
2005年全国交流大会

1 0月15日 (土)、 中央大学駿河台記念館において、全国交流大会を開催 しま した。12年目のテー

マは、 「グリーン経済に向けた提言とその広め方」。この提言は、当会が平成15年8月 に 「グリー

ン部会」を立ち上げて以来、議論を重ねてきたひとつの成果です。

当日は、非会員を含む約60名の方々が参加 し、グリーン経済を取 り巻 く様々な問題について、活

発な意見交換がなされま した。

今後は交流大会での議論を受け、提言をブラッシュ ・アップしたうえで、広 く世の中に訴えかけ

るとともに、実現に向けた動きも展開 していきたいと考えています。

プログラム

◎代表挨拶 :環境文明21代表 加 藤三郎

◎グリーン経済を成立させるための10の提言案の紹介 :全体説明 :座長 柴 山徳一郎

① 「食べる」こと―食と農の視点から―:小林節子

② 「働く」こと―働き方の視点から―:藤村コノヱ

③ 「買う」こと―グローバル経済と地域経済の視点から―:工藤泰子

④ 「支える」仕組み ―適正な規制と経済的手法の視点から―:大西悟

◎提言へのコメント 藤 野純― (国立環境研究所)

◎グループ討議と発表

グリーン経済部会からの提言

(座長 :柴 山徳一郎)

平成 15年 8月 か ら、環境文明21のなかに 「グ リ

ーン経済部会」を立ち上げ、 2年 の歳月をかけて、

地球環境の維持 ・保全を前提に、持続可能な社会

をつ くるための経済システムの条件 を議論 してき

ま した① この度、その成果を、 「グ リーン経済を

成 り立たせ るための10の提言案」 としてまとめま

した。

提言案は、NPOと して、また生活者でもある一

市民としての立場を活かすため、わか りやす く身近

な ところか ら、持続可能な社会を実現す るために

創 り上げた ものです。具体的には 「食べ ること」、

「働 くこと」、 「買 うこと」、そ して、それ らを支

える 「制度」の視点か ら提示 しています。 10の提

言は、それぞれ別々ではな く、10個で 1つ の提言

であると考えています。 10の提言がそれぞれ繋が

って関連性 をもつて 「グ リーン経済」が出来 ると

考えています。

もちろん、 どんなに上手に提言が書けた として

も、それで 「グ リーン経済」が実現す るとは考え

てお りません。
一人ひ とりが変わ らなければ、社

会は変わっていきません。そのためにNPOとして

この提言を広げていきたい と考えています。共感

された皆様のご協力を期待す るところ大です。

|ダリかヵ後靖̀▲
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「食べる」ことからの提言
「食と農」グループでは、 「日本が将来にわた

って、心も身体 も健全で、安心 して食べていける

ような食 と農を求めて」 とい う取 り組みの目的を

最初に決めて、各自作業を進めてきました。今回

のとりまとめに当たっては、環境文明21としての

独 自性は何か、生活者 。消費者 として市民の立場

でどう関わつていくのかとい う視点に立って、次

のような二つの提言をまとめました。

提言 1.日 本の生きる基盤を確保するために、食

料自給率を大幅に高めよう。

提言 2.地 産地消を進めて、日本の気候風土に合

つた食生活をしよう。

提言 3.農 業の価値を再認識 し、若者が安心 して

農業に 「就職」できる仕組みをつくろう。

これ らのこつの提言は、グリーン経済部会で討

議 してきた 「グリーン経済の要件」を満たすよう

な提 古内容 となっています。 「食 と農」での 「グ

リーン経済の要件」としては、①環境が保全 され

ること、②固有の文化が保全 ・創出されること、

③心 も身体 も健全な食生活をして人間性が保持 さ

れること、とい う工つの要件を挙げています。

提言 1に ついては、日本の食料白給率は 7年 連

続で40%に とどまってお り、梅めて低い状態ですの

で、もしも気候変動による世界的な農産物の不作や

国際紛争などの不演Jの事態によつて、食料輸入が断

たれるようなことがあれば、日本の国民は生きる基

盤を失 う危険性があります。高度経済成長は環境破

壊 と同時に国民の食生活にも甚大な影響を与えまし

たので、ここでは食料 自給率回復のひとつの目安

として、大気汚染や水質汚濁などの環境汚染が全

国的に顕在化する前の、昭和40年代前半の自給率

である60～70%へ 回復することを提言 しています。

提言 2は 、食料 自給率が低下した主な原因は、

パンや油を使った洋風料理が増えたことにありま

すので、ご飯中心の 日本の気候風土に合った食生

活をしようとい う提言です。 これは環境にも健康
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にもよく、食 文化 も継承 され るとい う、グ リーン

経済の三つの要件にもかなっています。

提言 3に ついては、これまでの 日本社会は農地

を持たない非農家出身の若者は、民間企業や官公

庁に就職す るの と同列に 「農業に就職す る」 とい

う選択肢はあ りませんで した。その結果、農業就

業者が大きく減少 し、耕作放棄地 も増 えている状

況ですので、 日本の農業を持続可能な もの とす る

には、将来を担 う若者が、農家出身でない人も含

めて、安心 して農業に 「就職」できる仕組みをつ

くろ うとい う提言です。

全国交流大会のグループ討議では、このよ うな

提言に対 して、次のよ うな意見が出されま した。

・国際的な情勢や健康管理の面か らみて も、 日本

食を中心 とした食事が大事。各々がライフスタイ

ルを見直 して、食の現状 を意識 した生活を しよ う。

・農業に興味を持っている若者はた くさんいる。

農業で生計を立て られ るよう、 さまざまな立場の

人が提 言3の 実現に向けて取 り組んで欲 しいc

・世 界中か ら食料輸入を していることは、食料中

の水 も輸入 しているとい うことG世 界的な水資源

不足の中で、こうい うこと()いずれ問題になるら

・農村か ら都市への農作物の移動、都市か ら農村

への廃案物の移動 ・有効利用な ど、食に関わる物

質の流通が循環 しているか見てい く必要がある。

・国産農産物を安 く買える仕組みづ くりが必要。

成功 している自治体 もある。

・1反 の土地があればコメと野菜を作 り、家族 4

人が食べていける。 自給 自足できる法整備が老、要。

今後の課題 として、全国交流大会で出 された意

見 も含めてみ ます と、環境文明21と して問題の本

質は言ってい くものの、多 くの市民は論理では動

かないので、市民の 日常生活や感性 に訴え られ る

方法をとるなど、 どうした ら多 くの市民や子 ども

たちに広げていけるかがrTR題と言えます。

(小林 節 子)



□回□□因園

「働く」ことからの提言
働 き方 グループでは、経済活動 を支えているの

は 「人」であ り人の働 き方が変われば経済の内容

も変わる、人の働 き方が持続可能なものになれば

経済 も持続可能な経済、すなわちグ リーン経済に

変わるとい う視点か ら3つ の提案 を行いま した。

提言 4.自 らの収入のためだけでな く、家族や地

域 ・社会、次世代の人々などが幸福にな

る働 き方を しよう。

現在は 「金が全て」の画一的な価値観が蔓延 し、

働 くことも 「お金のためだけに働 く」事が当た り

前になっています。そのため働 くことに夢や希望

が持てず労働 に対す る意欲が低下 し、若者の間に

はフ リーターやニー トが増加 し続 けています。働

くことの本来の 目的は 「自らと社会を豊かにする」

ことです。その本来の 目的や意味をもう一度 一人

ひ とりが見直 し、その姿を若者に見せていくこと

で、個人 も、経済活動 自体 も人間主体のグ リーン

経済にかわるきつかけをつ くりたいものです。

提言 5。 働 き方の多様性 を認め、その労働に対 し

て社会的にも正当な評価が行われるよう、

人間性重視の評価制度 を導入 しよう。

大量生産システムの中で、人々の労働 は規格 ・

標準化 され、企業 も日本社会 もGNPと い う数値 目

標 を達成す るため、ひたす ら効率性 を求める働 き

方を人々に強いてきま した。 しか し労働の 目的は

多様であ り、個人により、年齢により違っていい

はずです。 さらに、例 え個人の考え方が提言 4の

よ うにかわって も、企業や社会がそれ を受 け入れ

なければ実現 しません。そ こで従来のよ うに、定

量的な数値 目標や効率性 ・経済性だけで評価す る

のではな く、もっと多様 な評価軸で個々人の労働

を評価す るな ど、多様な働 き方を可能にす る制度

や仕組みを作ろ うとい う提案です。

提言 6.男 女共に、安心 して次世代の担い手であ

る子 どもが育て られる働 き方を しよう。

男女雇用機会均等法ができたものの、雇用、給

与、昇格等労働条件は今だ男性に有利な ものです。

一方、 「お金のため」の労働の結果、男性 t)女性

も労働時間が増 え、家族、特に子 どもに大きな犠

牲を強いています。お金でモ ノは買い与えられて

も、会話が少な くなった り、満足な食事を作って

やれないな ど、子 どもの心身の健全な発育を阻害

す ることもしば しばです。 こうした状況は少 子化

の大きな要因でもあ り、個人 ・家族の持続性だけ

でな く、社会の持続性の観点か らも人間題 です。

以上の提案を受けて、参加者によるグループ討

議では次のような意見やアイデアが出 され ました。

・ 「2025年の社会に対す る願い」についてのアン

ケー トの結果、 「勝ち組にな りたい」が3～4害J、

「収入はほどほどでスローな生活を」が6～7害t。

しか し、環境志向で も周 りの環境ではな く自分が

どうい う生活を したい とい う傾向が強かった。

。大企業では、能力が違 うのに同 じ軸で しか言十れ

ないのが現状。

・フ リーターで もいいか ら自分の趣味を重視 した

い人がいる。 しか し、フ リーターにな らな くても、

給料 よ り趣味を重視す る人向けの対応ができるの

ではないか。

・自分の会社では、面接のときに 「店を持 ちたい」

「店長にな りたい」 とい う目標 を聞 く。また従業

員が労務士 と話 し合い 自ら等級制度 を作った とこ

ろ、離職率が低 くな り、不平不満が少な くなった。

また、提案の広め方 として、 「子 どもの頃か ら

様々な職業や働 き方があることを知って もらうこ

とが大切」 とい う意見や、 「戦後の復興期か ら経

済成長期にかけては、食 うため、回や暮 らしを物

質的に豊かにす るために働 き、精神的な余裕はな

かったが、成熟 した社会になった今 こそ、多様な

働 き方ができる時代になったのではないか。人間

らしい生き方をす るためにも働 き方を一度見直す

必要があると思 う」 とい う意見 も出され ま した。

(藤村 コ ノエ)



「買う」ことからの提言

グ ローバル経済下の地域経済 を守 り育

てる視点か ら

情報通信、交通運輸、金融 システムがここまで

発達 した現在、経済のグローバル化はもはや避 け

ることはできません。 「自由な市場原理」の もと

で巨大な資本が世界を席捲 し、利益至上主義の経

済活動は、各地で 自然環境、社会環境、地域経済

に対 して深刻な影響を与えています。 このよ うな

経済のあ り方は持続不可能であ り、変えていかな

くてはな りません。私たちは市民の立場か ら、グ

ローバル経済をグリーンに し、それ と共存できる

運 しい ローカル経済を育てるための方策を、 「買

う」 とい う視点か ら提案 します。

提言 7,買 物が地域や世界の環境と暮 らしに影響を

与えることを意識 した賢い生活者になろう。

グローバル化が進展す るにつれて、私たちの生

活は国内外の他地域の産物や製品に大きく依存す

るよ うになってきま したが、それ らの背後には企

業の利益追求による自然破壊、乱獲、奴隷同然の

過酷な労働 な どがあることも少なくあ りません。

その揚合、消費者は知 らぬ間に購入 とい う行為を

通 して生産地の環境破壊、生活破壊 に加担す るこ

とになって しまいます。そ うな らないために、商

品についての詳 ししや情報開示 を求め、それが生産

地の 自然 ・社会 ・経済や地球環境に与える影響 を

考慮 した上で購入 を判断 しま しょう。また、企業

の環境や社会に対す る姿勢や取 り組みを知 り、評

価 しま しょう。企業の姿勢に一票を投 じる買い物

をす ることが、グローバ リゼーシ ョンの負の側面

を変えてい く原動力になつていきます。

提言 8 地 域の個性 と伝統文化を大切に し、それ

を根 つこに持つ地域経済 を育てよう。

地域の環境 と地球の環境、そ して人々の暮 らし
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が健全に営まれてい くためには、グローバルで強

大な経済に呑み込まれない、月ヽ さくても自立 した

地域経済を守 り育てる必要があ ります。その中で、

それぞれの地で育まれ伝 えられてきた伝統文化や

芸能の重要性 を再認識 し大切に しよ うとい う思い

を取 り戻す ことは、直接的ではな くとも地域に固

有な持続可能な生活や経済のあ り方を見極め、活

性化 してい くための根っこになるもの と考えます。

その上で、地域にあるものを地域で循環的 ・持続

的に利用す るとい うスタイル、た とえば農林業の

復活、地域の再生 可能エネル ギーの利用な どを定

着 させていくことにより、地域の活性化 と自立を

実現 していけるのではないで しょうか。

グループ討議で話 し合われたこと (提言の

具体化に向けた今後の課題)

。提言 7を 実現 させ るには、まず 「知 る」ための

手段 を得 る必要がある。そのためには、信頼のお

けるNGOな どが商品を調査 し、評価す るよ うな仕

組みがあると良い。 またマーケ ッ トの選択幅を広

げ、買い手狽Jが作 り手側に意見を言 える場や仕組

みがほ しい。

・世界の発展途上国 と先進国の関係の縮図が国内

の都会 と田舎に見 られ る。地産地消をすすめ、地

域経済を活性化す るには、住民が 自分の地域 に対

す る愛着や誇 りが重要。開発に対 して抵抗できる

ところは 自分のまちに誇 りを持 ち、住民のコミュ

ニケーシ ョンも良好。ひ とごとにせず、住民一人

ひ とりが1参加 しイ子動 してい くことが必要。

な ど、た くさんの意見があげ られま した。 また、

これ らの提言を実現 してい くためには、一人ひ と

りの行動だけではな く、 リーダーシップや しくみ

づ くりも重要であることを痛感 しま した。

(工藤 泰 子)



□回□□因園

「支える」仕組みからの提言

適 正 な規 制 と経 済 的 手 法 の 視 点 か ら

これまでの提言は 「食べる」、「働 く」、「買 う」 と

い う生活に根 ざした観点からのもので した。それに

対 し、「適正な規制 と経済的手法」グループでは、

地球温暖化対策などグローバルな視点に立ち、それ

らを「支える」仕組みの視点から提言をまとめました。

提言 9.予 防原則に基づいて適時 口適切な規制を

行 うこと。特に、C02に ついては、固定

日移動発生源に対する排出規制を早急

に検討 しよう。

環境文明21では、会報な どを通 じて、温室効果

ガスによる地球温暖化の問題の重大性について訴

えかけてきま した。現在までに様々な科学的な知

見が蓄積 されてお り、政治 レベルでは欧州等を中

心に数 10%の 削減が叫ばれ、具体的な規制策が提

示 され始めています。 日 本においても、予防原則

に基づき、地球温暖化、そ して大規模な気候変動

に対 して早急に適切な対応 をす る必要があ ります。

そのために、二酸化炭素の固定 ・移動発生源 に対

して、まずは大気汚染防止法による規制の当否を

含 め、早急に検討すべきだ と考えます。

提言10.地 球環境時代に相応 しい税制 ・排出量取

引制度などの経済的手法を確立 しよう。

「グ リーン経済」を築 くうえで、経済的手法は

決定的に重要な役割 を果た します。具体的には、

次の 3つ の施策について早急に実施 を検討す るこ

とを求めます。①道路税制 ・料金制度の抜本的な

見直 しと環境税の導入 (車の走行段階の重課お よ

び取得 ・保有段階の軽課、有料高速道路や駐車場

の料金格差の導入)、②再生可能エネルギー普及政

策の導入 (再生可能エネルギー使用 目標値の大幅

な増加、炭素税な どの化石燃料に対 し、一定量rjR

税、大規模エネルギー利用施設での、
一定量以上の

使用義務付 けと証券化市場を創設、排 出量取引制

度の速やかな確立)、③拡大生産者責任 (EPR)に基

づいた経済システムの転換 (収集義務率の設定、再

生利用容器包装への回収支援金と3R負担金の導入)

グループ討議で話し合われたこと
。世界や 日本の状況について、 しつか りと情報発

信す る必要がある。例えば、欧州各国のガ ソリ

ン価格は 日本 より高い事実。そ して、欧米が主

導権 を握 る規制強化や経済的手法の導入におい

ては、欧米企業 よりも日本企業の貢献が大 きい

といった事実。 これ らを積極的に伝 えてい く。

・適正な規制を していけば、 さらに環境 に配慮 し

た技術が発達す るのは明 らかである。 日本企業

は、規制強化をビジネスチャンス と捉 えてい く

べきである。そ して、その流れ を後押 しす るた

めに、行政 ・政治家 も国際的にイニシアティブ

をとることも重要。

・提 言の実現に向けては、議員に直接働 きかける

のが一
番である。欧米や韓国のよ うに、NGOが

政策を立案 し、政治家が議員立法化 してい く仕

組みを構築 してい くことが望ま しい。本提 言を

積極的に議員に訴えかけてい くべき。

その他、個別の提言に対す る意見 も多数あげ ら

れま した。また、今後は、 「食べ る」「43Jく」「買 う」

視点か ら出された提言を実現す るために必要な仕

組みについて検討 してい くことがrTR題として提起

されました。 (大西  悟 )

グループ討議の様子



□固園□因園

市民が作る持続可能な社会に向けた新しいルロル作り
一 「グリーン経済に向けた提言とその広め方」に参加して 一

藤 里予 純
―

 (ふ じの じ ゅんいち/国 立環境研究所 社 会環境システム研究領域 主 任研究員)

この交流会に参加 して、市民の方々の現在の経

済の仕組みに対す る不満 を強 く感 じた。 日本の一

人当た り名 目GDPは米国に次いで世界2位であるが、

豊か さの実感 とはかけ離れているとい う。なぜだ

ろ うか ?

お金は、家計 ・企業 ・政府の間で ぐるぐると回

つている。家計は、企業に労働 ・資本 (貯金が銀

行 を介 して企業に投資 された場合 も含めて)等 を

提供 し所得を得ている。企業は、労働や資本 を使

って財 ・サー ビスを生産 し利潤 を得 る。政府は、

家計や企業か ら税を徴収 し、政府サー ビス (治安

等)を 提供する。 「働 くJこ とは家計が企業に提供

している労働のことであ り、その対価で得た所得

で財 ・サー ビスを 「買 う」。その際、政府は 「制

度」に則 つて政府サー ビスの提供 ・税の徴収 を行

う。 「食べる」は 「買 う」および 「働 く」の一部の

活動である。それぞれが効率的な活動を していれ

ば豊かな社会になるとい うのが経済の原理だ。物

物交換の時代か ら考えると、市場 メカニズムによ

って売 り手 と買い手の間の財 ・サー ビスのや りと

りは非常にスムーズに行われ るよ うになった。大

体の欲 しいものはお金 さえあれば瞬時に買えるよ

うになってきた。 グローバ リゼーシ ョンによる市

場拡大でその流れは加速 している。

しか し、豊か さの実感 は得 られていない。経済

の仕組みが完全ではないか らだ。地球温暖化な ど

の中長期に深刻な影響が出る環境問題への取組み

は、短期の利潤 ・効用を高めるのに適 している経

済メカニズムが苦手 としていることだ。 グローバ

リゼーシ ョンにより企業間競争が激 しくなると、

さらに短期の利潤追求が求め られ る。そ うなれば、

原料が再生可能か どうか よりも入手 コス トの方が

優先 されて しま う。また財 ・サー ビスに付随す る

情報 も簡素化 され る。誰が どのよ うに作つたかよ
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りも出来上がった製

品の性能が一定以上

であれば良い。効率

性 を追求す るとどう

しても冗長性が失わ

れて しま う。経済メ

カニズムか らもた ら

さヤ化ることとノ(々が

‐
      求 める豊か さとの乖

離が大きくなっているのに、その対応が遅れている。

市民の視点か ら、その乖離を埋める10の提言が

行われた。 「30年後の持続可能な社会」を想像す

ることで、 目的を明確 に している。人間活動を支

える 「食」、 自己実現 ・社会奉仕のための 「働」、

地域経済を支える 「買」、環境 と経済を結ぶ 「制

度」な ど魅力的な提言がなされている。根底にあ

るのは、豊か さの見直 し、効率性追求の中で失わ

れたコミュニケーシ ョン、市民のネ ッ トワー クの

再生 ・創新である。 グループ討議では、地域経済

を支える商店街がな くなる一方、鎌倉のよ うに地

域市民の結びつき、そこに住む ことの誇 りが街 を

支えている例な どが話 し合われた。

とある投資会社の社長は自身の経済活動につい

て、市場のルールに則 つて行動 しているだけだ、

と言つた。それな らば、市民の手によって新 しい

ルールを作れば良い。 自分たちの住みやすい、住

みたい と思 う社会を実現す るルールを。そのため

にも 「提言」=「問題設定Jが 大事だ。問題 を解 く

のは何 も自分たちだけでな くてもいい①問題設定

に共感できる人を集 めてネ ッ トワークを作 るのも

この研究会の役害1ではないだろ うか。今回のご尽

力に敬意 を表す と共に、今後 も市民の視点に立っ

た 「提言」を続 けて頂ければ幸いである。提言案

が一人でも多 くの方に読まれます よ うに。




