだだだけではけではけではけでは情情情情報報報報交交交交流流流流はははは進進進進まないということがごまないということがごまないということがごまないということがござざざざいますいますいますいます。。。。ややややははははりりりり企業企業企業企業のののの秘秘秘秘密密密密情情情情報報報報にににに係係係係るものもるものもるものもるものも多多多多うごうごうごう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、、、、そこをそこをそこをそこを、、、、あるあるあるある中中中中間間間間的的的的なななな組組組組織織織織、、、、しかもしかもしかもしかも社会的社会的社会的社会的にもにもにもにも信信信信用用用用あるあるあるある第三者第三者第三者第三者がががが情情情情報報報報をををを交交交交流流流流させるさせるさせるさせる。。。。それはそれはそれはそれは単単単単にににに IT システムというシステムというシステムというシステムというだだだだけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて、、、、人人人人的的的的ネットワークなどをネットワークなどをネットワークなどをネットワークなどを活用活用活用活用してしてしてして情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングをングをングをングを図図図図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必要必要必要必要であろうであろうであろうであろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  同時同時同時同時にににに、、、、先先先先ほほほほどもいろいろなどもいろいろなどもいろいろなどもいろいろな条件条件条件条件ということがごということがごということがごということが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、、、、そのままではそのままではそのままではそのままでは廃廃廃廃棄物棄物棄物棄物をををを受受受受けけけけ入入入入れられなくてもれられなくてもれられなくてもれられなくても、、、、例例例例ええええばばばば前前前前処処処処理理理理があるとがあるとがあるとがあると受受受受けけけけ入入入入れれれれややややすいとかすいとかすいとかすいとか、、、、そういったこそういったこそういったこそういったこともともともとも情情情情報報報報のののの 1 つかとつかとつかとつかと思思思思っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、そういったそういったそういったそういった中中中中継継継継的的的的なななな情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングとングとングとングと、、、、前前前前処処処処理理理理のののの担担担担いいいい手手手手というようなことがエコタというようなことがエコタというようなことがエコタというようなことがエコタウウウウンをつなげるンをつなげるンをつなげるンをつなげる、、、、あるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタあるいはエコタウウウウンとンとンとンと動動動動脈脈脈脈・・・・静静静静脈脈脈脈をつをつをつをつなげていくというようなコーなげていくというようなコーなげていくというようなコーなげていくというようなコーディディディディネーターといいますかネーターといいますかネーターといいますかネーターといいますか、、、、セセセセンターになろうとンターになろうとンターになろうとンターになろうと思思思思っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、ききききょょょょうううう、、、、分科会分科会分科会分科会ののののほほほほうでもうでもうでもうでも、、、、そうそうそうそういったいったいったいった取取取取りりりり組組組組みがごみがごみがごみがご紹介紹介紹介紹介されるとされるとされるとされると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、来年度来年度来年度来年度のののの事業事業事業事業としてはとしてはとしてはとしては、、、、そういったそういったそういったそういった、、、、だだだだれがれがれがれが担担担担いいいい手手手手となってとなってとなってとなって進進進進めていくめていくめていくめていくべべべべきかということきかということきかということきかということをををを検討検討検討検討してしてしてして、、、、具具具具体的体的体的体的にににに言言言言うとうとうとうと、、、、産業産業産業産業クラスターというクラスターというクラスターというクラスターという、、、、今今今今経産経産経産経産省省省省でででで進進進進めているめているめているめている事業事業事業事業がごがごがごがござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野のクラスターののクラスターののクラスターののクラスターの中中中中でででで、、、、関係関係関係関係者者者者がががが連連連連携携携携のもとでコーのもとでコーのもとでコーのもとでコーディディディディネーネーネーネーターをターをターをターを活用活用活用活用したしたしたした情情情情報報報報ママママッッッッチチチチングングングング等等等等ををををモデモデモデモデルルルル的的的的にににに展開展開展開展開していくということをしていくということをしていくということをしていくということを来年度来年度来年度来年度にににに向向向向けてけてけてけて図図図図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ぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 

  このこのこのこの辺辺辺辺、、、、ききききょょょょうのうのうのうの議議議議論論論論のののの中中中中でもこういったごでもこういったごでもこういったごでもこういったご示唆示唆示唆示唆がががが得得得得られるとられるとられるとられると思思思思っておっておっておっておりりりりますしますしますしますし、、、、またまたまたまた、、、、ままままだだだだ十十十十分分分分にににに各企業各企業各企業各企業ささささんんんんのののの抱抱抱抱えているえているえているえている課課課課題題題題というものもというものもというものもというものも把把把把握握握握しししし切切切切れていないれていないれていないれていない部部部部分分分分もごもごもごもござざざざいまいまいまいますすすす。。。。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、、、、実実実実はははは、、、、先先先先ほほほほどもごどもごどもごどもご紹介紹介紹介紹介いたいたいたいただだだだいておいておいておいておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、今今今今年度年度年度年度のののの広広広広域域域域リリリリサイクルサイクルサイクルサイクルチチチチェーンェーンェーンェーン構築促進等基構築促進等基構築促進等基構築促進等基礎礎礎礎調調調調査査査査ということでということでということでということで、、、、ききききょょょょうううう、、、、アンアンアンアンケケケケートをおートをおートをおートをお配配配配りりりりささささせていたせていたせていたせていただだだだいてごいてごいてごいて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、、、、まさにごまさにごまさにごまさにご来来来来場場場場のののの皆皆皆皆様様様様のののの生生生生のののの声声声声をををを伺伺伺伺いたいといういたいといういたいといういたいというぐぐぐぐああああいにいにいにいに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった、、、、まさにニーズ・まさにニーズ・まさにニーズ・まさにニーズ・オリオリオリオリエンテッドなエンテッドなエンテッドなエンテッドな施施施施策策策策をををを中中中中心心心心にしたいにしたいにしたいにしたいとととと思思思思っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、ややややははははりりりり各企業各企業各企業各企業様様様様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ききききょょょょうのアンうのアンうのアンうのアンケケケケートートートート用用用用紙紙紙紙をごらをごらをごらをごらんんんんいたいたいたいただだだだきますときますときますときますと、、、、企業企業企業企業様様様様、、、、自治体自治体自治体自治体様様様様、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは一一一一般般般般のののの方方方方、、、、そうそうそうそういったそれいったそれいったそれいったそれぞぞぞぞれのれのれのれの回回回回答答答答項項項項目目目目があがあがあがあろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを、、、、もしおもしおもしおもしお時時時時間間間間のないのないのないのない方方方方、、、、恐縮恐縮恐縮恐縮ななななんんんんですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、おおおお答答答答えいたえいたえいたえいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、またまたまたまた意見意見意見意見をおをおをおをお寄寄寄寄せいたせいたせいたせいただだだだきましてきましてきましてきまして、、、、それをまたそれをまたそれをまたそれをまた来年度来年度来年度来年度のののの事業事業事業事業につなげていきたにつなげていきたにつなげていきたにつなげていきたいといといといと思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろ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。。。。 

  そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンンンン大会大会大会大会、、、、今今今今年年年年でででで 5 回目回目回目回目ということになということになということになということになりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、まさにまさにまさにまさに全全全全国国国国のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン、、、、今日今日今日今日もももも多多多多地域地域地域地域からからからから多多多多くのくのくのくの方方方方にごにごにごにご来来来来場場場場いたいたいたいただだだだいているといているといているといていると思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、情情情情報報報報交交交交流流流流のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、今後今後今後今後ともともともとも展開展開展開展開していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておっておっておっておりりりりましてましてましてまして、、、、情情情情報報報報交交交交換換換換をををを通通通通じじじじてててて、、、、またそこでまたそこでまたそこでまたそこで何何何何かかかか新新新新しいしいしいしい方方方方向向向向性性性性がががが生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる、、、、あるいはニーズとしておあるいはニーズとしておあるいはニーズとしておあるいはニーズとしてお互互互互いいいいをををを補補補補完完完完できることというものができることというものができることというものができることというものが出出出出てくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。そういったことそういったことそういったことそういったことをををを私私私私どももどももどももどもも一一一一つつつつ一一一一つつつつ吸収吸収吸収吸収していってしていってしていってしていって、、、、来年度来年度来年度来年度ののののモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業というというというという形形形形でもでもでもでも展開展開展開展開していきたいしていきたいしていきたいしていきたいというというというというぐぐぐぐあいにあいにあいにあいに思思思思っておっておっておっておりりりりますのでますのでますのでますので、、、、ぜぜぜぜひごひごひごひご協力協力協力協力、、、、ごごごご指指指指導導導導ののののほほほほどよろしくおどよろしくおどよろしくおどよろ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。。。。 

  簡単簡単簡単簡単でごでごでごで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、、、、私私私私からはからはからはからは以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましいましいましいましたたたた。（。（。（。（拍拍拍拍手手手手）））） 

 司司司司会会会会 

  君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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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報告報告報告報告 II 

 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、、、、報告報告報告報告 II へとへとへとへと進進進進めてめてめてめてまいまいまいまいりりりりますますますます。。。。このこのこのこの時時時時間間間間はははは、「、「、「、「モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり愛知愛知愛知愛知のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンンとそのとそのとそのとその展開展開展開展開」」」」とととと題題題題しましてしましてしましてしまして、、、、愛知県環境愛知県環境愛知県環境愛知県環境部部部部、、、、藤井敏夫部長藤井敏夫部長藤井敏夫部長藤井敏夫部長よよよよりりりりごごごご報告報告報告報告をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。皆皆皆皆様様様様、、、、ここここちちちちらのらのらのらの資料資料資料資料集集集集のののの 31ペペペページをごージをごージをごージをご参参参参照照照照くくく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、、、、藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。 

 藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長 

  皆皆皆皆様様様様、、、、ここここんんんんににににちちちちはははは。。。。ようこそようこそようこそようこそ愛知愛知愛知愛知へおいでいたへおいでいたへおいでいたへおいでいただだだだきましたきましたきましたきました、、、、またまたまたまた中部中部中部中部国際国際国際国際空空空空港港港港へおいでへおいでへおいでへおいで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。。。。あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいますいますいますいます。。。。時時時時間間間間もあもあもあもありりりりませませませませんんんん。。。。おおおお昼昼昼昼もももも過過過過ぎぎぎぎておておておておりりりりますますますます。。。。血血血血液液液液中中中中のののの糖糖糖糖分分分分がががが相当相当相当相当落落落落ちちちちているとているとているとていると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、超超超超ススススピピピピードでードでードでード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すきますきますきます。。。。わかわかわかわかりりりりにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませにくいかもしれませんんんん、、、、おおおお許許許許しくしくしくしくだだだださいさいさいさい。。。。 

  私私私私のテーのテーのテーのテーママママはははは、、、、モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり愛知愛知愛知愛知におけるエコタにおけるエコタにおけるエコタにおけるエコタウウウウンンンン、、、、もっともらしいテーもっともらしいテーもっともらしいテーもっともらしいテーマだマだマだマだとととと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県がどうがどうがどうがどうチチチチャャャャレレレレンジしているかンジしているかンジしているかンジしているか、、、、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たいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  愛知県愛知県愛知県愛知県のののの特性特性特性特性、、、、言言言言うまでもないことでうまでもないことでうまでもないことでうまでもないことで、、、、ほほほほととととんんんんどごどごどごどご存存存存じじじじかとかとかとかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、製製製製造造造造……出出出出荷荷荷荷額額額額、、、、全全全全国国国国 1位位位位、、、、シェアがシェアがシェアがシェアが 7%であであであでありりりりますますますます。。。。このものづくこのものづくこのものづくこのものづくりりりりのののの規規規規模模模模はははは、、、、世界世界世界世界のののの約約約約 1%というというというというふふふふうにうにうにうに考考考考えていたえていたえていたえていただだだだけれけれけれければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな原原原原材材材材料料料料、、、、資源資源資源資源がががが多多多多くくくく飛飛飛飛びびびび交交交交っているっているっているっている地域地域地域地域ということであということであということであということでありりりりますますますます。。。。ももももちちちちろろろろんんんん農農農農業業業業もももも盛盛盛盛んんんんであであであでありりりりましてましてましてまして、、、、そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味でででで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス関係関係関係関係もももも多多多多いということであいということであいということであいということでありりりりますますますます。。。。 

  本県本県本県本県のののの産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であであであでありりりりますますますます。。。。量量量量はははは多多多多うごうごうごう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、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、実実実実ははははリリリリサイクサイクサイクサイクルルルル率率率率がががが全全全全国国国国のののの 52%とととと比比比比べべべべてててて 20ポポポポイントイントイントイント高高高高いということであいということであいということであいということでありりりりますますますます。。。。これはなこれはなこれはなこれはなぜぜぜぜかかかか。。。。ものづものづものづものづくくくくりりりりのののの地域地域地域地域であるからこそであるからこそであるからこそであるからこそ、、、、原原原原材材材材料料料料をををを多多多多くくくく使使使使うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその原原原原材材材材料料料料をををを大大大大切切切切にににに使使使使ってってってってリリリリササササイクルしているということのイクルしているということのイクルしているということのイクルしているということの証左証左証左証左であであであでありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、そのためのそのためのそのためのそのための技術技術技術技術もももも蓄蓄蓄蓄積積積積されているとされているとされているとされているといういういういうふふふふうにうにうにうに言言言言えるかとえるかとえるかとえるかと思思思思いますいますいますいます。。。。 一一一一般般般般廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物であであであでありりりりますますますます。。。。このこのこのこのリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル率率率率もももも、、、、実実実実はははは全全全全国国国国平平平平均均均均をををを上回上回上回上回ってってってって、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均がががが 19%であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、本県本県本県本県はははは 22%。。。。ななななぜぜぜぜ高高高高いのかいのかいのかいのか。。。。市市市市町村町村町村町村もももも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おいておいておいておりりりりますがますがますがますが、、、、ととととりりりりわけわけわけわけ武武武武内先内先内先内先生生生生のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介にあにあにあにありりりりましたましたましたました藤前藤前藤前藤前干潟干潟干潟干潟問問問問題題題題というのがあというのがあというのがあというのがありりりりましてましてましてまして、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市がごがごがごが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、、、、ごみごみごみごみ減減減減量量量量化化化化、、、、リリリリサイクルサイクルサイクルサイクル、、、、非常非常非常非常にににに取取取取りりりり組組組組まれましたまれましたまれましたまれました。。。。それがそれがそれがそれが全全全全体体体体のののの平平平平均均均均値値値値をををを押押押押しししし上上上上げているということであげているということであげているということであげているということでありりりりますますますます。。。。 

  それではそれではそれではそれでは、、、、本県本県本県本県のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンプランンプランンプランンプラン、、、、先先先先ほほほほどどどど来来来来ごごごご紹介紹介紹介紹介いろいろされておいろいろされておいろいろされておいろいろされておりりりりますますますます。。。。地地地地元元元元ととととしてどういうしてどういうしてどういうしてどういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややっているのかであっているのかであっているのかであっているのかでありりりりますますますます。。。。私私私私もももも、、、、若若若若いころいころいころいころ、、、、実実実実はエコタはエコタはエコタはエコタウウウウンプンプンプンプランランランラン、、、、北北北北九州九州九州九州もももも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たきましたきましたきました。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県もももも拠点拠点拠点拠点方方方方式式式式ででででややややろうとろうとろうとろうとチチチチャャャャレレレレンジしたわけンジしたわけンジしたわけンジしたわけであであであでありりりりますがますがますがますが、、、、物物物物のののの見見見見事事事事にににに失失失失敗敗敗敗をしましたをしましたをしましたをしました。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか導導導導入入入入できないできないできないできない。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは利利利利害害害害ととととリリリリススススクがクがクがクが錯綜錯綜錯綜錯綜。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、だだだだれがれがれがれがリリリリスクをテイクするのかということについてスクをテイクするのかということについてスクをテイクするのかということについてスクをテイクするのかということについて合合合合意意意意がががが取取取取れれれれなかったということであなかったということであなかったということであなかったということでありりりりますますますます。。。。 

  そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、私私私私どももどももどももどももチチチチャャャャレレレレンジをいたしましてンジをいたしましてンジをいたしましてンジをいたしまして、、、、拠点拠点拠点拠点型型型型、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは団地型団地型団地型団地型ではなくではなくではなくではなくてててて、、、、分分分分散散散散型型型型ででででややややるというるというるというるという考考考考ええええ方方方方でエコタでエコタでエコタでエコタウウウウンをンをンをンを仕仕仕仕立立立立てててて上上上上げてまいげてまいげてまいげてまいりりりりましたましたましたました。。。。まあまあまあまあ、、、、どどどどちちちちららららかにゼロエミッションかにゼロエミッションかにゼロエミッションかにゼロエミッション工工工工業団地業団地業団地業団地をつくるをつくるをつくるをつくる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる大大大大きなインフラをきなインフラをきなインフラをきなインフラを整整整整備備備備するするするする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、、、、ものづくものづくものづくものづくりりりり愛知愛知愛知愛知のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしましてかしましてかしましてかしまして、、、、当然廃棄物当然廃棄物当然廃棄物当然廃棄物についてはそについてはそについてはそについてはそれをれをれをれを循環利用循環利用循環利用循環利用しようというしようというしようというしようというビビビビジネスジネスジネスジネス、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは既既既既にににに始始始始まっておまっておまっておまっておりりりりますますますます。。。。そういそういそういそういったものをどうったものをどうったものをどうったものをどう発発発発掘掘掘掘するのかするのかするのかするのか、、、、あるいはどうつくあるいはどうつくあるいはどうつくあるいはどうつくりりりり出出出出していくのかというのはしていくのかというのはしていくのかというのはしていくのかというのは、、、、いわいわいわいわばばばば民民民民のののの力力力力をををを我我我我々々々々公公公公共共共共がネットワークをがネットワークをがネットワークをがネットワークを組組組組んんんんでサでサでサでサポポポポートしていくートしていくートしていくートしていく、、、、そしてエコタそしてエコタそしてエコタそしてエコタウウウウンをンをンをンを形成形成形成形成してしてしてしていくいくいくいく、、、、これがこれがこれがこれが愛知愛知愛知愛知のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの特特特特徴徴徴徴であであであでありりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中からからからから、、、、実実実実はこのはこのはこのはこの 14 のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンのンのンのンの施設施設施設施設がががが創創創創出出出出されてまいされてまいされてまいされてまいりりりりましたましたましたました。。。。 これはこれはこれはこれは、、、、本本本本日日日日のののの第第第第 V 分科会分科会分科会分科会でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。こういったエコタこういったエコタこういったエコタこういったエコタウウウウンがなンがなンがなンがなぜぜぜぜそそそそ
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ういったういったういったういった民民民民のののの力力力力でででで創創創創出出出出できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。本県本県本県本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率率率率がががが高高高高いということともいということともいということともいということとも通通通通じじじじるわけるわけるわけるわけであであであでありりりりますがますがますがますが、、、、企業企業企業企業ママママインドにおきましてインドにおきましてインドにおきましてインドにおきまして資源資源資源資源をををを大事大事大事大事にするにするにするにする、、、、循環循環循環循環のののの効率効率効率効率をををを上上上上げるげるげるげる、、、、資源資源資源資源効率効率効率効率性性性性をををを上上上上げるげるげるげる中中中中でででで経経経経営営営営効率効率効率効率性性性性、、、、コストダコストダコストダコストダウウウウンをンをンをンをややややるというるというるというるという、、、、そういうそういうそういうそういうビビビビジネススタイルジネススタイルジネススタイルジネススタイルがががが定定定定着着着着しているしているしているしている。。。。私私私私どもはそれをうまくどもはそれをうまくどもはそれをうまくどもはそれをうまく生生生生かさせていたかさせていたかさせていたかさせていただだだだきますということであきますということであきますということであきますということでありりりりますますますます。。。。このこのこのこの 14、、、、私私私私どもどもどもども、、、、国国国国のののの支援支援支援支援をををを受受受受けてけてけてけてややややったものもあったものもあったものもあったものもありりりりますますますます。。。。県県県県独独独独自自自自のののの支援支援支援支援ででででややややったものもったものもったものもったものもあるわけでああるわけでああるわけでああるわけでありりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、先先先先ほほほほどどどど藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話にににに出出出出てきましたてきましたてきましたてきました、、、、広広広広域分域分域分域分散散散散型型型型になっておになっておになっておになっておりりりりますますますます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、実実実実はははは分分分分散散散散型型型型でででで、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生はははは将将将将来来来来ネットワークネットワークネットワークネットワークだだだだとおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃっっっったけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、どういうどういうどういうどういうふふふふうにネットワークうにネットワークうにネットワークうにネットワーク化化化化するのかするのかするのかするのか、、、、頭頭頭頭をををを痛痛痛痛めておめておめておめておりりりりますますますます。。。。たたたただだだだしししし、、、、ここここのののの後後後後、、、、ゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミュュュュニテニテニテニティィィィというというというという構想構想構想構想をごをごをごをご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げますけれどもげますけれどもげますけれどもげますけれども、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業がこのがこのがこのがこの中中中中核核核核になっているというになっているというになっているというになっているという状況状況状況状況はあはあはあはありりりりますますますます。。。。 先先先先ほほほほどどどど民民民民のののの力力力力をををを引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出してくるしてくるしてくるしてくる、、、、それがそれがそれがそれが公公公公共共共共のののの役割役割役割役割というというというというふふふふうにうにうにうに申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。じゃじゃじゃじゃ、、、、どういうようなどういうようなどういうようなどういうような発発発発掘掘掘掘をしをしをしをし、、、、創創創創出出出出をするをするをするをする社会社会社会社会インフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものをインフラとしてどういうものを我我我我々々々々はははは準準準準備備備備したかということについてごしたかということについてごしたかということについてごしたかということについてご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 そのそのそのその特特特特徴徴徴徴はははは、、、、あいあいあいあいちちちち資源循環推進資源循環推進資源循環推進資源循環推進セセセセンターというワンストップンターというワンストップンターというワンストップンターというワンストップ機機機機能能能能をををを持持持持ったったったった支援支援支援支援サーサーサーサービビビビスであスであスであスでありりりりますますますます。。。。1 つはつはつはつは、、、、コーコーコーコ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。。。。民民民民間間間間におにおにおにおいてさまいてさまいてさまいてさまざざざざまなまなまなまな経経経経験験験験、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは技術技術技術技術をををを持持持持っておられるコーっておられるコーっておられるコーっておられるコ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配配配配しましてしましてしましてしまして、、、、親親親親身身身身になってになってになってになって相相相相談談談談にににに乗乗乗乗っていたっていたっていたっていただだだだけるとけるとけるとけるというコーいうコーいうコーいうコ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、、、、およびコーおよびコーおよびコーおよびコーディディディディネーターさネーターさネーターさネーターさんんんんだだだだけではけではけではけでは限限限限界界界界があがあがあがありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そこそこそこそこからからからから発発発発掘掘掘掘されてきたされてきたされてきたされてきた 1 つのつのつのつの提提提提案案案案、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業をををを様様様様々々々々なななな専専専専門門門門分野分野分野分野のののの先先先先生生生生方方方方およびおよびおよびおよび様様様様々々々々なななな関関関関係係係係者者者者でででで循環循環循環循環ビビビビジネスジネスジネスジネス創創創創出出出出会議会議会議会議というのをというのをというのをというのを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、これについてはどうなこれについてはどうなこれについてはどうなこれについてはどうなんんんんだだだだろうろうろうろう、、、、ああああるいはこのるいはこのるいはこのるいはこのビビビビジネスはジネスはジネスはジネスは果果果果たしてたしてたしてたして成立成立成立成立するするするする可能可能可能可能性性性性があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、あるいはこういうことをあるいはこういうことをあるいはこういうことをあるいはこういうことをややややれれれればばばばもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないかもっとうまくいくのではないか、、、、そういったそういったそういったそういった様様様様々々々々なアドなアドなアドなアドババババイスイスイスイス、、、、助助助助言言言言をするというこをするというこをするというこをするということとととであであであでありりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、下下下下へいきますとへいきますとへいきますとへいきますと、、、、事業化支援事業化支援事業化支援事業化支援。。。。具具具具体的体的体的体的にににに、、、、引引引引きききき金金金金のののの部部部部分分分分ののののインインインインセセセセンテンテンテンティィィィブがブがブがブが必要必要必要必要というのでというのでというのでというので、、、、私私私私どももどももどももどもも県県県県独独独独自自自自でででで支援支援支援支援をしているということであをしているということであをしているということであをしているということでありりりりまままますすすす。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその下下下下のののの方方方方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、、、、愛知環境愛知環境愛知環境愛知環境賞賞賞賞とととと書書書書いてあいてあいてあいてありりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりりりそそそそういうういうういうういうビビビビジネスにジネスにジネスにジネスに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをややややろうろうろうろう、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環ををををややややろうろうろうろう、、、、志志志志はははは高高高高いいいい、、、、しかししかししかししかしビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの採採採採算算算算性性性性についてはについてはについてはについては不不不不安安安安であるであるであるである、、、、そういうそういうそういうそういう分野分野分野分野にににに果果果果敢敢敢敢ににににチチチチャャャャレレレレンンンンジしていたジしていたジしていたジしていただだだだくくくく、、、、これはこれはこれはこれは、、、、我我我我がががが愛知愛知愛知愛知をををを環境先進県環境先進県環境先進県環境先進県にしていくにしていくにしていくにしていく上上上上ではではではでは大大大大変変変変貴重貴重貴重貴重ななななチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジであであであでありりりり取取取取りりりり組組組組みであみであみであみでありりりりますのでますのでますのでますので、、、、そういったもののそういったもののそういったもののそういったものの中中中中ですですですですぐぐぐぐれたれたれたれた企業企業企業企業のののの取取取取りりりり組組組組みといったみといったみといったみといったものについてはものについてはものについてはものについては愛知環境愛知環境愛知環境愛知環境賞賞賞賞というというというという賞賞賞賞をををを設設設設けましてけましてけましてけまして、、、、知事自知事自知事自知事自らがそのらがそのらがそのらがその受賞受賞受賞受賞者者者者におにおにおにお手手手手渡渡渡渡しをししをししをししをし、、、、顕顕顕顕彰彰彰彰申申申申しししし上上上上げるというげるというげるというげるという仕仕仕仕組組組組みもこしらえているところであみもこしらえているところであみもこしらえているところであみもこしらえているところでありりりりますますますます。。。。情情情情報報報報のインフラものインフラものインフラものインフラも整整整整備備備備しているところであしているところであしているところであしているところでありりりりますますますます。。。。 コーコーコーコ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、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたとおげたとおげたとおげたとおりりりりであであであでありりりりましてましてましてまして、、、、7名名名名のののの人人人人材材材材でででで、、、、ワンストッワンストッワンストッワンストップサープサープサープサービビビビスところにスところにスところにスところに配配配配置置置置いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、ほんほんほんほんとうにとうにとうにとうに粉粉粉粉骨骨骨骨、、、、身身身身をををを挺挺挺挺してしてしてして、、、、非常非常非常非常にサにサにサにサポポポポートしートしートしートしていたていたていたていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。安安安安いいいい、、、、ほんほんほんほんとうにわずかしかとうにわずかしかとうにわずかしかとうにわずかしか我我我我々々々々はおはおはおはお金金金金をををを出出出出せないわけであせないわけであせないわけであせないわけでありりりりまままますけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、そのそのそのその数倍数倍数倍数倍にににに匹匹匹匹敵敵敵敵するごするごするごするご活活活活躍躍躍躍をしていたをしていたをしていたをしていただだだだいておいておいておいておりりりりますますますます。。。。これからこれからこれからこれから団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代代代代、、、、企業企業企業企業からからからから搬搬搬搬出出出出されるされるされるされる様様様様々々々々ななななキキキキャリャリャリャリアをアをアをアを持持持持ったったったった方方方方がががが多多多多いわけであいわけであいわけであいわけでありりりりますのでますのでますのでますので、、、、こういったこういったこういったこういった人人人人材材材材をどうをどうをどうをどう活用活用活用活用するかがテーするかがテーするかがテーするかがテーマだマだマだマだとととと思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 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ビビビビジネスジネスジネスジネス創創創創出出出出会議会議会議会議であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、公公公公開開開開ででででややややるるるる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは個個個個別別別別にににに指指指指導導導導すすすするるるる、、、、かなかなかなかなりりりり、、、、ききききょょょょうううう架架架架谷谷谷谷先先先先生生生生はおられませはおられませはおられませはおられませんんんんけれどもけれどもけれどもけれども、、、、架架架架谷谷谷谷先先先先生生生生あたあたあたあたりりりりがががが厳厳厳厳しいしいしいしい議議議議論論論論ををををややややりりりりますますますます。「。「。「。「ここここんんんんななななビビビビジネスはジネスはジネスはジネスは成成成成りりりり立立立立たないたないたないたない」」」」とかとかとかとか、「、「、「、「これはここがこれはここがこれはここがこれはここがだだだだめめめめだだだだ」」」」というというというという厳厳厳厳しいしいしいしい議議議議論論論論ををををややややるるるる中中中中でででで、、、、親親親親身身身身にににに成立可能成立可能成立可能成立可能なものをなものをなものをなものを探探探探っていくということであっていくということであっていくということであっていくということでありりりりますますますます。。。。 情情情情報報報報システムシステムシステムシステム。。。。実実実実はははは、、、、このこのこのこの情情情情報報報報システムはあまシステムはあまシステムはあまシステムはあまりりりり関係関係関係関係ないないないないんんんんですがですがですがですが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でどれでどれでどれでどれだだだだけのけのけのけの物物物物質質質質がどうがどうがどうがどう流流流流れているかというれているかというれているかというれているかという物物物物質質質質循環循環循環循環フローというのをフローというのをフローというのをフローというのを、、、、全全全全国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて、、、、愛知愛知愛知愛知県県県県フローというのをつくらせていたフローというのをつくらせていたフローというのをつくらせていたフローというのをつくらせていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。全全全全国国国国のののの約約約約 7%ぐぐぐぐらいですらいですらいですらいです。。。。全全全全国国国国はははは 20億億億億トトトトンンンンぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。だだだだからからからから 1 億億億億とととと数数数数千千千千トンというのがトンというのがトンというのがトンというのが愛知県内愛知県内愛知県内愛知県内にににに毎毎毎毎年年年年外外外外からからからから入入入入ってきてってきてってきてってきて、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環循環循環循環しているトータルなしているトータルなしているトータルなしているトータルな物物物物質質質質量量量量であであであでありりりりますますますます。。。。それがたそれがたそれがたそれがたんんんんすのすのすのすの中中中中にににに隠隠隠隠れれれれ、、、、大大大大気気気気のののの CO2 となっとなっとなっとなっ
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てててて排排排排出出出出をしをしをしをし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは廃棄廃棄廃棄廃棄となってごみになるとなってごみになるとなってごみになるとなってごみになる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは製品製品製品製品となってとなってとなってとなって海海海海外外外外へへへへ行行行行くくくく。。。。実実実実はははは、、、、製品製品製品製品となってとなってとなってとなって海海海海外外外外へへへへ行行行行くくくく割割割割合合合合はははは、、、、皆皆皆皆様様様様がががが予予予予想想想想されているされているされているされている以以以以上上上上にはるかににはるかににはるかににはるかに低低低低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あああありりりりますますますます。。。。多多多多くはくはくはくはややややははははりりりり大大大大気気気気中中中中でででで環境環境環境環境にににに出出出出、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物としてとしてとしてとして地地地地面面面面にににに埋埋埋埋まっていくということまっていくということまっていくということまっていくということであであであでありりりりますますますます。。。。そういうことがわかったわけであそういうことがわかったわけであそういうことがわかったわけであそういうことがわかったわけでありりりりますますますます。。。。 事業化支援事業化支援事業化支援事業化支援であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、事業可能事業可能事業可能事業可能性性性性調調調調査査査査。。。。まずまずまずまず、、、、1回回回回、、、、このこのこのこのビビビビジネスはジネスはジネスはジネスは成成成成りりりり立立立立つかどうつかどうつかどうつかどうかかかか調調調調査査査査してみたいというところについてはしてみたいというところについてはしてみたいというところについてはしてみたいというところについては、、、、1件件件件わずかわずかわずかわずか 300万万万万であであであでありりりりますがますがますがますが、、、、ごごごご支援支援支援支援をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。市市市市場場場場調調調調査査査査ををを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あくということであくということであくということでありりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででで、、、、これはいけこれはいけこれはいけこれはいけそうそうそうそうだだだだというものについてはというものについてはというものについてはというものについては、、、、ハハハハードードードード事業事業事業事業へのへのへのへの補補補補助助助助、、、、5,000万万万万をををを限限限限度度度度にににに支援支援支援支援をををを申申申申しししし上上上上げていげていげていげてい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ありりりりますますますます。。。。このこのこのこの財財財財源源源源はははは、、、、実実実実はははは産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税であであであでありりりりますますますます。。。。全全全全国国国国でもつくってでもつくってでもつくってでもつくっておられますがおられますがおられますがおられますが、、、、愛知県愛知県愛知県愛知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、、、、産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税、、、、企業企業企業企業のごのごのごのご負担負担負担負担のののの中中中中でででで導導導導入入入入させていさせていさせていさせていたたたただだだだきましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税はははは、、、、最最最最終終終終処処処処分分分分するするするする量量量量 1 トンにトンにトンにトンに対対対対してしてしてして 1,000円円円円課課課課税税税税するするするする特特特特定定定定目目目目的的的的税税税税であであであでありりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれを財財財財源源源源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、、、、そういうそういうそういうそういう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、、、、循環資源循環資源循環資源循環資源にかえにかえにかえにかえていくていくていくていく、、、、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促進促進促進促進するするするする。。。。こういうことでこのこういうことでこのこういうことでこのこういうことでこの税税税税をををを活用活用活用活用しているところであしているところであしているところであしているところでありりりりまままますすすす。。。。 環境環境環境環境賞賞賞賞。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたとおげたとおげたとおげたとおりりりりであであであでありりりりますますますます。。。。 先先先先ほほほほどどどど、、、、武武武武内先内先内先内先生生生生からからからから万博万博万博万博のののの話話話話がががが出出出出ましたましたましたました。。。。実実実実はははは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県のののの中中中中でゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションをでゼロエミッションを最最最最初初初初にににに、、、、そしてそしてそしてそして最大最大最大最大にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだのがのがのがのが、、、、実実実実はははは愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博であであであでありりりりますますますます。。。。様様様様々々々々ななななチチチチャャャャレレレレンジをンジをンジをンジを、、、、市市市市民民民民のののの参加参加参加参加のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、市民市民市民市民のののの叱咤叱咤叱咤叱咤激激激激励励励励をいたをいたをいたをいただだだだきながらきながらきながらきながら、、、、一一一一緒緒緒緒になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組んんんんでまいでまいでまいでまいりりりりまままましたしたしたした。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、これはこれはこれはこれは経産経産経産経産省省省省ささささんんんんのごのごのごの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ていていていて、、、、ごみをごみをごみをごみを電電電電気気気気にかえるといにかえるといにかえるといにかえるというエネルうエネルうエネルうエネルギギギギーーーー供給供給供給供給システムのシステムのシステムのシステムのモデモデモデモデルもあルもあルもあルもありりりりましたましたましたました。。。。ごごごご視察視察視察視察いたいたいたいただだだだいたいたいたいた方方方方もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いいいいますますますます。。。。日日日日本本本本館館館館のののの建建建建物物物物のののの電電電電気気気気はすはすはすはすべべべべてこれでてこれでてこれでてこれで賄賄賄賄うということであうということであうということであうということでありりりりますますますます。。。。 そういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションにそういったゼロエミッションに対対対対するするするする地域地域地域地域のののの思思思思いいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経経経経験験験験というもののというもののというもののというものの中中中中でででで、、、、実実実実はははは愛知愛知愛知愛知ゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミュュュュニテニテニテニティィィィ構想構想構想構想というのというのというのというのをををを出出出出してまいしてまいしてまいしてまいりりりりましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、先先先先ほほほほどのどのどのどの皆皆皆皆様様様様方方方方のごのごのごのご説説説説明明明明のののの中中中中ではではではでは第第第第 4 世世世世代代代代のエコタのエコタのエコタのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業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。。。。まあまあまあまあ、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワーク、、、、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のののの中中中中でででで、、、、異異異異業業業業種種種種をををを束束束束ねねねねてててて、、、、ああああるいはるいはるいはるいは市民市民市民市民をををを交交交交えてえてえてえて、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体がががが連連連連携携携携してというしてというしてというしてという地域地域地域地域モデモデモデモデルであルであルであルでありりりりますますますます。。。。単単単単にににに産産産産からからからから産産産産、、、、企業企業企業企業からからからから企業企業企業企業へつなへつなへつなへつなぐぐぐぐというのではなくてというのではなくてというのではなくてというのではなくて、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな協力体協力体協力体協力体のののの中中中中でででで 1 つのつのつのつの循環型地域社循環型地域社循環型地域社循環型地域社会会会会をををを形成形成形成形成しようというしようというしようというしようという考考考考ええええ方方方方であであであでありりりりますますますます。。。。環境環境環境環境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追求追求追求追求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、、、、産産産産業業業業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追求追求追求追求しししし、、、、なおかつそのなおかつそのなおかつそのなおかつその中中中中でででで安定安定安定安定したしたしたした暮暮暮暮らしもらしもらしもらしも追求追求追求追求していこうというしていこうというしていこうというしていこうという……であであであでありりりりますますますます。。。。 それではそれではそれではそれでは、、、、このゼロエミッションのコミこのゼロエミッションのコミこのゼロエミッションのコミこのゼロエミッションのコミュュュュニテニテニテニティィィィ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はではではでは何何何何がががが必要必要必要必要かというこかというこかというこかということについてとについてとについてとについて少少少少しごしごしごしご説説説説明明明明をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。まずまずまずまず、、、、対象対象対象対象となるとなるとなるとなる資源資源資源資源はははは幾幾幾幾つかあろうかとつかあろうかとつかあろうかとつかあろうかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを実際実際実際実際収収収収集集集集したしたしたしたりりりり、、、、運運運運搬搬搬搬したしたしたしたりりりり、、、、あるいはそこからあるいはそこからあるいはそこからあるいはそこから出出出出てきたものをてきたものをてきたものをてきたものを活活活活用用用用したしたしたしたりりりりということになということになということになということになりりりりますとますとますとますと、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる社会社会社会社会がががが必要必要必要必要であであであでありりりりますますますます。。。。市民市民市民市民もももも必要必要必要必要であであであでありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、公公公公共共共共あるいはあるいはあるいはあるいは農農農農業業業業サイドであれサイドであれサイドであれサイドであればばばば農農農農協協協協ささささんんんんといったところのといったところのといったところのといったところの連連連連携携携携もももも必必必必要要要要であであであでありりりりますますますます。。。。一方一方一方一方でででで、、、、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、、、、いわいわいわいわばばばば廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とととと言言言言われているものをわれているものをわれているものをわれているものを循環資源循環資源循環資源循環資源としてとしてとしてとして再再再再生生生生利用利用利用利用するたするたするたするためのめのめのめの技術技術技術技術もももも重要重要重要重要であであであでありりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった技術技術技術技術とネットワークとネットワークとネットワークとネットワーク、、、、このこのこのこの全全全全体体体体をををを束束束束ねねねねていくということであていくということであていくということであていくということでありりりりますますますます。。。。そのそのそのその中中中中ではではではでは、、、、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、、、、社会的社会的社会的社会的なネットワークなネットワークなネットワークなネットワーク。。。。企業企業企業企業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、、、、社会的社会的社会的社会的なネットワークがなネットワークがなネットワークがなネットワークが必要必要必要必要であであであでありりりりますますますます。。。。 そういったそういったそういったそういった取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの例例例例をををを、、、、以以以以下下下下、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会というというというということがことがことがことが叫叫叫叫ばばばばれておれておれておれておりりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋のののの駅駅駅駅前前前前ででででややややられておられておられておられておりりりりますますますます地域地域地域地域冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房のネットのネットのネットのネットワークであワークであワークであワークでありりりりますますますます。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる地域地域地域地域熱供給熱供給熱供給熱供給システムシステムシステムシステム、、、、これがこれがこれがこれが今今今今複複複複数数数数あるあるあるある。。。。複複複複数数数数あるあるあるある中中中中でででで、、、、大大大大体体体体それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの事業体事業体事業体事業体はははは独独独独立立立立しているものですからしているものですからしているものですからしているものですから、、、、コミコミコミコミュュュュニニニニケケケケーーーーションがないションがないションがないションがない。。。。それをあそれをあそれをあそれをあえてコミえてコミえてコミえてコミュュュュニニニニケケケケーションをつけるーションをつけるーションをつけるーションをつける。。。。だだだだからからからから、、、、おおおお互互互互いいいい、、、、過不過不過不過不足足足足のところをのところをのところをのところを補補補補いいいい合合合合うというコうというコうというコうというコンンンンセセセセプトとプトとプトとプトと同時同時同時同時にににに、、、、下水下水下水下水のののの廃熱廃熱廃熱廃熱等等等等もももも利用利用利用利用していくしていくしていくしていく、、、、そういったそういったそういったそういった地域地域地域地域冷冷冷冷暖暖暖暖房房房房全全全全体体体体のネットワのネットワのネットワのネットワークークークーク事業事業事業事業ということであということであということであということでありりりりますますますます。。。。これもこれもこれもこれも分科会分科会分科会分科会でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。 
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それからそれからそれからそれから、、、、地域循環地域循環地域循環地域循環圏圏圏圏というというというという武武武武内先内先内先内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でででで、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス資源資源資源資源はははは、、、、今日今日今日今日本本本本はははは海海海海外外外外にににに依依依依存存存存をしているというをしているというをしているというをしているという国際的国際的国際的国際的なななな循環循環循環循環になっているになっているになっているになっている中中中中でででで、、、、日日日日本本本本のののの中中中中でどでどでどでどんんんんどどどどんんんん有有有有機機機機物物物物がたがたがたがたまるまるまるまる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは窒窒窒窒素素素素分分分分がたまってがたまってがたまってがたまって、、、、閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖系水系水系水系水域域域域がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん富富富富栄栄栄栄養養養養化化化化するというするというするというするという問問問問題題題題があがあがあがありりりりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、それをそれをそれをそれを燃燃燃燃ややややしてしてしてして炭酸炭酸炭酸炭酸ガガガガスがどスがどスがどスがどんんんんどどどどんんんん出出出出ていくというのがていくというのがていくというのがていくというのが実実実実態態態態であであであでありりりりますますますます。。。。ああああるいはそれをるいはそれをるいはそれをるいはそれを処処処処理理理理するためにエネルするためにエネルするためにエネルするためにエネルギギギギーをーをーをーを使使使使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実実実実態態態態であであであでありりりりますますますます。。。。ややややははははりりりりババババイイイイオマオマオマオマスススス、、、、食食食食のののの安安安安全全全全というというというという問問問問題題題題。。。。またまたまたまた、、、、私私私私どもどもどもども、、、、実実実実はははは 2010 年年年年、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約締締締締約約約約国会国会国会国会議議議議というのをこのというのをこのというのをこのというのをこの愛知愛知愛知愛知、、、、名名名名古古古古屋屋屋屋でででで開催開催開催開催いたすわけであいたすわけであいたすわけであいたすわけでありりりりますがますがますがますが、、、、ややややははははりりりりそこのそこのそこのそこの議議議議論論論論をををを見見見見まままますとすとすとすと、、、、発展発展発展発展途途途途上上上上国国国国のののの熱熱熱熱帯雨帯雨帯雨帯雨林林林林をををを切切切切りりりり開開開開いていていていて、、、、そこのそこのそこのそこの生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性をををを損損損損なってなってなってなって、、、、あるいはそこあるいはそこあるいはそこあるいはそこのののの環境環境環境環境をををを損損損損なってなってなってなって今木今木今木今木材材材材がががが日日日日本本本本にににに来来来来るるるる、、、、農農農農産産産産物物物物がががが来来来来るというのがるというのがるというのがるというのが実実実実態態態態であであであでありりりりますますますます。。。。そのそのそのその点点点点がががが大大大大きくきくきくきく問問問問われるわれるわれるわれる会議会議会議会議でもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、食食食食品品品品、、、、ババババイイイイオマオマオマオマスススス等等等等についてはについてはについてはについては、、、、極力地域極力地域極力地域極力地域でででで循環循環循環循環させるさせるさせるさせる、、、、まずそれにまずそれにまずそれにまずそれにチチチチャャャャレレレレンジするということがンジするということがンジするということがンジするということが重要重要重要重要とととと考考考考えておえておえておえておりりりりますますますます。。。。これについてこれについてこれについてこれについて 3 つのつのつのつのモデモデモデモデルをごルをごルをごルをご紹介申紹介申紹介申紹介申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 第第第第 1 ののののモデモデモデモデルはルはルはルは、、、、よくよくよくよく言言言言われているわれているわれているわれている食食食食品品品品、、、、廃廃廃廃プラプラプラプラ、、、、木木木木くずくずくずくず等等等等々々々々をうまくをうまくをうまくをうまく織織織織りりりりままままぜぜぜぜてててて、、、、農農農農業業業業とととと連連連連携携携携してしてしてしてややややっていくというっていくというっていくというっていくというややややつであつであつであつでありりりりましてましてましてまして、、、、これはこれはこれはこれは今今今今、、、、推進主体推進主体推進主体推進主体がががが特特特特徴徴徴徴あああありりりりましてましてましてまして、、、、
60 のののの会社会社会社会社がががが NPO をつくってをつくってをつくってをつくって動動動動かしているかしているかしているかしているんんんんですですですです。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ得手得手得手得手不不不不得手得手得手得手のところはいっのところはいっのところはいっのところはいっぱぱぱぱいあいあいあいありりりりますますますます、、、、それをおそれをおそれをおそれをお互互互互いいいい補補補補いいいい合合合合ってってってって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特特特特徴徴徴徴であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、ここのここのここのここの企企企企業業業業ささささんんんんだだだだけではどうしてけではどうしてけではどうしてけではどうしてもうまくいかないもうまくいかないもうまくいかないもうまくいかない、、、、それはそれはそれはそれは廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物というものをというものをというものをというものを扱扱扱扱わないゆえにわないゆえにわないゆえにわないゆえに、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をおをおをおをお互互互互いいいいやりやりやりやり合合合合うということについてはうということについてはうということについてはうということについては非常非常非常非常にコンプライアンスのにコンプライアンスのにコンプライアンスのにコンプライアンスの面面面面ででででリリリリスクがスクがスクがスクが大大大大きいわけですきいわけですきいわけですきいわけです。。。。そこへそこへそこへそこへ行政行政行政行政がががが介介介介在在在在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信信信信用用用用をををを付付付付与与与与するするするする。。。。仲仲仲仲立立立立ちちちちをすることにをすることにをすることにをすることによってコーよってコーよってコーよってコーディディディディネートネートネートネート機機機機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮するするするする。。。。そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって安心安心安心安心がががが生生生生まれるまれるまれるまれる、、、、信信信信用用用用供供供供与与与与がでがでがでができるということであきるということであきるということであきるということでありりりりますますますます。。。。そういったそういったそういったそういった役割役割役割役割のののの中中中中でででで、、、、60 社社社社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てきましてきましてきまして、、、、幅幅幅幅のののの広広広広いいいいババババイイイイオマオマオマオマスのさまスのさまスのさまスのさまざざざざまなまなまなまな活用活用活用活用。。。。ババババイイイイオマオマオマオマスといってもさまスといってもさまスといってもさまスといってもさまざざざざまなまなまなまな利用利用利用利用のののの仕仕仕仕方方方方。。。。そうしそうしそうしそうしますとますとますとますと、、、、出口出口出口出口もももも様様様様々々々々であであであでありりりりますますますます。。。。それをトータルにそれをトータルにそれをトータルにそれをトータルに束束束束ねねねねるるるるとなるととなるととなるととなると、、、、多多多多くのくのくのくの関係関係関係関係者者者者がががが必要必要必要必要、、、、こういうことであこういうことであこういうことであこういうことでありりりりますますますます。。。。 もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県、、、、かなかなかなかなりりりり平平平平野野野野がががが大大大大きいわけですがきいわけですがきいわけですがきいわけですが、、、、林林林林地地地地もかなもかなもかなもかなりりりりごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、林林林林地地地地、、、、木木木木質質質質ののののババババイイイイオマオマオマオマスがかなスがかなスがかなスがかなりりりり出出出出るわけであるわけであるわけであるわけでありりりりますますますます。。。。開発事業開発事業開発事業開発事業によってによってによってによって出出出出るものもあるるものもあるるものもあるるものもある、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市町村町村町村町村のののの剪剪剪剪定定定定によってによってによってによって出出出出るものもあるるものもあるるものもあるるものもある、、、、ももももちちちちろろろろんんんん建建建建設設設設のののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物もあるもあるもあるもある。。。。こういっこういっこういっこういったものはたものはたものはたものは、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会にににに向向向向けてはけてはけてはけては大大大大きなきなきなきな財財財財産産産産であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、私私私私どもどもどもども、、、、このものづくこのものづくこのものづくこのものづくりりりりのののの地地地地域域域域ではではではでは、、、、実実実実はははは製製製製鋼鋼鋼鋼工工工工場場場場、、、、鋼鋼鋼鋼・・・・鉄鉄鉄鉄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工工工工場場場場がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあああありりりりますますますます。。。。そういったものそういったものそういったものそういったもののののの資源資源資源資源としてこれをとしてこれをとしてこれをとしてこれを活用活用活用活用するするするする。。。。そのためにそのためにそのためにそのために炭炭炭炭化化化化をしをしをしをし、、、、運運運運びびびび入入入入れてれてれてれてくるということであくるということであくるということであくるということでありりりりまままますすすす。。。。収収収収集集集集コストはどうなるコストはどうなるコストはどうなるコストはどうなる、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは運運運運搬搬搬搬コストはどうなるコストはどうなるコストはどうなるコストはどうなる、、、、炭炭炭炭化化化化をををを含含含含めてめてめてめて採採採採算算算算性性性性はどうはどうはどうはどうなるなるなるなる、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな課課課課題題題題をををを抱抱抱抱えつつえつつえつつえつつ議議議議論論論論をしておをしておをしておをしておりりりりましてましてましてまして、、、、一一一一応応応応これはこれはこれはこれは来年度来年度来年度来年度、、、、本本本本格格格格展開展開展開展開ををををするというするというするというするという予定予定予定予定になっているものであになっているものであになっているものであになっているものでありりりりますますますます。。。。 次次次次のものがのものがのものがのものが、、、、廃食廃食廃食廃食油油油油だだだだとかとかとかとか、、、、家家家家畜畜畜畜排排排排泄泄泄泄物物物物をををを利用利用利用利用したプラントであしたプラントであしたプラントであしたプラントでありりりりましてましてましてまして、、、、ここでここでここでここで特特特特徴徴徴徴的的的的なのはなのはなのはなのは、、、、固体発固体発固体発固体発酵酵酵酵プラントというのがプラントというのがプラントというのがプラントというのがキキキキーであーであーであーでありりりりましてましてましてまして、、、、これはアルコールこれはアルコールこれはアルコールこれはアルコール発発発発酵酵酵酵プランプランプランプラントであトであトであトでありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、アルコールアルコールアルコールアルコール発発発発酵酵酵酵をするとをするとをするとをすると、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても液液液液体体体体にしにしにしにしちちちちゃゃゃゃうううう。。。。液液液液体発体発体発体発酵酵酵酵がががが主主主主であであであでありりりりますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、液液液液体発体発体発体発酵酵酵酵だだだだとととと廃廃廃廃液液液液のののの問問問問題題題題がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいというのできいというのできいというのできいというので、、、、廃廃廃廃液液液液をををを出出出出さないアルコールさないアルコールさないアルコールさないアルコール発発発発酵酵酵酵。。。。まあまあまあまあ、、、、みそみそみそみそ、、、、ししししょょょょうゆとうゆとうゆとうゆと同同同同じじじじ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いたらいたらいたらいたら結結結結構構構構ですですですです。。。。みそのようなみそのようなみそのようなみそのような、、、、固体固体固体固体のままでのままでのままでのままで発発発発酵酵酵酵させるさせるさせるさせる、、、、あるいはアミあるいはアミあるいはアミあるいはアミノノノノ酸酸酸酸発発発発酵酵酵酵とかとかとかとか、、、、そういうそういうそういうそういう発発発発酵酵酵酵だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これはエタこれはエタこれはエタこれはエタノノノノールールールール発発発発酵酵酵酵であであであでありりりりますますますます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、アルコールをアルコールをアルコールをアルコールを出出出出したしたしたした後後後後、、、、発発発発酵酵酵酵残残残残さがさがさがさが実実実実はははは発発発発酵菌酵菌酵菌酵菌のののの宝宝宝宝庫庫庫庫であであであでありりりりましてましてましてまして、、、、栄栄栄栄養養養養価価価価がががが非常非常非常非常にににに高高高高いいいい。。。。それをそれをそれをそれを畜畜畜畜産産産産へへへへ持持持持っていっていっていっていくというようなくというようなくというようなくというようなモデモデモデモデルであルであルであルでありりりりますますますます。。。。来年度来年度来年度来年度、、、、このこのこのこの地域地域地域地域、、、、知知知知多多多多半半半半島島島島というところでごというところでごというところでごというところでござざざざいまいまいまいますがすがすがすが、、、、知知知知多多多多半半半半島島島島でででで、、、、農農農農協協協協ささささんんんん、、、、ものづくものづくものづくものづくりりりり、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市市市市、、、、企業企業企業企業のネットワークをのネットワークをのネットワークをのネットワークを含含含含んんんんででででチチチチャャャャレレレレンジをしてみたいというようにンジをしてみたいというようにンジをしてみたいというようにンジをしてみたいというように思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 こういったもののこういったもののこういったもののこういったものの中中中中でででで行政行政行政行政はどういうはどういうはどういうはどういう役割役割役割役割をををを果果果果たすのかということについてたすのかということについてたすのかということについてたすのかということについて最最最最後後後後にににに述述述述べべべべ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。。。。 
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先先先先ほほほほどどどど、、、、行政行政行政行政はははは信信信信用用用用付付付付与与与与だだだだとととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。実実実実はははは、、、、このエコタこのエコタこのエコタこのエコタウウウウンンンン事業事業事業事業ななななりリりリりリりリサイクルサイクルサイクルサイクルビビビビジネスをジネスをジネスをジネスを環境環境環境環境行政行政行政行政がががが担担担担ううううメメメメリリリリットをおットをおットをおットをお話話話話しししし申申申申しししし上上上上げたいげたいげたいげたい。。。。環境環境環境環境行政行政行政行政はははは、、、、実実実実は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をををを避避避避けるけるけるけるんんんんですですですです。。。。ななななぜぜぜぜ避避避避けるかけるかけるかけるか。。。。廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの規規規規制制制制行政行政行政行政をををを環境環境環境環境部部部部ははははややややっているっているっているっている。。。。それをそれをそれをそれを廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物ではないではないではないではない、、、、循環支援循環支援循環支援循環支援だだだだというというというという形形形形でででで切切切切りりりりかえていかなけれかえていかなけれかえていかなけれかえていかなければばばばいけないいけないいけないいけない。。。。規規規規制制制制とととと循環促進循環促進循環促進循環促進といといといというううう、、、、一一一一見見見見相相相相反反反反するところをするところをするところをするところ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いけないいけないいけないいけない。。。。環境環境環境環境行政行政行政行政としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、ああああるるるる種種種種ののののリリリリスクをテイクいるわけですスクをテイクいるわけですスクをテイクいるわけですスクをテイクいるわけです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、そのそのそのその意意意意味味味味ではではではでは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物行政行政行政行政のののの規規規規制制制制のののの点点点点からからからから見見見見てこれはてこれはてこれはてこれは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ななななんんんんだだだだ、、、、これはこれはこれはこれは循環循環循環循環していいしていいしていいしていいんんんんだだだだということにもつながるということにもつながるということにもつながるということにもつながる。。。。そこにそこにそこにそこに信信信信用用用用供供供供与与与与ができるができるができるができる、、、、信信信信頼頼頼頼性性性性がががが生生生生まれるということであまれるということであまれるということであまれるということでありりりりますますますます。。。。 したがってしたがってしたがってしたがって、、、、環境環境環境環境行政行政行政行政、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの規規規規制制制制をしっかをしっかをしっかをしっかりやりやりやりやるということとるということとるということとるということと、、、、循環循環循環循環リリリリサイクルをサイクルをサイクルをサイクルをしっかしっかしっかしっかりやりやりやりやるるるる、、、、このこのこのこの 2 つのテーつのテーつのテーつのテーママママはははは、、、、部長部長部長部長としてはとしてはとしてはとしては抱抱抱抱えているえているえているえているんんんんですがですがですがですが、、、、現現現現場場場場のののの規規規規制制制制行政行政行政行政のののの立立立立場場場場からはからはからはからは非常非常非常非常にににに難難難難しいわけであしいわけであしいわけであしいわけでありりりりますがますがますがますが、、、、それにそれにそれにそれに果果果果敢敢敢敢ににににチチチチャャャャレレレレンジしているンジしているンジしているンジしている。。。。それをそれをそれをそ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、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物税税税税をををを使使使使っているということであっているということであっているということであっているということでありりりりますますますます。。。。弱弱弱弱点点点点としてはとしてはとしてはとしては、、、、産業産業産業産業セセセセクターのネットワークがクターのネットワークがクターのネットワークがクターのネットワークが弱弱弱弱いいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはビビビビジネスジネスジネスジネスモデモデモデモデルにルにルにルに対対対対するするするする評価評価評価評価、、、、知知知知見見見見がががが弱弱弱弱いいいいということであということであということであということでありりりりますますますます。。。。こういったこういったこういったこういった点点点点についてはについてはについてはについては、、、、先先先先ほほほほどサどサどサどサポポポポートシステムでートシステムでートシステムでートシステムで述述述述べべべべましたましたましたましたようにようにようにように、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは専専専専門門門門のののの先先先先生生生生方方方方、、、、産産産産・・・・学学学学・・・・行政行政行政行政連連連連携携携携のののの中中中中でそこをでそこをでそこをでそこを補補補補っていくといっていくといっていくといっていくということであうことであうことであうことでありりりりますますますます。。。。 またまたまたまた、、、、このこのこのこの中中中中でのでのでのでの経経経経験験験験といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、最最最最近近近近のののの課課課課題題題題をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは循環資源循環資源循環資源循環資源というのはというのはというのはというのは、、、、行政行政行政行政のののの仕切仕切仕切仕切りりりりをををを乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて動動動動いているいているいているいている。。。。ところがところがところがところが、、、、行政行政行政行政というのはというのはというのはというのは縦縦縦縦割割割割りりりりででででややややっているっているっているっている。。。。県県県県庁庁庁庁のののの中中中中でででで言言言言ええええばばばば、、、、農農農農水水水水行政行政行政行政とととと環境環境環境環境行政行政行政行政、、、、産業産業産業産業行政行政行政行政はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ仕切仕切仕切仕切りりりり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。。。。こういったこういったこういったこういった事業事業事業事業はははは、、、、それをそれをそれをそれを横横横横刺刺刺刺ししていくわけであししていくわけであししていくわけであししていくわけでありりりりましてましてましてまして、、、、そこをそこをそこをそこを環境環境環境環境行政行政行政行政にににに任任任任せようとしながらもせようとしながらもせようとしながらもせようとしながらも必必必必死死死死にににに議議議議論論論論ををををややややっているっているっているっている。。。。例例例例ええええばばばば、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても農政行政農政行政農政行政農政行政はははは、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物循環循環循環循環でもそのでもそのでもそのでもその守守守守備備備備範範範範囲囲囲囲のののの中中中中でとどめようとするでとどめようとするでとどめようとするでとどめようとするんんんんですですですです。。。。そういうものなそういうものなそういうものなそういうものなんんんんですですですです。。。。補補補補助助助助金金金金のののの仕仕仕仕組組組組みもみもみもみも、、、、実実実実はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ縦縦縦縦割割割割りりりりななななんんんんですですですです。。。。これはこれはこれはこれは国国国国もそうもそうもそうもそうだだだだしししし、、、、地方地方地方地方もそうもそうもそうもそう。。。。そそそそれをれをれをれを一一一一元元元元化化化化してうまくまとめていくしてうまくまとめていくしてうまくまとめていくしてうまくまとめていく、、、、そういったシステムづくそういったシステムづくそういったシステムづくそういったシステムづくりりりりがががが国国国国、、、、地方地方地方地方でででで行行行行われていわれていわれていわれているるるる。。。。そこにそこにそこにそこに新新新新たなゼロエミッション・コミたなゼロエミッション・コミたなゼロエミッション・コミたなゼロエミッション・コミュュュュニテニテニテニティィィィ形成形成形成形成のののの可能可能可能可能性性性性もあるのもあるのもあるのもあるのかなとかなとかなとかなと、、、、このよこのよこのよこのようにうにうにうに思思思思っておっておっておっておりりりりますますますます。。。。 ちちちちょょょょっとスっとスっとスっとスピピピピードアップでおわかードアップでおわかードアップでおわかードアップでおわかりりりりにくかったとにくかったとにくかったとにくかったと思思思思いますいますいますいます。。。。失礼失礼失礼失礼いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。以以以以上上上上でででで私私私私のののの話話話話をををを終終終終わわわわりりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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 

  藤井部長藤井部長藤井部長藤井部長、、、、どうもあどうもあどうもあどうもありりりりがとうごがとうごがとうごがとう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、、、、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、、、、午前午前午前午前のプログラムのプログラムのプログラムのプログラム、、、、終終終終了了了了させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。このこのこのこの後後後後のののの分科会分科会分科会分科会ななななんんんんですがですがですがですが、、、、10 分分分分ほほほほどおどおどおどお時時時時間間間間をずらしましてをずらしましてをずらしましてをずらしまして、、、、開催開催開催開催がががが午後午後午後午後 1時時時時 40 分分分分からのからのからのからの開催開催開催開催となとなとなとなりりりりますのでますのでますのでますので、、、、おおおお間違間違間違間違いのないようにおいのないようにおいのないようにおいのないようにお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（以以以以下下下下、、、、事事事事務務務務連連連連絡絡絡絡）））） 
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                                                                                            全体会議全体会議全体会議全体会議（（（（１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日・・・・午前午前午前午前))))                                シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・｢｢｢｢持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へのへのへのへの道道道道をひらくをひらくをひらくをひらく｣｣｣｣                                                                （（（（愛知県編集愛知県編集愛知県編集愛知県編集））））        コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    架谷昌信架谷昌信架谷昌信架谷昌信    氏氏氏氏    愛知工業大学教授愛知工業大学教授愛知工業大学教授愛知工業大学教授・・・・名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授名古屋大学名誉教授    パネラーパネラーパネラーパネラー                    藤田藤田藤田藤田    壮壮壮壮    氏氏氏氏    ((((独独独独))))国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価国立環境研究所環境技術評価システムシステムシステムシステム研究室長研究室長研究室長研究室長                                                                    東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授東洋大学教授                                        小澤一郎小澤一郎小澤一郎小澤一郎    氏氏氏氏    （（（（社社社社））））日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長日本都市計画学会副会長                                        深谷紘一深谷紘一深谷紘一深谷紘一    氏氏氏氏    環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ会長会長会長会長                                                                    （（（（（（（（株株株株））））デンソーデンソーデンソーデンソー代表取締役副会長代表取締役副会長代表取締役副会長代表取締役副会長））））                                        田島英彦田島英彦田島英彦田島英彦    氏氏氏氏    トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車（（（（株株株株）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲ）ＣＳＲ・・・・環境部部長環境部部長環境部部長環境部部長                                        稲垣隆司稲垣隆司稲垣隆司稲垣隆司    氏氏氏氏    愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事愛知県副知事                                        君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜君塚秀喜    氏氏氏氏    経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長経済産業省産業技術環境局環境調和産業推進室長        ●●●●テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            大大大大変難変難変難変難しいテーしいテーしいテーしいテーママママですがですがですがですが、、、、私私私私のののの役割役割役割役割はははは、、、、ここでのここでのここでのここでの議議議議論論論論をできるをできるをできるをできる限限限限りやりやりやりやさしくさしくさしくさしく皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお伝伝伝伝えすることですえすることですえすることですえすることです。。。。まずまずまずまず、、、、現在現在現在現在、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省などがなどがなどがなどが中中中中心心心心になってになってになってになって「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」事業事業事業事業をををを推推推推進進進進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、、、、10101010 年経年経年経年経過過過過してしてしてして現現現現状状状状はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか、、、、またまたまたまた国連大学国連大学国連大学国連大学をををを中中中中心心心心にしてにしてにしてにして「「「「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」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも 15151515年年年年たっていますがたっていますがたっていますがたっていますが、、、、これもどうなっているのかこれもどうなっているのかこれもどうなっているのかこれもどうなっているのか。。。。ここここのののの大会大会大会大会はははは「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」事業事業事業事業とととと「「「「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」」」」概概概概念念念念をいっしをいっしをいっしをいっしょょょょにとらえてにとらえてにとらえてにとらえて開開開開かれてかれてかれてかれていますがいますがいますがいますが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成成成成果果果果ををををふふふふまえながらまえながらまえながらまえながら今後今後今後今後どうどうどうどう考考考考えていったらよいのかえていったらよいのかえていったらよいのかえていったらよいのか。。。。        基調基調基調基調としてとしてとしてとして流流流流れているのはれているのはれているのはれているのは、「、「、「、「循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会」」」」をををを軸軸軸軸にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会をどうをどうをどうをどう構築構築構築構築してしてしてしていくのかいくのかいくのかいくのか、、、、またまたまたまた私私私私どものどものどものどもの生生生生活活活活圏圏圏圏をををを自自自自然然然然とととと共生共生共生共生しながらどうしながらどうしながらどうしながらどう構築構築構築構築していったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのかしていったらよいのか。。。。ここここのののの３３３３つをつをつをつを複複複複合化合化合化合化、、、、統統統統合化合化合化合化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今後今後今後今後のののの課課課課題題題題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だだだだとととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。ここここれをれをれをれを一一一一つのプラットつのプラットつのプラットつのプラットホホホホームにームにームにームにしてしてしてして、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へのへのへのへの道道道道をををを探探探探っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそのののの際際際際、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた行政行政行政行政やややや企業企業企業企業などなどなどなど各主体各主体各主体各主体のののの役割役割役割役割、、、、さらにそれらさらにそれらさらにそれらさらにそれら主体主体主体主体がががが共共共共有有有有するするするする地域地域地域地域というというというという場場場場におけるにおけるにおけるにおける各主体各主体各主体各主体間間間間のののの協働協働協働協働をををを中中中中心心心心にににに議議議議論論論論をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        分科会分科会分科会分科会におけるにおけるにおけるにおける発発発発表表表表からもからもからもからも見見見見てててて取取取取れるようにれるようにれるようにれるように、、、、環境環境環境環境にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる事業事業事業事業のののの成成成成否否否否はははは、、、、技術技術技術技術とととと社社社社会会会会システムとのシステムとのシステムとのシステムとの連連連連携携携携にかかっているとにかかっているとにかかっているとにかかっていると言言言言えるのではないでしえるのではないでしえるのではないでしえるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。つまつまつまつまりりりり同同同同じじじじ技術技術技術技術であであであであってもってもってもっても社会社会社会社会システムのシステムのシステムのシステムの工夫工夫工夫工夫によってによってによってによって、、、、よよよよりりりり大大大大きなきなきなきな成成成成果果果果をををを期待期待期待期待できますできますできますできます。。。。        こうしたこうしたこうしたこうした意意意意味味味味からからからから、、、、単単単単純純純純にににに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をジネスをジネスをジネスを立地立地立地立地させてさせてさせてさせて成成成成功功功功させようというさせようというさせようというさせようという考考考考ええええ方方方方をををを脱脱脱脱しししし、、、、よよよよりりりり大大大大きなきなきなきな究極究極究極究極目目目目標標標標をををを、、、、地域地域地域地域全全全全体体体体がががが共共共共有有有有することがすることがすることがすることが重要重要重要重要になってきているとになってきているとになってきているとになってきていると思思思思わわわわれますれますれますれます。。。。        議議議議論論論論をををを進進進進めるにあたってめるにあたってめるにあたってめるにあたって、、、、国国国国全全全全体体体体のののの考考考考ええええ方方方方をををを知知知知るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、地域地域地域地域にににに対対対対してどのようなこしてどのようなこしてどのようなこしてどのようなことがとがとがとが期待期待期待期待されるのかされるのかされるのかされるのか、、、、国立環境研究国立環境研究国立環境研究国立環境研究所所所所のののの藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。        ●●●●環境環境環境環境モデルモデルモデルモデル都市都市都市都市・・・・地域循環圏地域循環圏地域循環圏地域循環圏のののの形成形成形成形成についてのについてのについてのについての成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長        
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    「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」事業事業事業事業のののの達達達達成成成成点点点点とととと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のみのみのみの方方方方向向向向性性性性についてについてについてについて発言発言発言発言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。。。。「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」のののの前前前前提提提提となったとなったとなったとなった「「「「ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション」」」」のののの研究研究研究研究やややや実実実実践践践践はははは世界的世界的世界的世界的にはにはにはには 15151515年年年年のののの歴歴歴歴史史史史があがあがあがありりりりエコタエコタエコタエコタウウウウンンンン事業自事業自事業自事業自身身身身がががが 10101010 年年年年のののの歴歴歴歴史史史史のののの中中中中でででで現在現在現在現在 26262626 のののの「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」都都都都市市市市やややや地域地域地域地域がががが形成形成形成形成されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。愛知愛知愛知愛知のののの「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」はそのはそのはそのはその先進地先進地先進地先進地のののの一一一一つといえますつといえますつといえますつといえます。。。。        そのそのそのその達達達達成成成成点点点点をををを 2222 点点点点指指指指摘摘摘摘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。。。。1111 点点点点目目目目はははは、、、、08080808 年年年年までにこれまでにこれまでにこれまでにこれだだだだけのけのけのけのバリバリバリバリエーシエーシエーシエーションをもったョンをもったョンをもったョンをもった「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」事業事業事業事業のののの技術的技術的技術的技術的なななな集集集集積積積積があるのはがあるのはがあるのはがあるのは日日日日本本本本だだだだけけけけ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。。。。こうしたこうしたこうしたこうした高高高高いいいい技術力技術力技術力技術力、、、、世界世界世界世界にににに発発発発信信信信できるできるできるできる資源循環技術資源循環技術資源循環技術資源循環技術はははは、、、、日日日日本本本本のブランドになっているとのブランドになっているとのブランドになっているとのブランドにな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。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ハハハハードなードなードなードな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だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発発発発生生生生削減削減削減削減ややややゴゴゴゴミのミのミのミの分分分分別別別別などなどなどなど、、、、ハハハハイテクイテクイテクイテク技術技術技術技術をををを支支支支えるえるえるえる社会社会社会社会のののの制制制制度度度度やややや仕仕仕仕組組組組みみみみ、「、「、「、「社会技社会技社会技社会技術術術術」」」」がががが駆使駆使駆使駆使されているされているされているされている「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン都都都都市市市市」」」」でででで実実実実践践践践されていますされていますされていますされています。。。。これもにこれもにこれもにこれもに誇誇誇誇るるるるべべべべきききき日日日日本本本本のののの資産資産資産資産のひとつのひとつのひとつのひとつだだだだとととと言言言言ええええますますますます。。。。        ではこれらのではこれらのではこれらのではこれらの成成成成果果果果、、、、達達達達成成成成点点点点をををを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活用活用活用活用していったらいいのかしていったらいいのかしていったらいいのかしていったらいいのか、、、、そのそのそのその方方方方向向向向性性性性にににについてついてついてついて述述述述べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私はははは「「「「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」進化進化進化進化にはにはにはには 3333 つのつのつのつの方方方方向向向向性性性性がががが必要必要必要必要だだだだとととと考考考考えてえてえてえていますいますいますいます。。。。        一一一一つはつはつはつは資源循環社会資源循環社会資源循環社会資源循環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、、、、小小小小さなさなさなさな地域地域地域地域でのでのでのでの循環循環循環循環、、、、都都都都市的市的市的市的なななな広広広広ががががりりりりをををを持持持持っっっったたたた循環循環循環循環、、、、さらにはさらにはさらにはさらには国国国国家家家家的的的的なななな循環循環循環循環をつくをつくをつくをつくりだりだりだりだしししし、、、、連連連連携携携携させさせさせさせ、、、、重重重重ねねねねていかていかていかていかねばねばねばねばななななりりりりませませませませんんんん。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには、、、、①①①①日日日日本本本本はははは 60606060 年年年年ほほほほどをかけてどをかけてどをかけてどをかけて道道道道路路路路やややや鉄鉄鉄鉄道道道道などのなどのなどのなどの動動動動脈脈脈脈産業産業産業産業をををを造造造造ってきまってきまってきまってきましたがしたがしたがしたが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは「「「「静静静静脈脈脈脈産業産業産業産業」」」」というインフラというインフラというインフラというインフラ整整整整備備備備がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。②②②②ゴゴゴゴミにはミにはミにはミにはばばばばらつきがあらつきがあらつきがあらつきがありりりり発発発発生生生生もももも一一一一定定定定していませしていませしていませしていませんんんん。。。。こうしたこうしたこうしたこうした廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを循環利用循環利用循環利用循環利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、、、、ゴゴゴゴミのミのミのミの認認認認証証証証基基基基準準準準をををを確確確確定定定定ししししたたたたりりりり、、、、供給供給供給供給確保確保確保確保をををを保保保保障障障障するするするする公公公公的的的的なインフラなインフラなインフラなインフラ整整整整備備備備がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした公公公公的的的的インフラインフラインフラインフラ整整整整備備備備ををををするためにはするためにはするためにはするためには、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「縦縦縦縦割割割割りりりり行政行政行政行政」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、横横横横断断断断的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりりがががが必要必要必要必要だだだだ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。。。。③③③③今後今後今後今後アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済のののの発展発展発展発展とともにとともにとともにとともに資源資源資源資源がががが逼迫逼迫逼迫逼迫してきますがしてきますがしてきますがしてきますが、、、、これにこれにこれにこれに対対対対応応応応するたするたするたするためにはめにはめにはめにはレレレレアアアアメメメメタルなどのタルなどのタルなどのタルなどの備備備備蓄蓄蓄蓄もももも重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、生生生生ゴゴゴゴミをはミをはミをはミをはじじじじめとしためとしためとしためとした炭炭炭炭素素素素資源資源資源資源のののの備備備備蓄蓄蓄蓄もももも必要必要必要必要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした備備備備蓄蓄蓄蓄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行政行政行政行政だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、民民民民間間間間のののの力力力力がががが必要必要必要必要になってになってになってになってきますきますきますきます。。。。        第二第二第二第二ののののベベベベクトルはクトルはクトルはクトルは「「「「低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会」」」」をををを造造造造っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが、「、「、「、「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」「」「」「」「ゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッショゼロエミッションンンン」」」」のののの重要重要重要重要なななな要素要素要素要素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。「。「。「。「エコタエコタエコタエコタウウウウンンンン」」」」事業事業事業事業はははは 2050205020502050 年年年年までにまでにまでにまでに二二二二酸酸酸酸化化化化炭炭炭炭素素素素のののの排排排排出出出出量量量量 50505050％％％％削減削減削減削減というというというという国際的国際的国際的国際的ルールをルールをルールをルールを自治体自治体自治体自治体レベレベレベレベルでルでルでルで実現実現実現実現しようというしようというしようというしようという大大大大変変変変意意意意欲欲欲欲的的的的ななななチチチチャャャャレレレレンジでンジでンジでンジで、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中中中中でででで市民市民市民市民やややや企業企業企業企業もももも積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力していくというしていくというしていくというしていくという動動動動きがきがきがきが出出出出てきてきてきてきていますていますていますています。。。。こうしたこうしたこうしたこうした動動動動きにきにきにきに対対対対応応応応するためにするためにするためにするために、、、、行政行政行政行政・・・・中央中央中央中央官官官官庁庁庁庁のののの支援支援支援支援のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ、、、、自治体自治体自治体自治体でのでのでのでの仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりりがががが今後重要今後重要今後重要今後重要なななな課課課課題題題題となってきとなってきとなってきとなってきますますますます。。。。        第三第三第三第三ののののベベベベクトルはクトルはクトルはクトルは、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生ですがですがですがですが、、、、これはまこれはまこれはまこれはまだだだだ十十十十分分分分にににに議議議議論論論論されていませされていませされていませされていませんんんん。。。。効率効率効率効率的的的的なななな自自自自然然然然循環循環循環循環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、、、、生生生生態態態態系系系系のののの自自自自然然然然のののの力力力力やややや水水水水資源資源資源資源、、、、環境資源環境資源環境資源環境資源がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす自自自自然然然然のののの生生生生産力産力産力産力をををを活用活用活用活用することがすることがすることがすることが重要重要重要重要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。そういうそういうそういうそういう点点点点でででで、、、、これらのこれらのこれらのこれらの豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然のののの生生生生産力産力産力産力をををを活用活用活用活用していくことはしていくことはしていくことはしていくことは、、、、日日日日本本本本がががが世界世界世界世界でででで競競競競争争争争力力力力をををを持持持持っていくためのっていくためのっていくためのっていくための条件条件条件条件となるでしとなるでしとなるでしとなるでしょょょょうううう。。。。だだだだからこそからこそからこそからこそ都都都都市市市市とととと農農農農地地地地、、、、里山里山里山里山、、、、自自自自然然然然林林林林とのとのとのとの段段段段階階階階的的的的なななな循環循環循環循環とととと共生共生共生共生のののの姿姿姿姿をををを創創創創っていくっていくっていくってい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思思思思いますいますいますいます。。。。    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    



 117

――――低炭低炭低炭低炭素素素素社会社会社会社会、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、自自自自然然然然とのとのとのとの共生共生共生共生というというというという課課課課題題題題ははははオオオオーーーーババババーラッーラッーラッーラップしているとプしているとプしているとプしていると認識認識認識認識してしてしてしていますいますいますいます。。。。こうしたこうしたこうしたこうした課課課課題題題題にににに自治体自治体自治体自治体がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ中中中中でででで政策政策政策政策形成能力形成能力形成能力形成能力もももも育育育育成成成成されているのではないされているのではないされているのではないされているのではないかかかか。。。。    ――――資源循環資源循環資源循環資源循環についてはについてはについてはについては、、、、資源資源資源資源生生生生産産産産性性性性をををを上上上上げるというげるというげるというげるという観観観観点点点点をををを取取取取りりりり入入入入れていくということがゼれていくということがゼれていくということがゼれていくということがゼロエミッションをロエミッションをロエミッションをロエミッションを考考考考えていくえていくえていくえていく上上上上でででで必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。    
    藤田室長藤田室長藤田室長藤田室長            97979797 年型年型年型年型のののの循環方循環方循環方循環方式式式式はははは成成成成功功功功経経経経験験験験であるといえますがであるといえますがであるといえますがであるといえますが、、、、低炭低炭低炭低炭素素素素やややや自自自自然然然然社会社会社会社会にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、次次次次ののののモデモデモデモデルがルがルがルが必要必要必要必要ですですですです。。。。それにはそれにはそれにはそれには３３３３つのつのつのつのポポポポイントがあイントがあイントがあイントがありりりりますますますます。。。。１１１１つはつはつはつは生生生生産産産産のののの技術技術技術技術のののの高高高高度化度化度化度化。。。。２２２２つつつつ目目目目ははははババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの使使使使用用用用。。。。３３３３つつつつ目目目目はははは組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ効効効効果果果果のののの追求追求追求追求ですですですです。。。。        ●●●●低炭素都市低炭素都市低炭素都市低炭素都市づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた都市計画都市計画都市計画都市計画のののの役割役割役割役割についてについてについてについて    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会づくづくづくづくりりりりにににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、ビビビビジネスのジネスのジネスのジネスの振振振振興興興興にににに留留留留まらずまらずまらずまらず、、、、ままままちちちちづくづくづくづくりりりりのののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむことことことこと、、、、行政行政行政行政だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく企業企業企業企業もまたもまたもまたもまた地域社会地域社会地域社会地域社会のののの一一一一員員員員としてとしてとしてとして参画参画参画参画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められめられめられていますがていますがていますがていますが、、、、都都都都市市市市計画計画計画計画のののの分野分野分野分野ではではではでは自治体自治体自治体自治体とととと企業企業企業企業のののの役割役割役割役割はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えられているのかえられているのかえられているのかえられているのか、、、、あるいはコンパクトシテあるいはコンパクトシテあるいはコンパクトシテあるいはコンパクトシティィィィのののの実現実現実現実現にににに向向向向けてどのようにけてどのようにけてどのようにけてどのように取取取取りりりり組組組組もうとしているのかもうとしているのかもうとしているのかもうとしているのか、、、、小澤小澤小澤小澤先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話くくくくだだだださいさいさいさい。。。。    
    小澤副会長小澤副会長小澤副会長小澤副会長            日日日日本本本本のののの都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりはははは 1888188818881888年年年年、、、、明明明明治治治治２１２１２１２１年年年年からからからから始始始始ままままりりりりましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、先先先先のののの戦戦戦戦争争争争によってによってによってによって全全全全国国国国のののの都都都都市市市市がががが壊滅壊滅壊滅壊滅的的的的なななな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けけけけ、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、全全全全国国国国でででで取取取取りりりり組組組組まれたのはまれたのはまれたのはまれたのは復興復興復興復興都都都都市市市市計画計画計画計画事業事業事業事業でしたでしたでしたでした。。。。そのあとそのあとそのあとそのあと高高高高度経済成度経済成度経済成度経済成長長長長期期期期をををを支支支支ええええ、、、、市市市市街街街街地地地地のののの拡大拡大拡大拡大にににに対対対対応応応応するためのするためのするためのするための都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりがががが進進進進められまめられまめられまめられましたしたしたした。。。。現在現在現在現在ははははババババブルブルブルブル崩崩崩崩壊壊壊壊後後後後のののの都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりをどうするかがをどうするかがをどうするかがをどうするかが問問問問われていますわれていますわれていますわれています。。。。        これからはこれからはこれからはこれからは社会的資産社会的資産社会的資産社会的資産としてのとしてのとしてのとしての都都都都市市市市をどうをどうをどうをどう造造造造りりりり、、、、２１２１２１２１世世世世紀紀紀紀へへへへ渡渡渡渡していくかしていくかしていくかしていくか、、、、ききききちちちちっとしっとしっとしっとしたたたた理念理念理念理念をををを持持持持ったったったった取組取組取組取組がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。日日日日本本本本のののの都都都都市市市市はははは汚汚汚汚いといといとい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。。。。日日日日本本本本がそのがそのがそのがその経済力経済力経済力経済力をもとにをもとにをもとにをもとに資資資資金金金金をををを貸貸貸貸しているしているしているしている東東東東欧欧欧欧諸諸諸諸国国国国のののの都都都都市市市市のののの方方方方がががが美美美美しいというしいというしいというしいという変変変変なななな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。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、これからがこれからがこれからがこれからが本本本本格格格格的的的的なななな都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりのののの段段段段階階階階だだだだとととと言言言言うことがうことがうことがうことが出出出出来来来来ますますますます。。。。都都都都市市市市整整整整備備備備はははは、、、、道道道道路路路路やややや河河河河川川川川にににに比比比比べべべべてこれまでてこれまでてこれまでてこれまで予予予予算算算算がががが限限限限られてきましたられてきましたられてきましたられてきました。。。。そうしたそうしたそうしたそうした中中中中でででで、、、、地方地方地方地方都都都都市市市市におにおにおにおけるけるけるける空空空空洞洞洞洞化化化化というというというという問問問問題題題題もももも生生生生じじじじていますていますていますています。。。。全全全全国国国国のののの地方地方地方地方都都都都市市市市をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして造造造造りりりり直直直直すのかがすのかがすのかがすのかが問問問問題題題題になになになになりりりりますますますます。。。。大事大事大事大事なことはなことはなことはなことは商商商商業業業業問問問問題題題題としてとしてとしてとして捉捉捉捉えてはいけないということですえてはいけないということですえてはいけないということですえてはいけないということです。。。。これかこれかこれかこれからららら必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは、、、、１１１１つはつはつはつは市民市民市民市民がががが中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地にににに住住住住みみみみ直直直直すことですすことですすことですすことです。。。。2222つつつつ目目目目はははは、、、、行政行政行政行政がががが都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりのエネルのエネルのエネルのエネルギギギギーをーをーをーをババババララララババババラにラにラにラに実実実実行行行行してはいけないということですしてはいけないということですしてはいけないということですしてはいけないということです。。。。    またまたまたまた、、、、これからこれからこれからこれから大大大大きなテーきなテーきなテーきなテーママママになるのがになるのがになるのがになるのが「「「「環境環境環境環境とエネルとエネルとエネルとエネルギギギギーーーー」」」」ですですですです。。。。これをどのようにこれをどのようにこれをどのようにこれをどのように都都都都市市市市にににに取取取取りりりり込込込込んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、自自自自然然然然エネルエネルエネルエネルギギギギーをどのようにーをどのようにーをどのようにーをどのように地域地域地域地域でででで使使使使いいいい切切切切るかるかるかるか、、、、これがこれがこれがこれが問問問問題題題題になになになになりりりりますますますます。「。「。「。「環境環境環境環境」」」」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、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策、、、、ヒヒヒヒートアイランドートアイランドートアイランドートアイランド対対対対策策策策、、、、生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性対対対対策策策策、、、、景景景景観対観対観対観対策策策策がががが求求求求められていますがめられていますがめられていますがめられていますが、、、、良良良良質質質質なななな生生生生活活活活空空空空間間間間ストックストックストックストック、、、、都都都都市資産市資産市資産市資産ストックのストックのストックのストックの形成形成形成形成をををを行行行行いながらいながらいながらいながら解決解決解決解決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要必要必要必要ですですですです。「。「。「。「エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー」」」」についてはについてはについてはについては、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化対対対対策策策策、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーーーーセセセセキュキュキュキュリリリリテテテティィィィーーーー、、、、脱脱脱脱化化化化石燃石燃石燃石燃料料料料がががが課課課課題題題題ですがですがですがですが、、、、省省省省エネエネエネエネ推進推進推進推進のののの徹徹徹徹底底底底とととと再再再再生生生生可能可能可能可能エネルエネルエネルエネルギギギギ
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ーのーのーのーの活用活用活用活用ががが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。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、個個個個々々々々のののの建建建建物物物物やややや敷敷敷敷地地地地レベレベレベレベルにルにルにルに加加加加えてえてえてえて、、、、地地地地区区区区レベレベレベレベルルルルからからからから都都都都市市市市レベレベレベレベルまでルまでルまでルまで、、、、面面面面的的的的なななな展開展開展開展開をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要必要必要必要ですですですです。。。。特特特特にににに地域地域地域地域エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー資源資源資源資源をををを活用活用活用活用したしたしたした地域地域地域地域エネルエネルエネルエネルギギギギーシステムのーシステムのーシステムのーシステムの構築構築構築構築ががががポポポポイントになってきますイントになってきますイントになってきますイントになってきます。。。。        そうするとそうするとそうするとそうすると「「「「市市市市街街街街地地地地」」」」のののの定定定定義義義義をををを改改改改めてめてめてめて考考考考ええええ直直直直すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要になになになになりりりりますますますます。。。。これまではこれまではこれまではこれまでは道道道道路路路路、、、、公公公公園園園園、、、、下水下水下水下水道道道道とととと義義義義務務務務教育教育教育教育施設施設施設施設のののの整整整整備備備備をもってをもってをもってをもって市市市市街街街街地地地地のののの整整整整備備備備とされてきましたがとされてきましたがとされてきましたがとされてきましたが、、、、これからこれからこれからこれからはははは生生生生活活活活・・・・安安安安全全全全等等等等のののの観観観観点点点点からからからから必要必要必要必要なななな「「「「公公公公的施設的施設的施設的施設のののの適適適適正配正配正配正配置置置置」」」」がなされがなされがなされがなされ、、、、それにそれにそれにそれに対対対対応応応応したしたしたした街街街街区区区区構成構成構成構成をつくっていかをつくっていかをつくっていかをつくっていかねばねばねばねばななななりりりりませませませませんんんん。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、次世次世次世次世代代代代のののの「「「「市市市市街街街街地地地地」」」」ではではではでは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした基盤基盤基盤基盤のののの上上上上でででで、、、、環境環境環境環境・エネル・エネル・エネル・エネルギギギギーーーー問問問問題題題題へのへのへのへの対対対対応応応応のためのためのためのため、、、、新新新新たなたなたなたな基盤技術基盤技術基盤技術基盤技術のののの導導導導入入入入とととと新新新新たなたなたなたな生生生生活活活活システシステシステシステムのムのムのムの導導導導入入入入をををを図図図図っていくっていくっていくっていく、、、、そのためにそのためにそのためにそのために街街街街区区区区をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに再再再再構構構構築築築築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課課課課題題題題となるでしとなるでしとなるでしとなるでしょょょょうううう。。。。        こうしたこうしたこうしたこうした諸諸諸諸課課課課題題題題にににに対対対対応応応応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、、、、エネルエネルエネルエネルギギギギーーーー行政行政行政行政やややや環境環境環境環境行政行政行政行政がががが重要重要重要重要になってきになってきになってきになってきますがますがますがますが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの都都都都市市市市計画計画計画計画はこうしたはこうしたはこうしたはこうした各各各各種種種種のののの行政行政行政行政施施施施策策策策のののの展開展開展開展開をををを、、、、空空空空間間間間づくづくづくづくりりりりのののの中中中中でコーでコーでコーでコーディディディディネイトしていくものネイトしていくものネイトしていくものネイトしていくものだだだだというというというというふふふふうにうにうにうに認識認識認識認識しておしておしておしておりりりりますますますます。。。。        架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            「「「「低炭低炭低炭低炭素都素都素都素都市市市市」」」」ののの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、、、、具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういう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くめていくめていくめていくべべべべきかきかきかきか、、、、1111つのつのつのつの重要重要重要重要なコアのなコアのなコアのなコアの部部部部分分分分についておについておについておについてお話話話話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。。。。何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見ややややごごごご質質質質問問問問はははは？？？？    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    ――――これからのこれからのこれからのこれからの都都都都市市市市計画計画計画計画はははは、、、、現在現在現在現在のののの制制制制度度度度のののの枠枠枠枠組組組組みでみでみでみで可能可能可能可能かどうかかどうかかどうかかどうか、、、、必要必要必要必要とあれとあれとあれとあればばばばププププランニンランニンランニンランニングのあグのあグのあグのありりりりかたをどうかたをどうかたをどうかたをどう変変変変えていくえていくえていくえていくべべべべきかきかきかきか？？？？    
    小澤副会長小澤副会長小澤副会長小澤副会長            たとえたとえたとえたとえばばばばＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを７７７７００００％％％％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場場場場合合合合、、、、プランニングのあプランニングのあプランニングのあプランニングのありりりり方方方方をををを含含含含めめめめ、、、、都都都都市市市市づくづくづくづくりりりりのののの手法手法手法手法をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに再再再再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必要必要必要必要になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。ロードロードロードロードママママップがまップがまップがまップがまだだだだできてできてできてできていないのですがいないのですがいないのですがいないのですが、、、、現現現現状状状状国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても都都都都市市市市計画法計画法計画法計画法のののの抜抜抜抜本本本本改改改改正正正正にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。    一方一方一方一方、、、、こうしたこうしたこうしたこうした課課課課題題題題にににに対対対対してしてしてして今今今今、、、、具具具具体的体的体的体的にににに行行行行動動動動できるのはできるのはできるのはできるのは自治体自治体自治体自治体ですですですです。。。。自治体自治体自治体自治体がががが中中中中心心心心にににになってなってなってなって「「「「地域地域地域地域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場場場場」」」」でででで様様様様々々々々なななな取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで、、、、各各各各省省省省施施施施策策策策とのとのとのとの連連連連携携携携やややや複複複複数数数数施施施施策策策策のののの統統統統合的実施合的実施合的実施合的実施などがなどがなどがなどが必要必要必要必要になってきますになってきますになってきますになってきます。。。。そのそのそのその中中中中でででで色色色色々々々々なななな問問問問題題題題がががが生生生生じじじじてきたらてきたらてきたらてきたら各各各各省省省省にににに提提提提言言言言していくこともしていくこともしていくこともしていくことも必要必要必要必要になってきているとになってきているとになってきているとになってきている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。。。。    
    ●●●●環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）ＣＬＵＢ（ＥＰＯＣ）のののの概要概要概要概要とととと活動活動活動活動、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県などとのなどとのなどとのなどとの協働協働協働協働につにつにつについていていていて    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            営営営営利利利利とともにとともにとともにとともに、、、、環境環境環境環境にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むむむむというこれまでにないというこれまでにないというこれまでにないというこれまでにない役割役割役割役割がががが企業企業企業企業にににに期待期待期待期待されているわされているわされているわされているわけですがけですがけですがけですが、、、、ここでここでここでここで環境環境環境環境パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・パートナーシップ・ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢというというというという、、、、愛知県以愛知県以愛知県以愛知県以外外外外からごからごからごからご参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいたいたいたいた方方方方にはにはにはには耳耳耳耳慣慣慣慣れないれないれないれない団体団体団体団体についてについてについてについて、、、、会会会会長長長長であるであるであるである深谷深谷深谷深谷・・・・デデデデンンンンソソソソーーーー副副副副会会会会長長長長からおからおからおからお話話話話くくくくだだだださいさいさいさい。。。。    
    深谷会長深谷会長深谷会長深谷会長        
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    「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」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パートナーシップ・クラブのパートナーシップ・クラブのパートナーシップ・クラブのパートナーシップ・クラブの略略略略称称称称ですですですです。。。。発発発発足足足足ししししたのはたのはたのはたのは 2000200020002000年年年年２２２２月月月月でででで、、、、産業界産業界産業界産業界ののののオピオピオピオピニニニニオオオオンンンンリリリリーダーとしてスタートしましたがーダーとしてスタートしましたがーダーとしてスタートしましたがーダーとしてスタートしましたが、「、「、「、「官官官官・・・・学学学学」」」」にににに市民市民市民市民がががが参参参参加加加加してしてして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環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷低低低低減減減減にににに向向向向けてのけてのけてのけての活動活動活動活動をををを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取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。ねねねねらいはらいはらいはらいは、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全とととと企業活動企業活動企業活動企業活動をををを調和調和調和調和させるというものでさせるというものでさせるというものでさせるというもので、、、、参加参加参加参加しているしているしているしている企業企業企業企業はははは業業業業種種種種やややや企企企企業業業業規規規規模模模模のののの大大大大小小小小をををを越越越越えてえてえてえて活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。        これまでのこれまでのこれまでのこれまでの活動活動活動活動をををを３３３３点点点点にしにしにしにしぼぼぼぼってごってごってごってご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。        まずまずまずまず設立設立設立設立からからからから愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博までのまでのまでのまでの時時時時期期期期ですですですです。。。。このこのこのこの時時時時期期期期はははは、、、、循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会循環型経済社会にににに向向向向けてけてけてけて「「「「環境環境環境環境負負負負荷荷荷荷低低低低減活動減活動減活動減活動をしようをしようをしようをしよう」」」」ががががキキキキーワードでしたーワードでしたーワードでしたーワードでした。。。。このこのこのこの目目目目的的的的にににに賛賛賛賛同同同同したしたしたした企業企業企業企業がまずがまずがまずがまず集集集集うううう、、、、そしてそしてそしてそして走走走走りりりりながらながらながらながら考考考考えようということでスタートしたわけですがえようということでスタートしたわけですがえようということでスタートしたわけですがえようということでスタートしたわけですが、、、、色色色色々々々々なななな業業業業種種種種、、、、企業企業企業企業のののの大大大大小小小小をををを異異異異にしたにしたにしたにした企業企業企業企業がががが３００３００３００３００社社社社ほほほほどどどど集集集集ままままりりりりましたましたましたました。。。。        次次次次にににに 2004200420042004年年年年からからからから 2005200520052005年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて、「、「、「、「愛愛愛愛・・・・地球地球地球地球博博博博でででで未未未未来来来来をををを探探探探そうそうそうそう」」」」というテーというテーというテーというテーママママをををを設設設設けてけてけてけて、、、、「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」のののの認認認認知度知度知度知度をををを高高高高めるめるめるめる活動活動活動活動をしましたをしましたをしましたをしました。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、「、「、「、「ババババックックックックヤヤヤヤードードードードツツツツアーアーアーアー」」」」といといといということでうことでうことでうことで万博万博万博万博会会会会場場場場のののの施設施設施設施設のののの裏裏裏裏側側側側をををを見見見見るるるる活動活動活動活動やややや、「、「、「、「エコトークエコトークエコトークエコトークセセセセッションッションッションッション」」」」をををを行行行行ってってってって小小小小学学学学生生生生ににににもももも参加参加参加参加してもらおうとしてもらおうとしてもらおうとしてもらおうと、、、、小小小小学学学学校校校校へのへのへのへの出前授出前授出前授出前授業業業業などをなどをなどをなどを行行行行ったったったったりりりりしましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、子子子子どもどもどもどものののの豊豊豊豊かなかなかなかな発想発想発想発想にににに驚驚驚驚かされましたかされましたかされましたかされました。。。。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、、、、このようなこのようなこのようなこのような活活活活動動動動をををを通通通通してしてしてして 1111 つのステーつのステーつのステーつのステータスをタスをタスをタスを得得得得ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。またまたまたまた持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展のためののためののためののための基基基基礎礎礎礎をををを築築築築くことができたとくことができたとくことができたとくことができたと思思思思ってってってっていますいますいますいます。。。。        愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博後後後後がががが三三三三期期期期目目目目になになになになりりりりますますますます。。。。キキキキーワードはーワードはーワードはーワードは「「「「モノモノモノモノづくづくづくづくりりりりのののの技技技技からからからから、、、、環境環境環境環境のののの技技技技へへへへ」。」。」。」。大大大大中中中中小小小小のののの企業企業企業企業がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割をををを果果果果たしながらたしながらたしながらたしながら、、、、特特特特定定定定企業企業企業企業へへへへ負荷負荷負荷負荷がががが集集集集中中中中しないようにしないようにしないようにしないように仕仕仕仕組組組組みみみみをををを作作作作ってってってって活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには、、、、各各各各種種種種ののののセセセセミナーのミナーのミナーのミナーの開催開催開催開催、、、、エコエコエコエコツツツツアーなどのアーなどのアーなどのアーなどの実施実施実施実施、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会やややや学学学学校校校校、、、、市民市民市民市民のののの参加参加参加参加によるによるによるによるリリリリサイクルサイクルサイクルサイクル探探探探検検検検隊隊隊隊などのなどのなどのなどの実施実施実施実施、、、、さらにはさらにはさらにはさらには海海海海外外外外のののの研研研研修修修修生生生生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ活動活動活動活動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。。。。こうしたこうしたこうしたこうした中中中中でででで、、、、中部中部中部中部経済産業経済産業経済産業経済産業局局局局のののの協力協力協力協力もいたもいたもいたもいただだだだいていいていいていいていまままますすすす。。。。愛知県愛知県愛知県愛知県のののの「「「「資源循環資源循環資源循環資源循環情情情情報報報報システムシステムシステムシステム」」」」にもにもにもにも協力協力協力協力してしてしてして、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環にににに向向向向けてけてけてけて企業企業企業企業のののの自自自自己己己己評価評価評価評価やややや取取取取りりりり組組組組みみみみ検討検討検討検討などのなどのなどのなどのツツツツールのールのールのールの提提提提供供供供活動活動活動活動などをなどをなどをなどを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。        課課課課題題題題としてはとしてはとしてはとしては、、、、第第第第一一一一にににに環境環境環境環境とととと経済経済経済経済のののの両両両両立立立立はははは今後今後今後今後ののののキキキキーワードですがーワードですがーワードですがーワードですが、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環にまではにまではにまではにまではいっていませいっていませいっていませいっていませんんんん。。。。第二第二第二第二にににに業業業業種種種種、、、、企業企業企業企業規規規規模模模模をををを超超超超えてえてえてえて参加参加参加参加企業企業企業企業がががが広広広広がってきていますががってきていますががってきていますががってきていますが、、、、他他他他地地地地域域域域へのへのへのへの資源循環資源循環資源循環資源循環のののの輪輪輪輪をををを広広広広げていかげていかげていかげていかねばねばねばね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。。。。第三第三第三第三にににに愛知愛知愛知愛知はははは環境先進地環境先進地環境先進地環境先進地域域域域といっていますがといっていますがといっていますがといっていますが、、、、何何何何をもってをもってをもってをもって進進進進んんんんでいるをいえるのかでいるをいえるのかでいるをいえるのかでいるをいえるのか。。。。裏裏裏裏づけをづけをづけをづけを持持持持ってさらなるってさらなるってさらなるってさらなるモモモモララララルアップをルアップをルアップをルアップを図図図図っていかっていかっていかっていかねばねばねばね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。。。。        架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            このこのこのこの会会会会場場場場にはにはにはには設立設立設立設立当初当初当初当初からからからから「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」をををを支支支支えてえてえてえて来来来来られているトられているトられているトられているトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車とととと、、、、デデデデンンンンソソソソーのーのーのーの関係関係関係関係者者者者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いますいますいますいます。。。。何何何何かごかごかごかご発言発言発言発言はははは。。。。    
    （（（（会場会場会場会場からのからのからのからの発言発言発言発言））））    ――――トトトトヨヨヨヨタタタタ自動自動自動自動車車車車はははは設立設立設立設立当初当初当初当初からからからから参加参加参加参加していますがしていますがしていますがしていますが、、、、環境経環境経環境経環境経営営営営ををををレベレベレベレベルアップしてルアップしてルアップしてルアップして取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。当初当初当初当初ははははＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯ取取取取得得得得をしようとをしようとをしようとをしようと取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、これはクこれはクこれはクこれはクリリリリアしましアしましアしましアしましてててて、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの意識意識意識意識もももも高高高高ままままりりりり、、、、企業企業企業企業間間間間のののの交交交交流流流流もももも活発活発活発活発になっていますになっていますになっていますになっています。。。。これからはこれからはこれからはこれからは内容内容内容内容もテンもテンもテンもテンポポポポもももも高高高高めながらめながらめながらめながら企業企業企業企業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活動活動活動活動していってよいのかしていってよいのかしていってよいのかしていってよいのか、、、、難難難難しいしいしいしい時代時代時代時代にににに入入入入ってきたってきたってきたってきた
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とととと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。。。。    
    ――――デデデデンンンンソソソソーもーもーもーも設立設立設立設立当初当初当初当初からからからから参加参加参加参加していますがしていますがしていますがしていますが、「、「、「、「エエエエポポポポックックックック」」」」のののの活動活動活動活動がががが自分自分自分自分のののの本来本来本来本来のののの業業業業務務務務にもにもにもにも活活活活かすことができるようになってきていますかすことができるようになってきていますかすことができるようになってきていますかすことができるようになってきています。。。。今後今後今後今後どうしたらこのどうしたらこのどうしたらこのどうしたらこの活動活動活動活動にににに企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしてのメメメメリリリリットをットをットをットを感感感感じじじじられるようになるかられるようになるかられるようになるかられるようになるか考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授    環境環境環境環境がががが経経経経営営営営資源資源資源資源のののの一一一一部部部部にににに組組組組みみみみ込込込込まれていくことがまれていくことがまれていくことがまれていくことが 21212121世世世世紀紀紀紀社会社会社会社会へのへのへのへの強強強強いいいいメメメメッッッッセセセセーーーージとなジとなジとなジとなりりりり、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会へのへのへのへの 1111つのつのつのつのヒヒヒヒントとなることがよくわかントとなることがよくわかントとなることがよくわかントとなることがよくわかりりりりましたましたましたました。。。。    
    ●●●●トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車のののの考考考考ええええ方方方方とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            「「「「エエエエポポポポックックックック」」」」というというというという企業企業企業企業によるによるによるによる環境環境環境環境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アアア団体団体団体団体についておについておについておについてお話話話話いたいたいた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、、、、次次次次にににに企業企業企業企業そそそそのものののものののものののも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聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。企業企業企業企業がががが地域地域地域地域のののの環境環境環境環境にににに与与与与ええええるるるる影響影響影響影響というものはというものはというものはというものは少少少少なからずあなからずあなからずあなからずありりりり、、、、同時同時同時同時にににに地域地域地域地域のののの社会経済社会経済社会経済社会経済のののの維維維維持発展持発展持発展持発展にとってにとってにとってにとって企業企業企業企業はははは欠欠欠欠くことができないくことができないくことができないくことができない財財財財産産産産でもあでもあでもあでもありりりりますますますます。。。。わがわがわがわが国国国国のののの先進企業先進企業先進企業先進企業でもあるトでもあるトでもあるトでもある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田田田田島環境島環境島環境島環境部長部長部長部長からからからから地域地域地域地域とととと企業企業企業企業がががが共生共生共生共生しししし持続可能持続可能持続可能持続可能となるということについてトとなるということについてトとなるということについてトとなるということについてトヨヨヨヨタのタのタのタの考考考考ええええ方方方方とととと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くくくくだだだださいさいさいさい。。。。    
    田島部長田島部長田島部長田島部長            今日今日今日今日のののの私私私私のおのおのおのお話話話話はははは、、、、トトトトヨヨヨヨタのタのタのタの製品製品製品製品がいかにがいかにがいかにがいかに環境環境環境環境ににににややややさしいさしいさしいさしい製品製品製品製品であるかであるかであるかであるか知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくくくくことをことをことをことを目目目目的的的的にしていますにしていますにしていますにしています。。。。一民一民一民一民間間間間企業企業企業企業としてとしてとしてとして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように環境環境環境環境対対対対応応応応しているかをごしているかをごしているかをごしているかをご説説説説明明明明しししし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。。。。        トトトトヨヨヨヨタはタはタはタは自動自動自動自動車車車車をををを通通通通してしてしてして豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを基本基本基本基本理念理念理念理念としてきていますとしてきていますとしてきていますとしてきています。。。。豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりとはとはとはとは、、、、いいかえるといいかえるといいかえるといいかえる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づくづくづくづくりりりりということですということですということですということです。。。。1935193519351935 年年年年にににに定定定定められましためられましためられましためられました「「「「トトトトヨヨヨヨタタタタ綱綱綱綱領領領領」」」」のののの精精精精神神神神にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「トトトトヨヨヨヨタタタタ地球環境地球環境地球環境地球環境憲憲憲憲章章章章」」」」をををを策策策策定定定定しししし、、、、グループグループグループグループ企業企業企業企業 500500500500 社社社社がががが同同同同じじじじ方方方方針針針針でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには 5555 かかかか年年年年ごとのごとのごとのごとの「「「「中中中中期期期期計画計画計画計画」」」」をををを立立立立てててててててて取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、現在現在現在現在はははは 2006200620062006 年年年年からからからから 2010201020102010 年年年年までのまでのまでのまでの第第第第 4444 次次次次トトトトヨヨヨヨタタタタ環境環境環境環境取組取組取組取組プランのプランのプランのプランの実実実実行行行行段段段段階階階階にあにあにあにありりりりますますますます。。。。すなわすなわすなわすなわちちちちエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー、、、、温暖温暖温暖温暖化化化化、、、、資源循環資源循環資源循環資源循環、、、、環境環境環境環境負荷物負荷物負荷物負荷物質質質質・・・・大大大大気気気気環境環境環境環境対対対対策策策策のののの 4444大大大大テーテーテーテーママママをををを 22222222項項項項目目目目にブにブにブにブレレレレイクダイクダイクダイクダウウウウンしていますンしていますンしていますンしています。。。。時時時時間間間間のののの関係関係関係関係でででで詳細詳細詳細詳細はははは省略省略省略省略させてさせてさせてさせていたいたいたいただだだだきますがきますがきますがきますが、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは先先先先輩輩輩輩からからからから受受受受けけけけ継継継継いできているいできているいできているいできているＤＤＤＤＮＮＮＮＡＡＡＡにににに基基基基づいてづいてづいてづいて、「、「、「、「だだだだれがれがれがれが」「」「」「」「いいいいつまでにつまでにつまでにつまでに」「」「」「」「なにをするかなにをするかなにをするかなにをするか」」」」をををを定量定量定量定量目目目目標標標標としてとしてとしてとして設設設設定定定定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具具具具体的体的体的体的なななな目目目目標標標標にににに向向向向かってかってかってかって planplanplanplan→→→→dodododo→→→→checkcheckcheckcheck→→→→actionactionactionactionをををを遂遂遂遂行行行行していますしていますしていますしています。。。。        そのそのそのその中中中中でででで 3333 つのサステつのサステつのサステつのサスティィィィナナナナビリビリビリビリテテテティィィィをををを堅堅堅堅持持持持してしてしてして持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会のののの追求追求追求追求をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。１１１１つはつはつはつは研究開発研究開発研究開発研究開発ですですですです。。。。安安安安全全全全、、、、環境環境環境環境なくしてなくしてなくしてなくして未未未未来来来来はないというはないというはないというはないという考考考考えからえからえからえから、、、、人人人人とととと地球地球地球地球のののの共生共生共生共生をををを実実実実現現現現するサステするサステするサステするサスティィィィナブル・ナブル・ナブル・ナブル・モビリモビリモビリモビリテテテティィィィのののの追求追求追求追求でででですすすす。。。。2222つつつつ目目目目ははははモノモノモノモノづくづくづくづくりりりりをををを通通通通してのサステしてのサステしてのサステしてのサスティィィィナナナナビリビリビリビリテテテティィィィのののの追求追求追求追求ですですですです。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには自自自自然然然然をををを活用活用活用活用したしたしたした工工工工場場場場づくづくづくづくりりりり、、、、サステサステサステサスティィィィナブル・プラントナブル・プラントナブル・プラントナブル・プラント活動活動活動活動ですですですです。。。。3333つつつつ目目目目はははは社会社会社会社会貢献貢献貢献貢献ですですですです。。。。人人人人づくづくづくづくりりりり、、、、環境環境環境環境教育教育教育教育、、、、社会社会社会社会とととと世界世界世界世界にににに定定定定着着着着させるさせるさせるさせる仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくくくくりりりりですですですです。。。。        自動自動自動自動車車車車はははは、、、、よよよよりりりり快適快適快適快適にににに、、、、よよよよりりりり安安安安全全全全にににに移移移移動動動動することによってよすることによってよすることによってよすることによってよりりりり豊豊豊豊かなかなかなかな社会社会社会社会づくづくづくづくりりりりにににに貢献貢献貢献貢献
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できるものですができるものですができるものですができるものですが、、、、同時同時同時同時にににに負負負負のののの部部部部分分分分もあるともあるともあるともあると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。。。。たとえたとえたとえたとえばばばば今今今今、、、、交交交交通通通通事事事事故故故故によによによによるるるる死死死死者者者者はははは年年年年間間間間でででで約約約約 6000600060006000 名名名名ですがですがですがですが、、、、これをゼロにするこれをゼロにするこれをゼロにするこれをゼロにする技術技術技術技術、、、、ゼロナイズするゼロナイズするゼロナイズするゼロナイズする技術技術技術技術のののの高高高高度化度化度化度化、、、、同時同時同時同時にににに自動自動自動自動車車車車のののの持持持持っているっているっているっているポポポポジテジテジテジティィィィブなものをブなものをブなものをブなものをママママキキキキシナイシナイシナイシナイズするズするズするズする、、、、これをこれをこれをこれを研究開発研究開発研究開発研究開発のののの基本基本基本基本ポリポリポリポリシーにしていますシーにしていますシーにしていますシーにしています。。。。        さてさてさてさて、、、、トトトトヨヨヨヨタではタではタではタでは世界主世界主世界主世界主要要要要１１１１５５５５かかかか国国国国約約約約 12,00012,00012,00012,000人人人人へのへのへのへの面面面面談談談談によるによるによるによる聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調調調調査査査査をををを実施実施実施実施しましましましましたがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその中中中中でででで自動自動自動自動車車車車メメメメーーーーカカカカーにーにーにーに期待期待期待期待するするするする社会的社会的社会的社会的責責責責任任任任はははは何何何何かというかというかというかという項項項項目目目目ではではではでは、、、、①①①①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のののの開発開発開発開発②②②②法法法法令令令令順順順順守守守守③③③③国国国国やややや地域地域地域地域でのでのでのでの雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出④④④④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設設設設備備備備でのでのでのでの生生生生産産産産となっていましたとなっていましたとなっていましたとなっていました。。。。これをこれをこれをこれを見見見見てもわかるようにてもわかるようにてもわかるようにてもわかるように、、、、本業本業本業本業をををを通通通通してのしてのしてのしての環境環境環境環境対対対対応応応応がいかにがいかにがいかにがいかに期待期待期待期待さささされているかがわかれているかがわかれているかがわかれているかがわかりりりりますますますます。。。。        このこのこのこの点点点点でででで、、、、私私私私どものどものどものどものモノモノモノモノづくづくづくづくりりりりのののの特特特特徴徴徴徴についておについておについておについてお話話話話いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、モノモノモノモノづくづくづくづくりりりりのののの中中中中でででで工工工工場場場場からからからから排排排排出出出出されるされるされるされるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２とととと、、、、つつつつくったくったくったくったモノモノモノモノからからからからＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２がががが排排排排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特特特特徴徴徴徴があがあがあがありりりりますますますます。。。。このうこのうこのうこのうちちちち前者前者前者前者のののの排排排排出出出出量量量量はははは、、、、全全全全世界世界世界世界のののの自動自動自動自動車工車工車工車工場場場場からからからから排排排排出出出出されるのはされるのはされるのはされるのは世界世界世界世界のののの総総総総排排排排出出出出量量量量のののの 0.20.20.20.2～～～～0.30.30.30.3％％％％。。。。しかししかししかししかし、、、、車車車車がががが使使使使われることによってわれることによってわれることによってわれることによって排排排排出出出出されるされるされるされるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２はははは、、、、運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門がががが占占占占めるめるめるめる 20202020～～～～30303030％％％％のうのうのうのうちちちち、、、、自動自動自動自動車車車車はははは 16161616～～～～17171717％％％％占占占占めていますめていますめていますめています。。。。このこのこのこのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２をををを削減削減削減削減することがすることがすることがすることが使使使使命命命命ですですですです。。。。        そこでそこでそこでそこで私私私私どもはどもはどもはどもは燃費燃費燃費燃費効率効率効率効率のアップをめのアップをめのアップをめのアップをめざざざざしてしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、1997199719971997年年年年からからからから 2007200720072007年年年年ままままでのでのでのでの 10101010年年年年間間間間にににに、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ車車車車のののの平平平平均均均均燃費燃費燃費燃費はははは約約約約２８２８２８２８％％％％向向向向上上上上していますしていますしていますしています。。。。1997199719971997年年年年にプにプにプにプリウリウリウリウスをスをスをスを発発発発売売売売してしてしてして以来以来以来以来当当当当社社社社ののののハハハハイブイブイブイブリリリリッドッドッドッドカカカカーーーーはははは世界世界世界世界でででで好評好評好評好評をををを得得得得ていますがていますがていますがていますが、、、、現在現在現在現在までにまでにまでにまでに累累累累計計計計でででで 150150150150 万万万万台台台台がこのがこのがこのがこの地球地球地球地球上上上上をををを走走走走っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのそのＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減効削減効削減効削減効果果果果はははは 750750750750 万万万万トンにもなトンにもなトンにもなトンにもなりりりりますますますます。。。。これをこれをこれをこれを原油原油原油原油換換換換算算算算にするとにするとにするとにすると、、、、30303030万万万万トンタントンタントンタントンタンカカカカーーーー50505050 隻隻隻隻分分分分になになになになりりりりますますますます。。。。        次次次次にににに工工工工場場場場からからからから出出出出るるるるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２ですがですがですがですが、、、、私私私私どものどものどものどもの日日日日本本本本のののの工工工工場場場場からからからから排排排排出出出出されるされるされるされるＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２のののの量量量量をををを、、、、1990199019901990年年年年比比比比でででで 2010201020102010 年年年年までにまでにまでにまでに２０２０２０２０％％％％削減削減削減削減することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、すでにすでにすでにすでに昨昨昨昨年年年年 2007200720072007 年度年度年度年度にににに達達達達成成成成しましたしましたしましたしました。。。。そこでそこでそこでそこで現在現在現在現在はははは、、、、2010201020102010年年年年にににに向向向向けてのけてのけてのけてのチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ目目目目標標標標をかかげをかかげをかかげをかかげ、、、、90909090年度年度年度年度比比比比でででで 30303030％％％％削削削削減減減減をををを目指目指目指目指してしてしてして取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる最最最最中中中中ですですですです。。。。        最最最最後後後後にににに、、、、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社会社会社会社会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一言一言一言一言。。。。私私私私どものどものどものどもの責責責責任任任任はははは技術技術技術技術革革革革新新新新ででででエネルエネルエネルエネルギギギギーーーー効率効率効率効率をいかにをいかにをいかにをいかに高高高高めるかがめるかがめるかがめるかが課課課課題題題題ですですですです。。。。運運運運輸輸輸輸部門部門部門部門ののののＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２削減削減削減削減にはにはにはには、、、、総総総総合的合的合的合的なななな取組取組取組取組がががが必要必要必要必要であであであでありりりり、、、、行政行政行政行政やややや燃燃燃燃料料料料メメメメーーーーカカカカーーーー、、、、ユユユユーーーーザザザザーのーのーのーの各各各各セセセセクターがそれクターがそれクターがそれクターがそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割をしっかをしっかをしっかをしっかりりりり果果果果たすことがたすことがたすことがたすことが大大大大切切切切ですですですです。。。。ももももちちちちろろろろんんんん、、、、私私私私どもはどもはどもはどもは私私私私どものどものどものどもの役割役割役割役割をををを今後今後今後今後もしっかもしっかもしっかもしっかりりりり果果果果たしてまいたしてまいたしてまいたしてまいるるるる所所所所存存存存ですですですです。。。。    
    ● 自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割とととと愛知県愛知県愛知県愛知県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    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            稲垣稲垣稲垣稲垣副副副副知事知事知事知事からはからはからはからは、、、、2222つのつのつのつの点点点点についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見をいたをいたをいたをいただだだだきますきますきますきます。。。。まずまずまずまず冒冒冒冒頭頭頭頭、、、、藤田藤田藤田藤田先先先先生生生生やややや小澤小澤小澤小澤先先先先生生生生からおからおからおからお話話話話いたいたいたいただだだだいたいたいたいた自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割についてどのようにおについてどのようにおについてどのようにおについてどのようにお考考考考えなのかえなのかえなのかえなのかということということということということ。。。。次次次次にににに愛知県愛知県愛知県愛知県のののの特特特特徴徴徴徴としてとしてとしてとして、、、、モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり産業産業産業産業のののの集集集集積積積積、、、、モノモノモノモノづくづくづくづくりりりりにににに偏偏偏偏らないらないらないらないババババランスのランスのランスのランスの取取取取れたれたれたれた産産産産業構業構業構業構造造造造、、、、そしてそしてそしてそして大大大大都都都都市市市市やややや工工工工業業業業都都都都市市市市とととと共共共共存存存存するするするする自自自自然然然然環境環境環境環境というというというという特性特性特性特性があがあがあがありりりりますがますがますがますが、、、、そのようそのようそのようそのようなななな特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた場場場場合合合合のののの愛知愛知愛知愛知ならではのならではのならではのならでは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くくくくだだだださいさいさいさい。。。。    
    稲垣副知事稲垣副知事稲垣副知事稲垣副知事            私私私私はははは、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての自治体自治体自治体自治体のののの役割役割役割役割とととと愛知県愛知県愛知県愛知県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、今後今後今後今後のののの課課課課題題題題についについについについ



 122 

ておておておてお話話話話させていたさせていたさせていたさせていただだだだきますきますきますきます。。。。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をををを考考考考えるえるえるえる場場場場合合合合、、、、地球地球地球地球温暖温暖温暖温暖化化化化へのへのへのへの対対対対策策策策、、、、生生生生物物物物多多多多様性様性様性様性のののの保保保保全全全全、、、、資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会資源循環型社会のののの実現実現実現実現がががが重要重要重要重要なななな課課課課題題題題となとなとなとなりりりりますますますます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの諸諸諸諸問問問問題題題題はははは何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれれれれオオオオーーーーババババーラップしたーラップしたーラップしたーラップした問問問問題題題題ですですですです。。。。資源循環資源循環資源循環資源循環ひとつひとつひとつひとつ見見見見てもてもてもても、、、、未未未未利用資源利用資源利用資源利用資源ややややエネルエネルエネルエネルギギギギーがあーがあーがあーがありりりり、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように利用利用利用利用するかがするかがするかがするかが大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題ですですですです。。。。        そこでそこでそこでそこで行政行政行政行政のののの役割役割役割役割ですがですがですがですが、、、、１１１１つはもっとわかつはもっとわかつはもっとわかつはもっとわかりやりやりやりやすくすくすくすく理理理理解解解解できるできるできるできる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めるめるめる必要必要必要必要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。。。。2222つつつつ目目目目はははは何何何何をどうしたらよいのかををどうしたらよいのかををどうしたらよいのかををどうしたらよいのかを、、、、県民県民県民県民やややや市民市民市民市民、、、、企業企業企業企業にわかにわかにわかにわかりやりやりやりやすくすくすくすく提提提提案案案案するするするする仕仕仕仕組組組組みづくみづくみづくみづくりりりり、、、、コーコーコーコーディディディディネイトするネイトするネイトするネイトする人人人人材材材材のののの育育育育成成成成がががが必要必要必要必要だだだだということですということですということですということです。。。。3333つつつつ目目目目はははは財財財財政政政政的的的的なななな支援支援支援支援をどうするかというをどうするかというをどうするかというをどうするかという問問問問題題題題ですですですです。。。。        次次次次にににに愛知県愛知県愛知県愛知県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ますしますしますします。。。。愛知愛知愛知愛知万博万博万博万博のときはのときはのときはのときは、、、、代表者代表者代表者代表者のののの方方方方にはにはにはには、、、、自自自自ららららゴゴゴゴミのミのミのミの分分分分別別別別をしてをしてをしてをしていたいたいたいただだだだきききき、、、、それをそれをそれをそれをリリリリサイクルしていたサイクルしていたサイクルしていたサイクルしていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。またまたまたまた会会会会場場場場からからからから出出出出たたたた生生生生ゴゴゴゴミをミをミをミを燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池にしてにしてにしてにして、、、、それでそれでそれでそれで発発発発電電電電してしてしてして会会会会場場場場でででで使使使使いいいい、、、、来来来来場場場場者者者者にそれをにそれをにそれをにそれを見見見見ていたていたていたていただだだだくことにくことにくことにくことによよよよりりりり意識意識意識意識をををを高高高高めていためていためていためていただだだだきましたきましたきましたきました。。。。        またまたまたまた、、、、愛知県愛知県愛知県愛知県はははは 31313131年年年年間間間間、、、、モノモノモノモノづくづくづくづくりりりり NNNNｏｏｏｏ,1,1,1,1となるとなるとなるとなる一方一方一方一方、、、、農農農農業産業産業産業産出出出出額額額額全全全全国国国国 6666位位位位というというというという大大大大変変変変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地域地域地域地域特性特性特性特性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。。。。ということはということはということはということは未未未未利用利用利用利用のののの資源資源資源資源がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんあるとあるとあるとあるということであいうことであいうことであいうことでありりりり、、、、それをそれをそれをそれを上手上手上手上手くくくく使使使使ってってってって地域内地域内地域内地域内でででで循環循環循環循環させるさせるさせるさせる必要必要必要必要があがあがあがありりりりますますますます。。。。そういうそういうそういうそういう観観観観点点点点でででで「「「「ゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミゼロエミッション・コミュュュュニテニテニテニティィィィ構想構想構想構想」」」」をををを提提提提案案案案させていたさせていたさせていたさせていただだだだいていますいていますいていますいています。。。。これはこれはこれはこれは、、、、環環環環境境境境とととと産業産業産業産業とととと暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが調和調和調和調和するするするする、、、、快適快適快適快適でででで安心安心安心安心なななな地域地域地域地域そそそそだだだだてをしようというてをしようというてをしようというてをしようという構想構想構想構想でででで、、、、地域地域地域地域といといといというううう共共共共通通通通のののの場場場場をををを舞台舞台舞台舞台にににに、、、、住住住住民民民民やややや企業企業企業企業、、、、大学大学大学大学、、、、行政行政行政行政などによるなどによるなどによるなどによる、、、、環境環境環境環境をををを基調基調基調基調にしたにしたにしたにした横横横横断断断断的的的的でででで統統統統合的合的合的合的なコラなコラなコラなコラボボボボレレレレーションーションーションーション（（（（環境協働環境協働環境協働環境協働））））によってによってによってによって、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会づくづくづくづくりりりりをすすめていくことをすすめていくことをすすめていくことをすすめていくことをををを目目目目的的的的としていますとしていますとしていますとしています。。。。        さらにさらにさらにさらに 2010201020102010年年年年にはにはにはには、、、、世界各国世界各国世界各国世界各国からからからから約約約約 7000700070007000名名名名がががが参加参加参加参加するするするする「「「「生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性条条条条約約約約 10101010回回回回締締締締約約約約国際国際国際国際会議会議会議会議（（（（ＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰ10101010）」）」）」）」がががが愛知県愛知県愛知県愛知県名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市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。。。。私私私私どもではどもではどもではどもでは、、、、このこのこのこの会議会議会議会議をををを通通通通してしてしてして、、、、モモモモノノノノづくづくづくづくりりりりのののの地域地域地域地域からからからから生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性とととと産業産業産業産業・・・・開発開発開発開発がががが両両両両立立立立できるということをできるということをできるということをできるということを世界世界世界世界にににに発発発発信信信信してましてましてましてまいいいいりりりりたいたいたいたい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。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授                君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業省省省省のののの立立立立場場場場からからからから一言一言一言一言おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    君塚室長君塚室長君塚室長君塚室長            各各各各パネラーのパネラーのパネラーのパネラーの方方方方からごからごからごからご提提提提案案案案いたいたいたいただだだだいたことをいたことをいたことをいたことを連連連連携携携携してしてしてして進進進進めていかめていかめていかめていかねばねばねばねばならないというこならないというこならないというこならないということがとがとがとが本本本本日日日日のののの主主主主旨旨旨旨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、、、、確確確確かにかにかにかに共共共共通通通通のプラットのプラットのプラットのプラットホホホホームをームをームをームをどうつくっていくかがこれからのどうつくっていくかがこれからのどうつくっていくかがこれからのどうつくっていくかがこれからの課課課課題題題題ですですですです。。。。様様様様々々々々なななな視視視視点点点点からのごからのごからのごからのご提提提提案案案案をををを一体一体一体一体としてとしてとしてとして推進推進推進推進ししししてまいてまいてまいてまいりりりりたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    架谷教授架谷教授架谷教授架谷教授            本本本本日日日日のののの皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご発言発言発言発言、、、、ごごごご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしていましてきしていましてきしていましてきしていまして、、、、民民民民族族族族としてのとしてのとしてのとしての自自自自信信信信とととと誇誇誇誇りりりりをきをきをきをきちちちちんんんんとととと持持持持つことがつことがつことがつことが大事大事大事大事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ましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。これこれこれこれがががが失失失失われるとわれるとわれるとわれると持続可能持続可能持続可能持続可能なななな幸幸幸幸せにせにせにせにはつながはつながはつながはつながりりりりませませませませんんんん。。。。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、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい時代時代時代時代状況状況状況状況ではあではあではあではありりりりますがますがますがますが、、、、再再再再びびびび日日日日本国民本国民本国民本国民がががが21212121 世世世世紀紀紀紀にににに対対対対してしてしてして自自自自信信信信とととと誇誇誇誇りりりりをををを本本本本当当当当にににに取取取取りりりり戻戻戻戻していくしていくしていくしていく今今今今ががががチチチチャャャャンスなのではないかとンスなのではないかとンスなのではないかとンスなのではないかと思思思思いまいまいまいま
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すすすす。。。。長時長時長時長時間間間間あああありりりりがとうごがとうごがとうごがとうござざざざいましたいましたいましたいました。。。。    
 

 


