
:第13週1金!国1交1読1大1余

第 3回 全国交流大会の報告

11月28日 (土)労 働スクエア東京にて第3回全国交流大会を

開催した。当日は多数の非会員を含む 100名近い参加者が、

様々な角度から循環社会へのアプローチを試みた。

第 1分科会 飲 料自販機問題への提案プログラム

第 2分科会 食 から環境倫理を考える第 1部 全 体会

「エコ・ロールプレイ」で原子力問題○代表挨拶 (「考える会」代表 加 藤二郎)       第 3分科会

を考える○基調講演 (『地球温暖化対策最前線』)

(国立環境研究所地球環境研究グループ統括研   第 3部 全 体会

○各分科会の発表、意見交換究官 西 岡秀三さん)

○閉会挨拶第 2部 分 科会

第 1部 全 体会

代表挨拶 (「考える会」代表 加 藤三郎)

お忙しいところお集まりいただきありがとうご

ざいます。今日は、若者もたくさん来てくれて嬉

しく思っております。当会の目指す社会は一言で

いえば循環社会です。循環社会とは、有限な地球

環境の中で、経済成長を追求し続ける永続不可能

な社会ではなく、環境負荷の少ない循環を基調と

した社会です。今日は皆さんと様々な切り口から

循環社会を考えたいと思います。

基調講演 (『地球温暖化対策最前線』)

国立環境研究所の西岡秀三さんからは、地球温

暖化および温暖化防止に関する最先端の動向につ

いて講演を頂いた。西岡さんはIPCC(気 候変

動に関する政府間パネル)等 、地球温暖化に関す

る科学的研究の最前線で活躍する世界的な研究者

であり、最新の知見を踏まえた講演は参加者にとっ

て大変興味深いものだった。西岡さんによれば、

温暖化は確実に起こっており、しかも気候システ

ムには 「遅れ」があるため、温暖化の状況は現在

観測されている以上に深刻であり、また、 じわじ

わ進行すると考えられている温暖化も、北半球の

高緯度地方における降雨量の増大が引き金となっ

て、深層海流の流れが弱まるようなことが起これ

ば、気候の急激な変化を引き起こす可能性もある
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とのことであった。

温暖化対策について言えば、2010年までに1990

年比で5%程 度の削減では問題を先送りするだけ

であり、危険な温暖化を防止するにはC02等 の温

室効果ガス排出量の大幅削減が必要であると科学

者は再三指摘しているが、国際的な交渉の場には

それがなかなか反映されないとのことであった。

西岡さんは11月にブエノスアイレスで開催された

COP4(第 4回締約国会議)に も参加されたが、

科学者としてNGOか らの参加であったためもあり、

交渉の状況が分からず、もどかしさを感 じたとの

ことであった。

秀 三  さ  ん

第 2部 分 科会

第 1分科会 (飲料自販機問題への提案)

第 1分科会は、制度部会が 1年以上かけて議論
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してきた自動販売機の問題について 「飲料自販機

問題への提案」というテーマで話し合われた。

まずは加藤代表から、制度部会がなぜ飲料自販

機問題に取り組んだかという趣旨の説明があった。

要約すれば 「大量生産 ・大量消費 ・大量廃棄に基

礎を置く20世紀型文明の特徴である機器の利便性

と、それが不可避的に有する環境へのさまざまな

インパクトを比較考量し、その間のバランスをと

ろうとする問題としての典型と考えられるためで

ある」。

続いて、制度部会の若手メンバーである田崎智

宏さんと松尾和光さんの二人が、自販機問題の現

状について制度部会の調査結果を報告 した。その

内容は、すでに今年の会報 2,4,5月 号で部会メ

ンバーがレポートしてくれたものであるが、おさ

らいの意味で紹介すると、例えば、①日本国内に

は約544万台の自販機が普及 しており、その半数

近い258万台を飲料自販機が占めている。②一括

委託方式では、設置者の負担は稼動後の電気料金

(約6,000円/月 )の み。この損益分岐点を越える

のに自販機は1台 1日当たり十数本だけ売れば良

い。 1台よりも2台設置する方がリベー トが高 く

設定されているので、自販機が乱立する。③必需

度と環境負荷を考えると、自販機の台数削減は容

易である、など。そして、横浜市のポイ捨て防止

条例、政府の率先行動計画、豊田市の基本方針と

いう自販機対策の3例を紹介した。

次に、制度部会が独自に作成した 「飲料自動販

売機の適正な設置、管理及び利用に関する条例の

モデル (案)」について部会員の前田紘志さんか

ら説明していただいた。主な内容は、①市が管理

する施設には飲料目販機を設置しない、②事業者

(土地提供者を含む)は 、省電力型自販機及び解

体処理が容易な機種を採用し、稼働時間等の制限

に努める、③事業者は、空缶、空き瓶入れなどを

設置し、資源の再利用又は再生利用に必要な措置

を講ずる、④市長は、市内の特定地域を適正管理

推進地区として指定し、自販機の設置場所、台数、
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利用可能時間帯等を専門の審議会の意見を聞いて

制限することができる、などである。

一通りの説明の後、ディスカッションが始まっ

た。会場からは、「7肖費者のライフスタイルも問

題であるので、自販機を使わなくても済むような

町づくりを提言してはどうか」、「必需度は場所に

よっても違うので、一概に家庭製品と比較するこ

とは難 しい」、「環境問題以外にも、お金が一部の

大手業者に回り、地元の小売店には落ちないこと

も問題ではないか」、「冬に雪で埋まる屋外設置の

ものは保温にかなりの電力を使うだろう」、など

の意見が提出された。また設置台数は日本が世界

一であるという制度部会の報告について、業界の

方からは、「設置台数はアメリカが 1位 で、人口

当たりの普及率は日本が 1位」という指摘があっ

た。

条例モデル (案)の 内容については、「
“
設置

は必要最小限にル
とぃぅ意味を盛り込んでほしい」、

「公道に面 して設置する場合には交通の邪魔にな

らないよう自販機を60cm程度引き下げるよう義務

づけてはどうか」、「屋外の自販機をターゲットに

しぼってはどうか」、などの意見が出された。ま

た業界団体からは 「自動販売機だけを槍玉に挙げ

ないでほしい」という意見が出された一方で、現

場の自販機オペレーターの方からは、「飲料メー

カーごとに自販機を設置するのではなく、一つの

自販機に複数メーカーの商品を入れるようにすれ

ば、5台並んでいる自販機を2台 に減らすことも

できるだろう」という興味深い提案もなされた。

事前に新聞で取り上げられたこともあって、非

会員の参加も多く、議論は大いに弾み、中には中

学生の姿も見られた。当日参加できない地方の方

たちからも、自販機問題について多くの意見が電

話で寄せられた。制度部会では条例モデル (案)

をさらに検討して完成させ、マスコミや自治体な

どに働きかける予定である。

この場を借りて、ご参加いただいたすべての方々

にお礼申し上げます。
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第2分科会 (食から環境倫理を考える)

「食から考える環境倫理」をテーマとした第 2

分科会には20名が参加した。はじめに第 2分 科会

に参加した理由等を含め、着席順に簡単な自己紹

介を行った。続いて、座長より趣旨説明があり、

その後全員による討議に入った。議論は参加者全

員から発言が得られるよう、特に論点を限定する

ことなく進められたが、第 2分科会における議論

は概ね、現代における 「食」の商品化という点を

巡って行なわれた。この背景には、「食」が工業

製品同様に貨幣価値で計られる単なる商品であっ

てよいのか、という参加者共通の思いがあったよ

うな気がする。以下に主要な論点の幾つかを示す。

○ 「美味しい」とは何かの価値観の見直しを提案

してほしい。「食」の問題は生活文化の問題。食卓

という場で情報戦争が起こっている。その中で伝

統的な日本の食文化が継承されていないのが問題。

○昔はお百姓さんが自分で作って自分で食べてい

たので、自分達の食べている物の価値がわかって

いた。今は消費社会の中で買って食べるようにな

り、食べ物に対する関心が薄れ、そこから様々な

文化の競れが起きているのではないか。

○コンビニに様々な問題が集約されているような

気がする。コンビニは消費者にとって便利で、そ

れがまた流通 ・生産者側にとっても有利になって

いる。現在では食品が一つの商品になり、商品が

ある意味でメディア符号になり、食品としての物

性以上に多くの幻想を含んでいる。それがまた加

工食品なので色々の問題点がある。

○先程の 「美味しい」という話からいけば、自分

が手塩にかけて作ったものが一番美味 しいはず。

それにもかかわらず、なぜ遠くで作ったものを運

んできて、「これが美味しいんだ」 と言われて食

べなければならないのか。「食と環境倫理」の中

で、物流に伴うコストの問題も考えてほしい。

①自分の考えにかかわらず外部の力によって動か

されてしまうという面がある。日本の食糧自給率

が低いのはアメリカの戦略にのせられている面が
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あり、これは遺伝子組換えなどにも言える。

○日本が米の輸入を受け入れたのは、自動車など

の輸出産業の都合なのではないか。「食」の問題

は輸出入など経済構造全体との関わりの中で考え

る必要がある。

① 「食」は貨幣価値で計るものではなく生きさせ

てもらうための精神的なもの。このような日本的

価値は主張すべきだと思う。「食」は本来は自分

の畑で出来たものを食べるべきで、自分の畑に出

来ないものを無いものねだりすべきではない。こ

れは極端だが、今はその反対の極端で、自給率が

42%に なっている。日本は環境のために農業振興

をするという政策をWTOの 場ではっきり示すべ

き。これが日本の食文化を守ことにも繋がる。

○自分では作れないが、近所で出来たものを食べ

るのが理想的と考えている。しかし、それができ

ない場合もある。安全のために宅配で有機農産物

をとっているが、遠くから来るものもある。安全

を取るか、少々目をつぶって近くのものにするか。

①若い世代に伝えることを考えると、身近なとこ

ろから教えていくのが良いと思う。私自身もコン

ビニに代表されるような日本社会のメカニズムに

組み込まれた便利さの中に浸かっている。無意識

にやっていることが一番恐ろしい。この社会がど

ういうところかを探り出し、倫理に結び付けてい

くようなことを考えられないだろうか。

①嘘つき表示や遺伝子組換えの話 も出たが、主婦

の立場からは表示をしっかりして欲しい。

○ 「食と環境倫理」ということで、ここでは、自

分を守ることではなく、食べることがどのように

環境に負荷を与えているかを考えるべきではない

かと思う。一つだけ直裁に言えば、「旬でないも

のをなるべく食べないようにしよう」ということ。

第3分科会 (「エコ ・□―ルプレイ」で原子力問

題を考える)

藤村コノヱさんのコーディネー トにより、原子

力問題をテーマに 「エコ・ロールプレイ」を体験

環境と文明 Vol.6 No.12



しました。参加者24名は、行政、電力会社、賛成

派住民、反対派住民、環境保護団体、将来世代の

6つ のグループに分かれ、それぞれの 「役割」に

なりきって、議論をおこないました。

各グループで作戦会議の後、「行政」は公平な

立場に徹し正確な情報提供に務め、最終判断は住

民投票に委ねるとする 「村長」のあいさつから

「エコ・ロールプレイ」は始まりました。「電力会

社」は、原発の安全性を強調し、エネルギーの安

定供給のため原発建設は必要と 「住民」に理解を

求めました。これを受け 「賛成派住民」は、雇用

拡大や補助金による公共事業など、地元にもたら

されるメリットは大きいと主張。「将来世代」は、

エネルギー消費量を見直した上でなおも原発が必

要とされるのであれば、将来クリーンエネルギー

に転換することを条件に建設することを提案 しま

した。これに対して 「反対派住民」からは、建設

そのものが環境に与えるインパクトは大きいし、

将来クリーンエネルギーに転換するとしても巨大

な原発施設の後始末はどうするのかと反論。また

「環境保護団体」は、航空機の落下による事故や

人為的なミスに起因する事故の可能性を指摘 しま

した。

こうして楽しい雰囲気の中、エネルギー問題や

環境倫理について活発な意見が交わされ、普段の

自分自身の主義主張から離れて 「役割」を演 じる

ことで、多様な立場や意見、価値観を理解するこ

との重要性に気づくきっかけにもなったようです。

その後のフリーディスカッションでは、環境倫

理を踏まえて、「循環社会」の目指す方向につい

て話し合いました。20代から70代までの幅広い年

齢層の参加者を得て、活発な世代間議論が展開さ

れました。主な発言の要旨は以下のとおりさ

○私の通う大学は、24時間冷暖房完備でコンピュー

タも自由に利用できる。学内の環境サークルの調

査では、全国の大学で最もエネルギー使用量が多

かった。利用時間を制限すれば確かにエネルギー

使用量を減少させることができるわけだが、個々

1998年12月号

の学生にとっては、そのメリットを実感すること

が少ないため、積極的な取り組みにはつながって

いない。これは、家庭でこまめに電気コンセント

を抜くとか、コンビニの営業時間を短縮するなど

という問題にも共通する感覚ではないかと思う。

(若者世代)

①どのような社会が必要かを考えるべきだ。「循

環社会」について具体的な目標像を示さなければ、

権力の座にある者へ働きかけても実現性がなく意

味の無いものに終わってしまう。とはいえ、「循

環社会」とはどのような社会なのか分からない。

(若者世代)

○戦後日本は 「アメリカを目指せ。/」 が目標だっ

た。今後どのような社会が必要か、また 「循環社

会」とは何かについては、既存の手本は存在 しな

い。消費社会に代表される20世紀の文明はアメリ

カがリードしてきた。日本はこれからの新 しい文

明の創造をリードすべきだ。(大人世代)

①過剰なエネルギーを必要とする現代社会をつくっ

たのは大人であり、今も大人が欲望漬けの社会を

提供し続けている中で、若者にそれを脱却するパ

ヮーはない。(若者世代)

○若者に期待するよりも、まず大人から変わって

欲しい。第一くだらないことばかり教える大学の

教授陣は問題で、「循環社会とは何か」でも教え

てほしいものだ。(若者世代)

○循環社会をつくるためには、大人も若者 も両者

が行動していく必要がある。ただ若者の行動はイ

ンパクトが大きく、注目されやすい。そうした意

味でも、できることから行動 してほしい。(大人

世代)

第 3部  全 体会

最後の全体会では、各分科会の発表の後、意見

交換を行った。以下のような多様な意見が出て、

会場は大いに盛り上がった。

○第 3分科会で、大学生から循環社会が一体どう

いう社会なのかがわからないという意見が出た。
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循環社会がどういう社会なのか、もっとみんなで

議論していく必要がある。

○ 「考える会」の当初からの会員だが、行動する

か考えるかが常に議論になっているのは好ましく

ない。環境のためには何でもやるべきで、択一で

はない。他のNGOが やっていない行動をぜひやっ

てはしい。

○有機農業の重要性が言われるが、生産は容易で

はない。肥料だけを考えても、20キロの肥料に相

当する堆肥は1ト ンぐらいになる。有機農業はや

らなければならないことだが、その前に都会の方

としてはどう考えるか。

○地球に負荷がかかったり、公共の福祉に反する

ことについては、これはだめだからこうしろとい

うことは大きな声で言うべきじゃないか。人にも

押しつけるべきことがだいぶあるんじゃないか。

○循環社会はやはりわれわれがこれから考えてい

かなければいけない。循環社会になったら果たし

てどうなるのか、やっていけるのかということを

各人が本当にそれぞれの日で考えなければいけな

い。これが 「考える会」の本旨だろう。

○熊本県の天草で自給自足的な暮 らしを約四半世

紀している。私は食べ物を自分自身で作って初め

て循環というものがわかった気持ちがした。多分

循環社会というのは人々が都市での仕事をしなく

てもすむようになり、改めて農的な社会に回帰 し

ていくことのように思う。

全 子

閉会挨拶 (「考える会」代表 加 藤三郎)

どうも皆さんお疲れさまでした。全国交流大会

は今回が3回 目ですが、私の印象では今回がもっ

とも盛り上がったような気がします。来年はさら

にエキサイティングになっていけば非常に嬉 しい

なと思います。先ほど循環社会がわからないとい

う話がありましたが、私なりに循環社会とは何か

というのを出版してみました。しかしこれは私の

一試案にすぎません。今後もみんなで知恵をしぼっ

てやっていきたいと思います。来年またこうして

皆様方とお目にかかって、今日循環社会がわから

ないといったのが、次回はもうちょっとわかるよ

うになればいいなと思います。

うらかた苦労 (?)話

今年で3回 日といえども、会の行事の中ではビッグ

イベントといえる全国交流大会の準備をするのはなか

なか大変である。今回の交流大会を終えて数日後には、

来年の交流大会の話をしているのだから、約 1年 前に

は準備は始まっていることになる。国際会議 じゃある

まいし、あんな小さな会議にそんなに準備期間がいる
のと皆さんはお思いでしょうが、多忙をきわめる加藤

代表のことを考えれば、少なくとも日程は早めに決め

なければならないのである。日程が決まれば次は会場
である。当会の予算と、会の趣旨を考えれば、ホテル

など豪華なところでやるわけにはいかない。そうなる

と、安い公共の施設をあたることになるのだが、 こう
いうところは大抵主婦や退職された方々が占拠 してお

り、予約は静かな戦いなのだ。特に今回の会場は八丁

堀から徒歩 2分 という交通至便の所だったため、予約

開始日の午前 9時前には受付に希望者が並び、 9時 の

チャイムがなると同時に申請書に記入するという、異

様な雰囲気であった。チャイムの音と同時に用紙に記

入するなんて、大学受験以来だったろうか。そういえ

ばあの時、母親ぐらいの年齢の人と予約 したい会議室
が重なり、思わずにらみをきかしてしまった。よほど

私が切羽詰まっているとみて、優 しく譲ってくれた素

敵なおばさまにもこの場で感謝したい。
こうして、箱ができたら、次は肝心の中身である。

当会の会議は長いのが自慢だが、それだけ引っ張るだ

けの材料を揃えなければならない。今回は幸運なこと

に、COP4に 参加された西岡先生からタイムリーな

ご講演をいただくことができた。また各分科会も事前

準備を怠ることなく当日を迎えることができた。 しか

し、どんなに箱や中身を整えても、多くの参加者の熱

気がみなぎって初めて大会が成り立つのである。その

意味で、今回の交流大会はひとまずよかったと言える

が、主催者としてはアンケー トのご意見などを重 く受

け止め、もう準備が始まっている次回の大会の充実に

つなげていきたい。

今回の大会に参加して下さった方 も、また都合で参

加されなかった方も、次回以降の大会を盛り上げて下

さることを今から切にお願いする。 (明)
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参加者のアンケー トから
大会参加者のうち約4割 の方がアンケー トにご協力下

さった。以下、主な意見を紹介する。

①最初の全体会 (代表挨拶、基調講演)に ついて

○どうやってC02の 排出量を減らすのかという具体的対

策が示されなかったのは残念。みんな問題意識は持って

いるのだから、机上の空論で終わらせないことが大事。

○この種の会議でいつも考えるのは、科学的知見に基づ

いた現況と予測から考えられる対策と、これを実効あら

しめる社会制度 (経済的システムだけでなく法的制裁や

枠組み)と の合同研究の視座が欠落しているようだ。自

然科学と社会科学の学際的研究を期待するのは無理なこ

とだろうか。

○ 「考える会」とは 「どう行動するかを考える会」と私

は受けとめている。まず考えることが必要であるが、考

えることはイ子動することを前提としていることをネグレ

クトしないように間口を広げておいて下さい。

○代表は 「循環社会」のみ強調したが、もう一つ 「脱浪

費」も重要なので、資源の浪費を防ぐことも活動の中心

にしてほしい。考えた結果、他のNGO等 でやられてい

ない活動であり、しかもすぐに行動に移した方がよいも

のについては、行動に移った方がよい。

○ 「(人間社会が)20年 、30年程でパンクする」ことを

確信させるのであるなら、もっと強い主張をされても良

いのではないか。質疑の中で発言のあった 「宗教改革に

も似た強い意識改革が必要ではないか」という発言は、

大変共感を覚えました。

○温暖化問題に関する最新データ・情報を得ることがで

き大変有意義だった。

②分科会について

(第1分科会)

○条例案は自動販売機を取り上げたものであるが、この

自販機だけでも実に様々な問題を抱えており、場合によっ

ては法律がからんでくる。廃掃法・容器リサイクル法“・。

良い条例案があっても国法を越えられないことは明らか

であるが、他の法律内容との整合性はどうなるのか ?業

者が国法を盾に条例の無効を訴える可能性がある。

1998年12月号

○少ない時間の議論なので、時間配分に主催者の考慮が

必要。話が突っ込んだものにならなかったのが残念。条

例 (案)を どのように広めていくのかが判らない。

○日本における自販機の普及台数は、調査のとおりであ

り、自由経済の中で過当競争であることは事実ですが、

消費者の需要スタイルの変化、便利性への対応、小売店

の省力化等を考えた時、大きな経済効果をもたらしてい

ます。又エネルギー問題、空容器散乱問題、景観問題に

関してもただ放置しているのではなく、それぞれの業界

団体で積極的に取り組み対応している項目もあります。

しかし、事業者と貴会の意見 ・考え方等は交わらない点

は多々あろうかと思いますが、総てがノーというスタン

スではなく、賛同できる点につきましては大いに協力さ

せていただくつもりです。

○是非、条例案を完成発表していただき、どこかの自治

体でとり上げてもらいたい。

○ 「鎌倉を美しくする会」で美化に取り組んでいる私と

しては景観を壊し、投げ捨ての後始末をさせられ、金属、

エネルギーの浪費をもたらすこの自販機への対応は真に

見直しの第一歩と思われます。それにしても、出席され

た自販機業界の人達が 「生活を守るため」と発言され、

自販機ではありませんが 「人々が求めているから」を名

目にペットボトルをどんどん売り出すメーカー連を見て

いますと、早く環境コストを内部的に織り込んだ価格設

定や、おF出物の事業者責任の明確化といったことが日本

でも法制的に進められる必要があると思われます。

(第2分科会)

020人 で特にテーマをしぼらずに話し合う難 しさを感 じ

た。食と倫理になってしまったという意見があったが、

身近な問題から環境倫理へつながらないもどかしさがあっ

た。

○テーマが大きすぎて焦点がしばりきれず議論があちこ

ち飛んで、分科会としてのまとめも難しいと感じた。い

ろいろと食に関する情報を集められる環境にいるが、総

論についてどの人も合意は得られるけれど、やはり各論

になると主義、主張が異なり、一つの具体的な話に集約

して深く議論できなかったのは残念。
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○食の意味が広範囲にわたったため、議論が拡散してし

まったので、もう少し論点をはっきりした方がよい。

○
“
食
"の

ライフサイクルの見直し。しかし、これは産

業界、特に農 ・牧畜 ・産業とのかかわり合いが大きく、

つまり 「欺蹴」と農業の工業化をスタートに、いろいろ

なコストのかけ方の価値観を一つ一つ検証していく必要

があると思います。

(第3分科会)

○若い人の多くの参加があり、また年令の分布が広がっ

ており、いろいろな意見があり、意義深かった。エネル

ギーの問題は、全ての根幹にかかわるだけに環境問題の

根本と考えられ、本会としても、もっと強力に取り上げ

ていったらどうでしょうか。

○エコロールプレイを体験できて楽しかった。

○日頃、賛成派、推進派、行政などの立場に対し、反対

側の意見を吐き続けて来た自分にとって、推進側は実に

楽な立場であることを実感しました。

Oロ ールプレイは自分の意見と逆の立場で陳述する場合

もあるため、意見交換が表面的で奥までつっこめないこ

とは否めない。

③まとめの全体会 (各分科会の発表、意見交換、開会挨

拶)に ついて

○若者の率直な意見をもっと聞きたい。各世代間の討論

が活発になることを祈念してます。

O若 者の意見がよかった。まるで先進国と途上国の話 し

のようであった。

○世代間分業をするのではなく (この社会を築き終えた

人とそれを引き継いであるいはその社会を打破していく

分業でなく)、自然環境の問題は今生きている人 (生物)

そしてこれから生まれてくる人 (生物)の 問題であるの

で、皆で考えていく必要があると思う。

○宗教的改革、具体的活動の必要性を感じた。

○熊本で農業をやられている中井さんの 「循環社会のイ

メージ」は大変為になった。

○報告以外の発言が面白かった。

④その他、ご意見 ・ご感想をご自由にお書きください

○やはり中高年の集まりでは拡がりがないので若者をい
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かにひきこむか…もう少し考えていくべきと思います。

魅力ある会とするために若者を引き入れる。

○分科会での印象としては、みんなが評論家になってし

まってはこまる。私はどうするかの視点で議論すべきで、

これはコーディネーターの技量である。考えることと行

動することを分けなくてもよいが、「購読会員」の枠を

こえた参加の機会をつくらないと、購読会員で続けるつ

もりはない。いろいろな意見をきけて有意義でした。こ

うした集会をお、やして下さい。平日の夕方というのは時

間的に困難だから、やはり土日にかなり前から予定 して

もらいたい。 1年に1日は少なすぎる。

○女性の参加が少ないのが残念だった。来年はもっとた

くさんの人が参加するといいですね。

○私の意見は全体会で述べた。①
“
考える"と “

行動
"

は並行してやること。②行動のうち重要で他のNGO等

でとり上げられないものは、「考える会」で実行するこ

と。③小生の考える当面必要な行動とは一人一人が実行

できることを実行することができる枠組みと内容をつく

り上げること。

○具体的対策を考えることが必要。机上の空論で終わら

せたらもったいない/

○平素よく言われる 「我々は後長くないから、若い人達

によく考えてもらって」という言葉は極めて無責任に聞

こえてよくないと思っていたが、案の定、若い人から反

発が出た。確かに 「安楽 ・自由の中にどっぷりつけて育

てられて、今節約と言われても」という声には反論の余

地がない。しかし我々もついここ10～15年位しかこの地

球の危機の話を聞かされてこなかったし、知らなかった

のだ。戦後、復興に懸命になり、追いつき追い越せでやっ

と欧米に追いついたと思った途端、「地球の危機」で、

戸惑うのは若い人達ばかりではないはずだ。終戦の時で

はないが、何かまたもや価値観の大転換が求められてい

る。しかし、高度成長からバブルヘと日本は勿論世界全

体が行き過ぎてしまった。生活が過剰になり過ぎたこと

は事実なので、高齢者も若い人も一緒に環境に合わせた

社会の実現に努力すべきだ。そのための 「循環社会創造

の条件」に示されたご提案には大賛成で、今後貴会の活

動が貴重なガイドポストであり続けることを切に期待す

る。
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