
皐 皐 皐 皐 圭 皐 皐 皐 皐 皐 皐 皐
判 酢

グリーTン経済‐シ‐ンポージーウムin古河
「グリ‐ン経済を成‐り立たせるための10の提言

パネ
ー
ルデイスカッシヨン」

事 務 局

去る 2月 4日 (日)、 茨城県古河市のスペース Uに おいて、環境文明21、古河グ リー ン経済推進

会議主催による、 「グ リー ン経済 シンポジウム in古河一持続可能な社会 を支えるグ リー ン経済10の

提言―」が開催 された。

当日は、環境文明21グリー ン経済部会がまとめた 「グ リー ン経済 を成 り立たせるための10の提言

(「食べる」、 「働 く」、「買 う」、 「支える」)を 紹介 した上で、森雅美氏 (ltl森ファームサー ビス

取締役社長)、中村康彦氏 (l■l丘里代表取締役社長)、小山史子氏 (古河市立三和東中学校PTA副 会

長)、恩田馨氏 (古河市助役)に 、当会の加藤二郎代表、藤村 コノヱ専務理事が加わ り、パネルデ

ィスカッシ ョンが行われた。以下に、その概要 を報告する。

森雅美氏 (働森ファームサービス取締役社長)

lal森ファームサー ビスでは 「元気はおい しいJ

をテーマに している。社員の14名、平均年齢31歳

である。先 日、「森 ファームは 6次 産業だ」 と言

われた。その理由は、 1, 2, 3次 産業を掛 け合

わせたもの とのこと。農業をや り、加工 もや り、

イベ ン トな どのサー ビスもや つているので、その

通 りである。私の会社の商品は高いが、おかげ さ

まで大半の商品は完売 もしくはキャンセル待 ちで

ある。 これは環境への取 り組みの効果ではないだ

ろ うか。根本的な考えとして、 「人優先の環境や生

産性優先の食ではな く、 自然優先の環境、安全性

優先の食」を打ち出 している。

中村康彦氏 (僻丘里代表取締役社長)

側丘里の経営理念は 「喜び、幸せ、そ して感動J

である。食を通 じてお客様 に幸せ を送 りたい、そ

のためには、まずスタッフを幸せに したい とい う

思いである。 スタッフは150名余お り、正社員、パ

ー ト、アルバイ トな ど形態は さまざまである。 8

割以上が女性のスタッフであ り、家族や子供を持

っている。多様な働 き方を言愁め、助け合っている。

環境への取 り組み としては、働 き方の他 に地産

地消を取 り入れ、安心 ・安全を うたいなが ら素材

の味を生か したメニュー作 りを行つている。また

利益三分割 とい う方針 を とつてお り、出た利益の

うち三分の一は働 いているスタッフヘ、も う三分

の一はお客様や地域に遺元 している.

小山史子氏 (古河市立三和東中学校PTA副会長)

最 も関心があるのは地球温暖化 とごみ問題。高

校一年生の娘 を持つ母親 としては、子供が大人に

なった とき地球が どうなって しま うか とい うこと

が心配の種である。

まずは家族 と話 し合いなが ら自分の家の環境 に

ついて考え、それが地域へ、大きなつなが りへ と

成長す るといい。環境 について考 えることで、子

供 とコミュニケーシ ョンをとる機会が増 え、食 に

ついても考 えることが多 くな り、 さらに家計にも

や さしいことがわか り、個人的に痛 しく思っている。

恩田馨氏 (古河市助役)

古河市の環境施策 として、①香 りのまちづ くり

事業 (ラベ ングー祭 りな ど)② アダプ トプ ログラ

ム事業 (緑化 ・清掃)③ IS014001関連④その他 (各

種清掃活動、イベン トでのデポジ ッ ト事業、エ コ

スクール事業な ど)を 行 つている。 また古河市は、

環境 に関心の深い 自治体が集 まる環境 自治体会議

に初期段階から参加 している。1998年には環境 自治

体会議を古河で開催 し、古河会議宣言を採択 した。
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森 i環境 ・農業の問題 は、農業者の価値初 と同時

に、消費者の価値観 を変えることも非常に重要。

消費者が持つ 「お金 =価 値 Jと い う価値観 を変 え

ることが必要ではないか。

小山 !確 かに消費者の中には冬で も トマ トやキュ

ウリを食べたい とい うニーズはある。 しか し、 自

分は旬の ものを食べ るよ うに している。ただ し、

女性 としての働 き方 も考えない と手のかかった旬

の料理 を作ることは難 しい と思 う。

中村 :と れたての食材のおい しさを伝 えるため、

なるべ く旬の食材、地元の野菜 を使 うよ うに して

いる。

藤村 i地産地消はいい ことづ くしとい うことだが、

学校給食 な どに取 り入れ ることはできないのか ?

恩田 :給食セ ンターでは地産地消を進 めている。

森 :学校給食 な どでは地産地消をもつ と進 めてほ

しい。

会場 :子供 と買い物に行った とき外国産の野菜 を

買わない よ うに していた ら、子供 自ら 「野菜は 日

本産のものを買 うべ きだ」 とい う意識 を自然 と持

つ よ うになった。
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中村 :ス タッフには、仕事は一人一
人の夢実現の

ための手段であるとい う理念の もと仕事 してもら

つてい る.ま た、地域貢献 として地域のボランテ

ィア活動の賛助会員 になった り、出た利益を少 し

でも地域の人に還元 したい とい う思いで仕事を し

ている。

藤村 :公 的な場での働 き方 をどう考 えるか ?

恩田 !も つと市の職員が地域の活動に出て意見を

持 ち帰 り、仕事に生か してい くべきである。例 え

ばボランテ ィア休暇の励行 な どをす るべき。

小山 :私 の主人は平均片道 2時 間かけて東京に勤

めている。子供のために働 くはずが、仕事で忙 し

く子供にお金 を与 えるだけにな り、コミュニケー

シ ョン不足になった りす る。それでは本末転倒で

ある。
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小山 :消費者 としてはお財布の中身が気になるの

は確か。 しか し安すぎるものが多いのも問題があ

ると考えている。安かろ う悪かろ うに納得す るの

ではな く、 自分で選び、きちん とした t)のをきち

ん とした価格で買 うことが重要である。

加藤 :グ リー ン経済部会で も100円シ ョップ問題

を議論 したことがある。われわれは安い ものには

影があると考えている。

森 iお 米はスーパーで もコンビニで も ドラックス

トアでもあるが、わざわ ざ森 ファームで高い米を

買つて くれ る人がいる。 これ には環境 に対す る会

社の姿勢 も関係 していると思 う。

小山 :消費者 としては安全 とい う観点 も重要。

藤村 :古河のよさを生か しつつ古河 を元気に して

い くことが必要だが、古河の誇 りとはイ可か ?

中村 :古河ほど農業商業工業の均整が取れた街 は

なかなか 日本 にはない。

小山 :古河の子供たちはおお らかで人を思いや る

気持 ちが強い と思 う。

加藤 :古河の良い ところは落ち着 き、潤いな どで

ある。

恩田 :古河は伝統 と文化が共存 してい る。 またふ

るさとの風景 もある。

藤村 !10の提言を古河版 に書き直 し、古河で実現

していってほ しい。古河で、世 界に誇れ る持続可

能な街づ くりができることを願 つている。




