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グリーン経済部会活動について

開催 日時 :平 成 16年10月 2日 (土)

14 : 00-17 : 30

会  場  :人 事労政会館 (東京都 品川 区大崎)

参加者  :約 70人

グ リーン経済部会は平成15年8月 28日に第 1回

部会を開いて以来 これまで15回、その他 グループ

会議が今年 1月 か ら数回以上重ねた結果、先 日全

国交流大会でその成果 を発表す ることができま し

た。 1年 間多 くの議論 と数々の レポー トを行なっ

たメンバー としては、今までの総括 と課題の整理、

そ して今後の方向性 を決める有意義な発表になつ

た と思います。また、参加者の皆様 にも、グ リー

ン経済の重要性 をご理解頂けたことと思います。

そ こで、参加できなかった会員の皆様のために

も、そ して当 日の説明不足を補 うためにも、全国

交流大会で発表 した概要を報告 したい と思います。

第 1回 部会の時、代表 よ り現代の大量生産 ・大

量消費の時代はその限界がきてお り、将来性は非

常に乏 しく、グ リー ン経済の必要性は益々高まっ

てきているとい うお話 をいただきま した。また、

同時に部会の特性 を活か し、生活者の レベルでグ

リーン経済を考え、市民の立場か らグ リーン経済

実現のための提言ができれば と部会の 目標 もいた

だきま した。初め数回の部会は議論が錯綜 しま し

た。何 を議論 してい くのか、何か ら議論すべきか、

どんな提言ができるか等話は尽 きませんで した。

回を重ねる内に、問題意識の共有化が進み、また

事務局か らグ リーン経済のイメージ図 (30年後の

くらし)が 資料 として出され、何か 1つ テーマを

とい うことで、100円 シ ョップを例に考えてみま

した。そ こか ら見えてきたものは、生産～流通～

販売～廃棄 とい う商品のライフサイクルか ら見た

環境負荷の不透明性、それを無視 した価格 と廃棄

コス トの市民への転化、そ して、生産拠点のグロ

ーバル化に伴 う環境破壊の増進等で した。その結

果、100円 シ ョップ といった一つの事象 を捉 えて

グ リーン経済を議論す るよりも、グ リーン経済に

してい くには身近な問題の どこか ら変 えていけば

よいのか とい う切 り口に変わってい きま した。

そこで、部会メンバーが決めたテーマ とい うのが

「食 と農」「働 き方」「グローバル経済VSローカル経

済」「経済手法」の 4つ で した。その他 にも、エネ

ルギーや教育 といったテーマ もあげ られま したが

どれ も4つ の中で議論 され るものなので、先ずは

これ らで進 めてみることにな りま した。

では、各グループのテーマが何故それがグ リー

ン経済に必要なのかを説明 したい と思います。

先ず、 「食 と農」のテーマですが、私達が食べ

る野菜や肉、魚 と言つた食糧のほとん どが海外か

らの輸入に頼つています。現在の 日本の食糧 自給

率は40%を 切 るところまで低下 しています。その

一方で、BSEや 鳥インフルエンザ、農薬汚染 とい

った脅威 にも直面 しています。輸入食品に依存 し

外食化が進み、大量の残飯 を生み出 している現代

社会は、持続可能な社会システムか ら非常に遠い

のではないで しょうか。また、食 を基本 として形

成 されてきた文化や環境倫理 ・価値観 といったも

のまでもが、経済発展のもとに大きく歪め られ、

失われてきた と思います。やは り、グ リーン経済

を実現 してい くためには、食 は避 けては通れ な

い課題ではないか とい う結論にな りま した。

では、「食」だけでよいので しょうか。安全で健

全な食 を求めよ うとすれば、 どうしても生産まで

追求 していかなければな りません。 日本の農業事

情を見れば、それが崩壊 しつつあることは明 らか

です。農家の高齢化、後継者不足、減反政策によ

る土地の疲弊 と、環境面か ら見ても農 をグ リーン
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経済に していかなければな りません。そのよ うな

考えで 「食 と農」を結び付け、グリーン経済を実

現す るための提言を探っていこうとい うことにな

りました。

次に 「働 き方」です。今まで私達は持続可能な

経済を考える場合、生産 され る商品ばか りを見、

働 く側の問題 としてグ リーン経済を議論 してきま

せんで した。持続可能な経済が成 り立つためには、

持続可能な働 き方 (グリー ンな働 き方)が 必要で

はないか と思ったか らです。サー ビス残業や過労

死を招 く働 き方ではな く、健康的で文化的な人間

性 を尊重 した働 き方がグ リーン経済を成立 させ る

ための重要な条件ではないだろ うか と考えま した。

フ リーターの増加や少子化 とい う労働 を取 り巻 く

社会問題は、もはやその事象を追って解決 してい

くのではな く、グ リーン経済を念頭において幅広

い視点か ら対策 を講 じていかなければな らない時

代に来ているのではないで しょうか。

3つ 目は 「グローバル経済VSローカル経済」で

す。部会当初 よりこの問題は幾度 となく議論 され

ま した。エネルギー問題や、世界的な貧困、グロ

ーバル金融による地域経済の破壊等、グローバ リ

ゼーシ ョンが新たな世界の流れ となった今、グ リ

ーン経済は どこで どのよ うに成 り立つのかを探っ

てい くのが、このグループの課題です。そ して、

先にあげた 「食 と農」 「働 き方」は ともにローカ

ルな部分が中心です。 グ リーン経済がローカルな

地域で成 り立つ としてもグローバルで環境破壊が

進んで しまえば意味があ りません。 グリーン経済

をグローバル化 していかなければ、地球的に持続

可能な社会は築いていけない と思います。 グロー

バ リゼーションの特徴を良く読み、メリッ ト・デメ

リッ トを使い分けていかなければ、折角の 「食 と

農」 も 「働 き方」 も活か されてこない と考えます③

最後は 「経済手法」です。環境税 に しろ、地域

通貨に しろ、拡大生産者責任 に しろ、過去に何度

も議論 されてますが、実現は遠 くに感 じます。理

由は色々あると思いますが、部会で注 目したのが

「経済合理性」で した。そ してこの原因がグ リー
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ン経済の成立に深 く関つてきてい ると思います。

「食 と農」「働 き方」「グローバル経済」の 3つ のグ

ループにとって非常に現実的な意味合い と関連 を

持 ったテーマであると考えます。

以上、グ リーン経済を探求 してい く上で、各テ

ーマが非常に重要であること、また、それぞれ 4

つが強い繁が りをもつていることはお分か りいた

だけた と思います。

最後に今まで議論を進めて来て、 自分な りに 3

つにまとめてみま した。一つ 目は、 グリーン経済

は、市場経済 と排他的に存在す るのではな く、市

場経済の中でグ リーン経済が成 り立っていかなけ

ればな らないことです。お互いの経済システムが

うま く機能 してい くことが、
一刻 も早 く持続可能

な社会を実現できる唯一の方法ではないで しょう

か。二つ 目は、グリーン経済は物理的 ・生態的に

持続可能な地球環境を作 ることではなく、人間が

将来的にわたって持続可能な幸福な生き方ができ

る社会を創 ることです。人間まで もが地球環境の

為に犠牲になってはいけません。そ して、最後に

グ リーン経済の本質は、価値観の多様性 を認 め、

人間性 を追求す ることです。世界が益々グローバ

ル化 している現在、人種 を超 えた人々の価値観の

多様性 をどう認めてい くかが早急の課題になって

お り、多様性 を本質 とす るグ リーン経済の必要性

は益々高まって行 くと思います。また、グリーン

経済の本質が人間性の追及にある限 り、人間性 を

まった く見落 としている市場経済の暗部が広がれ

ば広がるほど、グ リーン経済に光が当 り、多 くの

賛同が得 られ ると思います。そ うなった時、真 に

持続可能な社会を人の手で創 りだせ るのではない

で しょっか。
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□固□□因園

パネルディスカッション ～グリーン経済を探る

加藤 :議論に入 る前にまず、前提をお話 したい。

グ リーン経済を 「持続可能な社会を支える経済」

と定義 しているが、私たちは、基本的に 日本社会

を中心に グリーン経済を考えてきたっただ、 日本

は世界 と経済的にも政治的にも繁がつているわけ

で、世界のこともある程度は考えざるを得ない と

考えている。

藤村 :これまで、グ リーン経済 とは何か とい う大

上段 か らの議論 を して きたが、そ うではな くて

「食 と農の視点か ら見たグ リーン経済」 とい うよ

うに、個別のテーマか らグ リーン経済の要素を出

して、それを積みあげよ うとい うことになった。

石川 :市場経済の中での経済を想定 しているのか、

排他的な経済を想定 しているのか。

藤村 :グループの中に も市場経済をグリーン化す

ることを考えている人 と、市場経済 とは別の経済

を想定す る人の双方がいる。

会場 :市場経済は否定 しないが、エ コマネーな ど

のよ うに、グローバル経済 とローカル経済は十分

共存できる。市場経済で出てきた問題 をその中だ

けで解決す るのではな く、市場経済 とは異なる友

愛的な仕組みが共存す る経済ができればいい。 日

本だけでな く、世界で持続可能な社会 を実現 しな

い と意味がない とい う意見 もあるが、 日本は世界

の縮図のような国である。 したがつて、 日本で持

続可能な社会を実現できれば、世界に広げていけ

るのではないか。 日本でその実験ができれば、世

界に対 して持続可能な社会のモデルを提供できる。

石川 i持続可能な社会のモデルを示す ことは有意

義ではあるが、忘れてはいけないのは途上国の貧

困問題。 もし、 日本で他国に依存 しない経済を達

成すれば、現在 日本向けに食料を生産 している国

は どうなるのか。そこを考えるべきではないか。

藤村 :今 の経済のグ リーン化 と共に、違った要素

も加 えた経済が私達の言 うグ リーン経済だ と私 自

身は思 う。途上国の話が出たが、 日本やアメ リカ

のよ うな大きな国が循環社会になることによって、

世界 も大きく動いてい くとい う視点で、 とりあえ

ず 日本社会を考えてきた。 これに対 し、途上国 も

考えるべきだ とい う意見が出たわけだが、この辺

りのことについて どう思 うか。

会場 :貧 困は経済だけでは救えない と感 じている。

教育、人 口対策、雇用な ど、経済的な政策だけで

な く、社会的な政策を組み合わせ る必要がある。

従って貧困の問題は、グローバル経済の視点だけ

では解決できない。一方、グ リーン経済を考えた

時に、海外で作 られた野菜は、生産や物流段階で

大量のエネルギーが使われているとい う意識 を 日

本人が持つ ことは必要だ と思 う。貧困を救 うには、

経済協力 と同時に他の政策を使 えばいいのであっ

て、環境政策は大いに行 っていい と思 う。

会場 :世界にとつて、最大の問題は貧困である。

途上国の貧困の多 くは、世界の巨大企業の経済シ

ステムの中で固定化 して しまっているが、先進国

の中でルールを守る企業をサポー トし、守 らない

企業をボイ コッ トすることは政府 ではできない。

それは消費者や市民がや ることだ。だか らこそ、

CSR(企 業の社会的責任)カミ注 目され、企業の行

動を世界中の人々が注視 している。従つて、企業

行動をウォッチ し、ルール を守 らない企業には退

場 してもらうこともあ り得 る。そ うなれば、退場

させ られた企業で働いていた人は職 を失 うとい う

問題が出て くるが、ルールを守 らない企業が退場

することに意義がある。ルールを守 る企業が世界

の貧困を救 う活動を本業の中でや るべきだ。

石川 :過去に、ナイキが途上国の工場で児童を就労

させていた問題で、消費者の不買運動に発展 したこ

とがあった。ナイキが していたことは、よくないこ

とで、それをやめさせるためには、不買運動は有効

であると思 う。ナイキを退場 させることによって、



企業の選別が進み、別の企業が代わ りに出てきて、

雇用が減 らないのであれば、問題はない。ただ、実

際に不買運動を行つている人々は、そこまで考えて

いないのではないか。そこに疑間を感 じざるを得な

い。やは り、本当の問題は貧困にあるのではないか。

藤村 :これか らは 日本 をグ リーンな経済に してい

くだけでなく、 日本が影響を与える国々に対 して

も、持続可能な社会を実現できるような方策を視

野に入れつつ、活動 してい く必要がある。最後に、

グ リーン経済の中にこの視点だけは入れた方がい

い とい う意見があれば出 してほ しい。

会場 :エ コマネーの議論がもつとあつてもいい。

藤村 :エ コマネーについては、部会の議論の中で

出てきた。ただ、エ コマネー 自体が 目的ではなく、

エ コマネーを通 じてコミュニテ ィーをより強いも

のに してい くとい う視点で考えてきた。

会場 :これまでは欲望のままに消費 してきたが、

これか らは足るを知 るとい うよ うな心の持ち方が

大事になる。例えば、途上国の人が一人一台 自動

車を持つ と地球はもたない。そ うす ると、 自動車

は一人に一台必要ではなく、公共交通機関で事足

りるとい う考え方がでて くる。だが、一方で 自動

車の需要が減 ると、 自動車産業に携わる何百万人

とい う人が職 を失 うことになる。持続可能な社会

を 目指すには、このようなことも含めた教育を行

い、 どうすべきかを考えていかなければな らない。

経済を支える私達の心の問題 とい うことで、そこ

まで範囲を広げて、グ リーン経済を考えてい く必

要がある。

柴山 :デ ンマークは、水力や風力を重視 し、化石

燃料 を減 らしてい く政策をとつてお り、国家 とし

ての戦略を明確 に位置づけている。 日本がなぜ戦

略を描 けないのか とい うと、市場経済の競争原理

の社会の弊害が見えて くる。 したがつて、今後の

グ リー ン経済部会では、 どう展開 して、解決策を

出 してい くかが重要になる。

石川 :こ こで、市場経済を定義 しておきたい。私
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は、英米型のグローバル化 してい く経済だけでな

く、EUや 日本、中国な どの経済の共通部分を市

場経済 と定義 している。 この定義では、エ コマネ

ー も市場経済に入 る。従って、それぞれの経済に

共通 し、市場経済のベースにあるものまで否定す

ることはできないのではないか。そ して、市場経

済の基盤か らまった く異なる経済を作ることは、

不可能に近いのではないか。

柴山 :グ リーン経済の中で働 き方について議論 し

てきたことは、果た してよかったのか。

藤村 :私 が提案 したのだが、単純に経済活動 を行

うのは人間なので、人間が どの様 に働 くかを考え

ることは必要だ と思 う。

石川 :例 えば、燃料効率がよく、環境負荷が少な

い 自動車を開発 した としても、利用者が負荷が少

ないか らといって、利用回数を増やせば、 ト ータ

ルの環境負荷は変わ らない。 よく考えてみ ると、

需要者がグ リーンになれば全ては解決す るのでは

ないか。そのためには、生活 自体をグ リーンにす

る必要がある①そこで、働 き方が非常に重要にな

つて くるとい う印象を持った。

会場 :埼 玉のある塗料会社では、毎年の売上を数

%減 らしつつ雇用は増やす とい う目標 を立ててい

る。福利厚生制度 として、社員全員が一
家族分の

食料を作るのであれば、会社が農地を確保 し、週の

うち3～4日は就労 として、後は農作業に充てるこ

とができる。 これ も働き方の一つのモデルである。

加藤 :我 々の活動の一つ一つがやがて 日本の経済

体質を変えてい くことにつながるのではないか。

そ うい う志をもつて今後 も活動を続 けてい くので、

今後 も我々の活動をサポー トしていただきたい。
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