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気仙会場 講義まとめ 
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会 場  陸前高田市役所市庁舎 3 号棟第 3 会議室 

 

話題提供１ 「原子力政策の今後」 

環境文明 21 共同代表 加藤三郎 

岩手は福島のように原子力発電所を持っ

ているわけではないが、隣の青森も宮城も

原子力発電所を持っている。原子力がどう

なるのか、自民党中心政権になると原発戦

略がどうなるのか、色々な思いでいらっし

ゃると思う。ご質問に答えることも含めて

お話したいと思う。 

野田政権は原発ゼロの政策を 19 日決定

したが、中身が不透明である。政策を決め

た翌日に枝野原子力担当大臣は青森に行って、大間の原子力発電所の建設現場を見に行き、

建設をやってもいいということを言いに行った。大間の人々は当然喜ぶ。今まで空き家同

然だった民宿に人は戻ってくるだろうし、まちも潤うだろう。しかし、大間と反対側の函

館の人は不安感を持つ。 

9 月 14 日に閣僚会議が行われた。まとめでは 2030 年代に原発ゼロに向けて、あらゆる

政策手段を投入するとした。掲げられた 3 つの原則のうち、一つ目は「40 年以上経った原

発は使わない」。日本には現在、50 基の原発がある。平均寿命は 25 年とされている。その

ためこれから大間の原発を作ったとしても、少なくとも数年かかったとして、40 年という

寿命を与えると 50 年を超えて 2060 年くらいになってしまう。「2030 年代に原発ゼロを可

能にするように」という文言には、まるで矛盾するじゃないかという話が当然出てくる。

二つ目は「原発の新設、増設は行わない」。すると大間はどうなるのかという話になってく

る。三つ目は「原子力規制委員会の安全確保が得たもののみ再稼働する」という内容だ。

そういうことがいくつかあり、中身が不透明となっている。どうもアメリカの意向が反映

されたらしい。原発がなくなると電気料金が跳ね上がるという人もいれば、下がるという

レポートもある。そういうことも踏まえながら話をしていきたいと思う。  

5 つの政策のうち、「国際社会との連携」について言及する。原子力発電所を動かすとい

うことは核廃棄物が出るということ。核廃棄物のなかにプルトニウムが入っている。この

プルトニウムがなぜ問題かというと、核兵器の原料になるためで、これが拡散してしまっ

ては困るということが国際社会の大きな流れである。日本もこれだけ原発を持っており、

当然プルトニウムはたくさんある。けれども、国際社会が日本に対して批判をしてこない

のは、日本はアメリカと「原子力協定」を結んでいるからだ。出てきたプルトニウムは決

して核兵器には使わないということにしている。そして、いつでも徹底的に査察をできる



ことを日米間で取り決めている。それと日本は IAEA という国際機関のメンバーであるの

で、IAEA も日本が核兵器にプルトニウムを転用しないようにと査察を行っている。もう

少し別の観点からいうと、フランスやイギリスが出てくる。これは日本の核廃棄物の一部

をフランスとイギリスに持って行って、再処理をしてまた日本に戻ってくるというもので

ある。もし日本が原子力政策を変えるとなると、この二国との関係性に影響が出るために、

「国際社会」というのは非常に重要になってくる。原子力委員会に役所として原子力規制

庁というのが 500人足らずでスタートしたのだが、この庁のなかに国際課という課がある。

その存在意義というのは、今言ったような対外関係があるからだ。 

原子力問題でみなさんご心配なのが、事故が起ころうが起こるまいが使用済み核燃料が

すでに貯まっていることである。福島第二はあと 2~3 年で満杯になってしまう。六ケ所村

で再処理しようとしているが、現在既に 97％使用しており、容量が少ない。最近できた北

海道の泊などは 16 年ほど持つが、柏崎などは 3 年。事実上、満杯に近いものが多い。一

応、政府も青森県のむつや六ヶ所村に使用済み核燃料貯蔵プール、高レベルの放射線廃棄

物を貯蔵する施設がある。 

原発がゼロだと日本の経済が破たんするという話は経団連の方々が声高によく言って

いることだが、もし原発がゼロだと太陽光や風力を使ってやると、高くつくということだ。

原発でいうと 3.11 以前の 5.3 円、油や天然ガスも 10 円以下で発電していた。ところが太

陽光や風力を使うと、非常にコストが高い。よって原発をなくすと電力料金が非常にアッ

プする。そうすると日本の産業界の国際競争力が低下し、日本のメーカーが逃げ出し、産

業の空洞化がおこり、雇用の縮小してしまうと主張している。しかし、私はこの理論は正

しくないと思っている。 

化石燃料が今のままならば電気料が上がるし、再生可能エネルギーが今の費用のままな

ら値段は上がる。しかし、普及すれば費用も下がる。それに省エネがある。再生可能エネ

ルギーには 33 兆円を注ぎ込まなければならないが、これは国内に落ちる。省エネする企

業からしたらお金を使ってやることになるが、日本の中でお金が回ることになる。化石燃

料は国外にお金が流れてしまう。化石燃料の輸入をゼロにするのは無理だが、2 割節約す

れば海外に流れる資金が国内で回る。化石燃料はしばらく使うが、2030 年は現在より６割

から８割になっている。省エネは人口の減少や技術の進歩によってごく当たり前に進む。

海外に行く分をできるだけ少なくして進めればよいと考える。再生可能エネルギーは国産

エネルギー。経団連の方々の考えは全く根拠のないものであると考える。それなのに大変

になるぞという意見はどうかと思う。  

 



話題提供２ 「科学的思考によって環境問題は解決できるか」 

 東北工業大学教授 山田一裕氏 

私の専門は水質のコントロール、生き物

が水質浄化にどう役立っているのかという

ことをやってきた。3 年前まで岩手県立大

学の総合政策学部にいた。今も八幡平市の

松尾鉱山の跡地で植樹活動をしている。そ

の関係で土壌改良の活動もしている。海藻

の残さなどを土に混ぜ込んで、特殊な土壌

環境を作って、その改善をしながら、苗が

定着するような活動をしている。牡蠣殻は

牡蠣の養殖がたくさんされていたので、す

ぐに手に入りやすいが、海藻をどうやって集めるかでいつも悩んでいる。有名なところで

いうと田老町（現宮古市田老）の真崎わかめの工場に出向いて、塩蔵わかめの商品になら

ないやつをもらって、山に持っていったりしていたが、如何せん、手間がかかる。陸前高

田にも藻場があった。ゴミになって海岸にうちあげられていた海藻をなんとか山に持って

いけないかと、ちょうど被災する半年くらい前に訪れていた。またこの植樹の活動を通し

て、沿岸域で発生するごみの問題を有効活用できないかと模索している。  

この話とは別になるが、水の問題を扱っていると、環境活動されている人の中には、河

川の浄化や海岸清掃といった水に関わる方が多い。そのためアドバイスをする機会がある

が、研究者や専門家が考えていることが十分に市民の方々に伝わっていない、ギャップを

感じることが間々ある。それはなぜかということと、みなさんにとって科学的思考という

言葉が難しく感じるかもしれないが、実は普段頭の中で思い巡らせているごくごく当たり

前のことをやれば、まず間違いないということを今日は述べていきたいと思う。 

こちらは公共用水域の環境基準達成率の推移だ。河川はよくなっているが、海域や湖沼

はあまりよくない。ちなみに岩手県は 100 パーセント達成されている。しかし、この近く

の大船渡湾は東北を代表する汚れた海として有名である。その要因は生活排水であり、そ

れがちゃんと処理されていないことが原因である。陸前高田では気仙川が非常によい川だ

なと以前から調査させてもらいながら思っていた。環境改善には子供達に水辺を取り戻す

ことなどと考えてやっているが、数値では環境像とは異なることがある。環境基準が達成

されていない理由には、下水処理場で処理が完璧になされていないのが原因である。 

東京近郊の川では家庭から出る生活排水で泡立っていた。身近な川が生き物の生活しに

くい環境になっていた。家庭から汚れを出さない工夫を環境教育という活動を通じてやっ

てきた。いろいろなことを提案し、具体的に汚れを取り除く活動となってきた。これは排

水の汚れの原因であるが、どの場面でも我々は洗剤を使っている。有機物がたくさん流れ

ることで環境が悪化する。その最たるものが油。洗剤の問題は油の問題でもある。洗剤は

油から作られているが、その油も水を汚す原因になっている。成分の多面的な見方をする

必要がある。洗剤というのは昔から家庭で使われる化学物質として最大と言っても過言で

ないくらい。それだけに学校の教材や住民活動の対象として行われてきた。有名な活動と

しては滋賀県の琵琶湖の合成洗剤を排除したのがある。リンを活動前の 6 分の 1 までに削



減できた。 

合成洗剤は環境や人体にとって悪いものか。石鹸は環境や人体にとって悪いものなのか。

このような設問そのものが様々なトラブルを生んでいる。一方でこの二つで議論できるも

のであるのかということも踏まえて発表するようにしてきた。  

プロフィールにあるように、私は以前、生協で働いていた。そこで、合成洗剤は悪いも

の、石鹸はいいものという人の要望がよくあった。教科書の中で水環境の問題がよく取り

上げられるが、家庭排水が一番水を汚すとして紹介している。石鹸と合成洗剤でどちらが

いいのか疑似体験することでかつての人がどのような問題に対面してきたのかという副教

材もある。単純に合成洗剤と粉石けんということで議論させていいのか。私が岩手に勤め

ていたときも、三陸沿岸の漁業関係者が熱心に石鹸を使う、海の資源に悪いものが入らな

いようにと熱心な地域もあった。  

リンが入っていると冨栄養化する。合成洗剤は生活を便利にしたが社会問題も巻き起こ

している。関係団体が安全性を訴えており、一部の石鹸支持者以外は合成洗剤を受け入れ

ている。しかし合成洗剤の安全性を問われたときに疑問を持つ人もいる。洗剤を選ぶ基準

でおおかたは値段で選んでいる。科学的な根拠として洗剤の成分は人体に影響があるのか

というので、体重 50kg の人が 1 日 150mg、日常的に受け入れるものは 14.5mg。科学的

根拠に基づいて安全性を示すことができている。  

環境にとってはどうなのかという研究が多く行われている。関心の高いテーマである。

微生物の分解機能も弱ることがないという結果が出ている。MBAS は 99.1%が除去されて

いる。それでも合成洗剤はいけない、石鹸を使おうという活動が東北では活発に行われて

いる。現実的に私たちが使う範囲では、合成洗剤であろうが石鹸であろうが影響ないとい

う科学的根拠が出ている。LAS は影響が強いというので嫌われているが B 判定。このよう

な情報を通して一般の方々にわかりやすい形で伝えようとしている。  

民間の研究機関でも合成洗剤をひとくくりにして問題にするのはおかしいのではない

かという結果が出ている。今のニーズにあった幅広い洗剤をという流れになっている。  

生協の組合員の前で合成洗剤をどう考えればいいのかという勉強会を開きたいという

ことで、兵庫等で話をした。科学的な根拠を示せるが判断するのはみなさんだ。選べるた

めの情報をみなさんに知ってもらうために話すのだというのだが、質疑応答ではどちらだ

と聞かれる。 

情報伝達の主体は利益や価値観を持って意図的に情報を流しており、それを通じて判断

をしている。研究者と一般市民は接点のない立場の人間だ。一般市民と所属団体などは対

人関係にある。あの人が言ったから、というので自分の行動を判断してしまう人がごく一

般にいる。専門家は未知の存在なので、一般の方々に影響を与えることがない。みなさん

が懐疑心を持って、専門家と呼ばれている人々をみることこそが本来の正しい姿だ。身近

な人の言葉の方が私たちの判断にかなり影響していると思う。それを商売にしている例と

して「食べログ」が挙げられる。私たちはより自分に近い人たちの言葉をすんなり受け入

れる傾向がある。科学的な情報が大きく捻じ曲げられて伝えられる可能性が出てくる。  

そのことを巧みに使った商売トラブルが起きている。それがニセ科学問題である。見か

けは科学を装っているものの、実際には科学とは呼べないものをニセ科学、それによって

引き起こされる問題をニセ科学問題というが、波動水や磁気水など科学的だと思わせて商



売に結びつけているものとか、「水の記憶」を道徳教育に用いたりして教育界で波紋を呼ん

だ。あたかも科学的な言葉を使う。それを聞くと信じてしまう人たちもいる。プールの清

掃などに使う EM 菌は環境浄化につながると商売、活動されている人たちがいる。しかし、

水環境の専門家のなかでは学術的には認めていないが、環境活動をされている人の中では

評判がいい。陸前高田の隣の住田町の小学校で以前、水の学習のお手伝いをしたが、その

とき EM 菌を使ってトイレ清掃や河川清掃に使いましょうということで微生物を培養して

播いていた。校長先生に「これは科学的根拠はないですよ」といったが、校長先生は「子

供たち、一生懸命やってますので」と言っていた。しかし、これが本来の正しい教育なの

かと疑問に思った。  

こういったニセ科学問題で、なぜ科学に信頼を置いてしまうのか。イオンドライヤーで

科学的根拠がないまま声高に商品を売っている。実験対象者の人数は一人だけで個人差の

調査を一切していないこともあった。また、イオン発生をしない商品との比較もしていな

かった。実験の体を成していないのに、商品としてでている。ニセ科学問題が悪質な商売

と結びついているのかなというのかある。水道水を飲んでいると病気になるとして高い浄

水器を買わせるというのもあった。その場で試薬をいれて実験をして騙すというケースだ。

こういう業者は水道水が一番安全というのを知っていて、科学的に見せかけて商売してい

る。人の健康増進を逆手にとるようなことが今でも多くある。  

美味しさのものさしを見せないで、感覚的なものだけで判断させるという教育がなされ

ている。磁石を通した水道水は美味しくなると示してから実験をさせるという教材もある。

科学的なプロセスを踏まなければいけないところをなぜか吹っ飛ばして、感覚的なものだ

けで判断させようとしている教育が浸透しているように感じる。  

なんとなく科学的なものだと思わされて自分の行動を判断してしまう。人の手を介する

ことでニュアンスも変わってくる。どこで判断しなければならないのかを考えながら判断

する必要がある。言葉のあやで科学的な情報であってもどのようなフィルターを通すかで

変わってきてしまう。  

伝達する側にも受け手側にもある問題を示すと、偏った情報源を利用し、答えに導く

敵・味方、唯一の方法に魅せられ、安易な答えを受け入れる。いろいろな情報を持ちうる

ツールを持っている。安易な答えを受け入れてはいけない。答えを導くのはみなさん自身

だ。専門的な知識を持っていない人々が、専門知識に関わる判断をせねばならない状況に

直面する場合に専門家への委託という方法が発生するが、専門家は信用できるのか。科学

的な思考、科学的な情報を用いて判断しようとするが、科学は答えを出してはくれない。

その情報や考えは扱う人自身の問題である。専門家と呼ばれる人々だけに委ねてはいけな

いということでもある。東日本大震災を機に、科学者に対する社会の信頼は下がったが、

科学者のもつ情報をどう使うかというのは一般市民の力である。  

専門家は市民活動の意見・提案を受け止め問題解決を支援できるのかということで、社

会にある課題を学術的・政策的課題として受け止める仕組み、社会にある課題の解決方法

を学術的課題として導く方法、社会にある課題の解決方法を政策的課題として議論し，実

現していく方法がある。専門家の思考は科学的知識のみから演繹的に一意の解が導かれは

しない。専門家による解は専門家の個人的な経験だけ。科学による解は複数であり、不確

実性を持っている。したがって、専門家による解答であっても、経験的な基準で判断して



いるにすぎない。  

一般的に生活している人でも自分の分かっていること、分かっていないことが分かって

いない。ジョハリの心の４つの窓というものがある。他人に分かっていて自分にわかって

いないことは人の意見で癖がわかるような部分。自分にはわかっているが他人にはわかっ

ていないことは開示しなければならない。開示することで潜在的な情報・知識・解釈を導

くことができる。  

環境問題解決のためには多くの人の合意に基づいた働きかけを持っていくつもの選択

肢から最善策を選んで実施する必要がある。また、正確な情報や判断に至る手順も重要で

ある。どのような意見をどのような手順で最終的に導いたのかがわからないので政治家に

不信感を抱いてしまう。そのプロセスを得られなければ結果まで疑ってしまう。  

いろんな合理的な判断と正しい情報に基づいて解を見つけていくときに、私見ではどの

ような哲学に基づいて解を見つけたいかというのはそれぞれお持ちだと思う。一つの例と

して私の考えを示す。世の中には 4 つの弱者がいる。高齢者や子供・障害者には何が必要

なのか、途上国の人々は目に見えないが同時に生きているという認識を持つ、野生生物で

消えていかざるを得ない者たちの声をどう吸い上げるか、これから生まれてくる子供達に

何を残すのかということを考える。目に見えない人たち、声を上げることのできない動物

たちにどのようなことができるのかということである。 

豊かな国で何が必要なのか。4 つの弱者で述べたように相手を思いやって行動する。道

端のゴミを汚いと思えるか。そういったことを思えないと美しさを共有できない。美しい

自然や思いやりがベースになければ問題解決に導くことができないのではないかと思う。

価値観を問い直してもらって何のために誰のために判断するのかを考えていただきたい。

相手の気持ちや考えを全部受け入れるというのではなく、受け入れて自分なりに判断し、

行動できればいいのではないかと思う。また、そのような態度が求められるのではないか

と思う。その一例になれればと思っている。  

 

 

話題提供３ 「市民・行政をどう巻き込むか ～長野県飯田市の事例から～」 

 長野県飯田市水道業務課長 小林敏昭氏 

私は一自治体の職員で、今回与えられた

「市民行政をどう巻き込むか」というテー

マで、誰が市民・行政を巻き込むのかと考

えたときに、今回の顔ぶれをコノヱさんに

聞き年齢、職業を見て自分では絞り込んで

きたつもりだ。私も飯田市の市民であるし、

行政側の人間なので、そんな切り口でお話

したいと思う。 

飯田市は南アルプス、伊那山地、天竜川

があり、10 万人の飯田市があり、周辺の町

村も含めると 17 万くらいの文化圏、経済

圏があるところである。諏訪から降りて南からは伊那山のトンネルを抜けると町が広がっ



ている。飯田市は、人口 10 万 6000 人、標高は 500 メートル。陸前高田は 50 メートルと

出ていた。日照時間は長く、少し前におひさま進歩エネルギーの原さんが展開している太

陽光ビジネスにおいて 2120 時間という日照時間の長さに裏付けられている。森林面積

84％で山がほとんどで、東に南アルプス、西に中央アルプスと山に囲まれた穏やかな地域

である。昨日は高速バスで 4 時間かかって東京まで出てきた。2027 年には東京―名古屋

間が時速 500 キロのリニア新幹線で結ばれ、飯田市も中間駅になるとのことだ。山田先生

の方からは答えをどう求めるかということだったが、私の今日のお話は答えではなく、問

題提起だと考えている。私の名刺は通常の半分のサイズだが、コミュニケーションのツー

ルとして、ありったけの考えと思いをこの中に含んでいるつもりである。たかだか半分だ

が、これだけ伝わるということを感じてほしいと思う。私は行政の中の人間なので、行政

の経歴を示した。環境というセクションに関わったことによって公の部分ではない、私の

プライベートな部分での環境というのが非常に大きくなって、それからこだわり続けてい

る。 

今回のテーマ以前に様々な立場の人がいる。それぞれの役割をどのように演じ合うかと

いうのが大切かと思っている。お互いの特性をいかに理解しあうかが大事だが、なかなか

他の人たちの特性というのは理解しにくいというのが大事である。それ以前に、まず自分

の特性を理解するのが大事だと思っている。そうした上で、それぞれの力の総和というも

のを相乗効果によっていかに高めていくかというのが必要になってくるかと思う。大震災

の時から一年半の時の新聞のコラムに「グループシンクの罠」というものがあった。集団

浅慮という言葉らしい。一人で考えれば当然気づくが、集団だと見逃し、大きな過ちを犯

しがちであるということ。どうしても自分たちの属している組織が正しいと思いがちで、

不都合な情報を無視して大きな過ちが起こってしまうということも理解しておかなければ

いけない。他の組織を理解する前に自分たちの組織の特質を理解しておくことが大切かな

と思う。 

「迫る期限、終わらぬ準備」という記事にあった。行政の人とおそらく IT 企業の人が

協力している写真をみて、多分通常ではありえないようなスケジュールで色々なことがこ

の被災地で起こっていることがわかる。逆に困っているところに民間の人たちが、行政が

なかなか言わないので手助けを提供していくのもいいのではないかなと思った。AERA の

誰からも評価されないという記事の中で、陸前高田へ応援に来ていた職員の不幸の話も載

っていたが、「役に立たない焦り、果てしない業務、一方的な批判や非難、橋本路線狙う首

長、継続的なケア対策を」という小見出しがあった。この小見出しだけではわからないが、

こういった状況をどう理解されるのかということを感じた。 

これは、行政における内部の手続きの難しさを如実に示した意思決定の書類である。今

でも判子をたくさん押さないと意思決定できないのが行政である。これで納得してこの事

業が進む。行政にはこれだけの意思決定の複雑さがあることをまずは理解して頂きたい。

飯田市のりんご並木でかおり風景 100 選になぜ選ばれたかというと、応募したからで、ベ

スト 100 ではない。たかだか 600 のうちの 1 つで、100 と 101 の差は小さくても 600 と

601 は待った区別で、これが情報発信ということ。この書類を作ったのは私だが、起案者

として名前を挙げたのは中枢として意思決定に関わる人の名前を借りた。環境の一つのセ

クションの私が起案しようとすると潰しがかかり、役所の中でも潰されない努力をしなけ



ればいけないし、いかに実をとるかも役所の中で一つの戦いとしてやっていかなければい

けない。 

今日は朝、被災した陸前高田の古い庁舎を見てきたが、その中に ISO14001,9001 の認

証取得のプレートがついていた。公費で、環境マネジメントシステム審査員を取ってきて

いる。PDCA サイクルを回して良くしていく仕事を私にやっているが、役所というのは、

とりあえず大きなプランを作って PDCA なんてどうでもいいというのが大半である。原発

はこれにあたらないかもしれないが、不完全な計画でもとりあえず動かして良くしていく、

柔軟な対応をしていくというのが役所に求められていると思うが、なかなかそうはいかな

いのが現実である。 

渋谷で民間で環境の仕事をやっている人がいて、行政も民間も見れるというその人から

こんなメッセージをいただいた。「新しいことを色々やって見えてきたものがあった、振り

返る過去がないのが行政マンにとっては不得手なことだ。新しいことをやるから振り返る

過去がないというのが行政マンの特性だと言える。とりあえず早く新しいことをやるのが

事業者の特性で、事業者は金にならなければ何もしないと言える。では誰が事業を振り返

ることをするかというと、それは住民だ」と彼は言っていた。しっかりものの行政とちゃ

っかりものの事業者が両輪で町づくりをしていかなければいけないと彼はメールで送って

くれた。行政と事業者がお互いに補い合って行くのが大事かなと思う。 

震災前に 2050年の日本のあり方、どのようなシナリオがあるのかを考えたものがある。

行け行けドンドン型の「ドラえもん」と少し止まって振り返ってみようという「サツキと

メイ型」。今は、現代から将来を見るというのは中々難しいのかもしれない。将来を見据え

てそこから現代を見ていく必要があると思う。私は 3 つの視点で考えてきたつもりである。

わかりやすいか？別の方法はないか？楽しい仕掛けか？ということだが、これを無理矢理

やっている。リニアに関しても 3 つを大事と考えると、リニア、シニア、マニアなのかな

と思っている。一番大事なのは楽しい仕掛けかなと思っている。行政の色々なＰＲはわか

りにくい。読む側の勝手ではなく作る側の勝手でできており、皆さんにはわかりづらいか

もしれない。人がいつイベントに集まるかといえば、著名な人の講演会ではなくて、着ぐ

るみショーに人は集まる。子どもたちがいて親が来てイベントが大成功する。分かりやす

いかという中で、マーク・キャラクターとしておひさまの「さんぽちゃん」自体も名前も

考えた。「いいだより」のようにネーミングはひらがな五文字以内で伝わりやすいようにと

いうことを意識している。地域を見直す視点としては、エネルギー、人口減少、らしさの

3 つだと思う。特に「らしさ」にこだわって、自分たちの町の良さや悪さは中々ずっと住

んでいると見えにくくなってしまう。外からの人に「飯田ってこんなところがすごいです

ね」と言われると、そんな風に感じるのかと思うことがよくある。色んな人と交流するこ

とによって飯田の良さが見えてくることがある。 

次に、行政として、市民や企業、行政の中をどのように巻き込んできたかを紹介する。

環境首都コンテストに応募し続け最後の 10 回目で第 2 位「明日の環境首都」をいただい

た。外の人を飯田市に呼び込むためのイベントを続けてきた。1 月 23 日は環境モデル都市

に選ばれた日でもあり、環境にとって節目になる日なので、市民にも事業者にも行政にも

忘れられないような日にしている。飯田市は国の補助金ももらいながら新しいものを作っ

てきた。「エコタウン」と「平成のまほろば」と「環境モデル都市」である。「エコタウン」



は、経産省のエコタウン事業を利用しながら企業内で行っている環境改善活動を地域に広

めようという組織を作り、飯田市も一事業所として参加。また、大きい民間企業が大体入

っていて、地域の大きな環境改善のエンジンとなっている。「平成のまほろば」町づくりは、

環境と経済の好循環という環境省のテーマによって、おひさま進歩エネルギーが市民ファ

ンドの運用等をしている会社となっている。初期投資ゼロ円のシステムを作り、10 年で自

分のものになっていくシステムで広報の上に募集の記事が載ったという例である。「環境モ

デル都市」は、2050 年に低酸素社会を目指そうと全国の 13 の都市として選ばれたもので

ある。その中で、民間企業が「LED 防犯灯」を作った。飯田市の産業は部品や機械の要素

を作っている、部分的なものが多いので製品になるのは非常に珍しいことである。飯田市

の至るところで、LED が使われている。また、小水力発電機も市内の小さな企業たちが協

働して作った。製品になるのは珍しい中で、企業の製品が生まれてきている。「あれかこれ

か」の選択の中で基準というものがこれからどういう風につながっていくかが大切だと思

っている。飯田地区は果物の南限と北限であり、林檎もできれば梨も桃もできる。さまざ

まな果樹が植えられていて、水田も畜産もあり、いろいろなものでリスク分散させてやっ

ている。農業地でも多様性がある。決して集中してやっているわけではないが、これから

は「あれかこれか」の選択をしていく必要があるのかと考えている。その中で大切なのは

「物語性」だと考えている。  

飯田市にメガソーラーを建設した。1000 のメガソーラーである。飯田市の土地に中部電

力が事業主体となって付けた。パネルは太陽光のシェルを日本のマザー工場として作って

いる、三菱電機中津川製作所飯田工場がつくったものであり、飯田市、中部電力、三菱電

機の三社が揃っての物語なのである。民間も行政も塩漬けの土地に対して大規模なメガソ

ーラーを作ったが、物語性のないなかで地域のものを作っていいのかと思っている。固定

買取制がスタートしたというだけで、自治体や企業が物語やそういった本来の姿であるべ

きかどうかというのを考えずに作るのはどうかと考える。例えば、LED の域産域消につい

ても、たまたま今、メガソーラーやおひさまの原さんが来て話したようなことは、背がつ

ながっているが、それまでも様々なことをやってきて、積み重なってエネルギーの域産域

消を進めてきている。なるべく設置し易い制度を考えている。制度が制度を生み出してい

る。そのような体質を作っていくことが大切だと思っている。メガソーラーも国の制度が

変わったからノリというものも大切かもしれないが、もう少し準備するということも大事

かと思っている。 

飯田市には昔から信号のないロータリーがあり、しっかりした交通ルールもあった。名

古屋大学との共同研究の中で「ラウンドアバウト」というものができた。今までは許可が

降りなかったのだが、3.11 の震災のときに信号が止まった中、非常に役に立ったというこ

とがあり、飯田市で採用した。もちろん飯田市にこのような仕組みが元からあったからこ

そ、交差点改良のときに活かされたということである。どの場所でもできるということで

はないが、このようなことを積み重ねてくる必要があるのではないかと思う。準備の仕組

みがあるかないかで大きく影響してくると思う。 

これから職場の話をする。電気を消すと真っ暗になる。緑のカーテンをしたためにお弁

当の中身を探すのにも苦労するほどだ。去年はゴーヤを作った。「エコイン・ファンド」は

「おひさまファンド」にかこつけて、職員にコインで出資していただき、ゴーヤの実を配



当した。昨年はゴーヤの配当に苦労したので、今年はアサガオを植えた。茶色の葉っぱが

ないが、私が茶色のカーテンにはしないぞ！と言って、緑のカーテンにしている。「緑」と

いう字が「縁」という字に似ているのではないかということからファンドでまわしている。

議会で「なんでこんなことをしているのだ」と言われたが、これによって市民の話題にな

ることもあり、これは大きな成果かと思っている。 

今回、このワークショップに来るにあたって、職員に「市民や行政をどう巻き込むか」

そのキーワードを 3 つ無理やり考えてもらった。りんご並木の話だが、飯田市も戦争の戦

禍から逃れた、昭和 22 年に市街地の 80 パーセントを焼失する大火があり、復興のときに

450 メートルぐらいりんごの木を植えた。来年で 60 周年を迎える。中学に通う娘が「缶

ボラ通信」というアルミ缶の回収のボランティア通信だが、この中に「陸前高田の仲間を

支えよう」という記事があった。りんご並木を管理しているのは飯田市立飯田東中学校だ

が、陸前高田市立米崎中学校の仲間にアルミ缶を回収したお金で支援していきましょう、

林檎も届けましょうということが書かれていた。米崎中学校からは飯田市に阿部校長が来

ていただき、本当に不思議な「縁」だなと感じている。 

これまで様々な環境に携わる方々との縁をいただいてきた。そのひとつの理由としては、

様々な環境の賞に応募してきたことがある。環境の賞には「エール」のような賞がある。

そこまで成果が出ていなくても、それまで頑張ってきているところに賞をあげればもう少

し続くだろうと頂ける賞もある。励みになったり、自分たちの活動に自信をつけたいとき

に、こういったものに挑戦して、自分たちのものを評価してみる、元気をもらうというの

が賞だと思う。 

環境文明 21 のみなさんも、今回の参加者のみなさんもそうだが、たまたま出会ったの

は「一瞬」だが、縁を紡いでいくと、また再会の機会をくれたり、誰かが会わせてくれた

りして「縁」が深くなっていくことがある。｢縁｣を大事にしていきたいと思っている。 

お手元にある「いいだより」だが、行政は人事異動がある。普通のひとたちは、そこで

作ってきた外との「縁」とか「人的ネットワーク」を壊して、まっさらな状態でまたネッ

トワークを作っていく。私は「環境」でいろいろな縁を頂いたが、それを風化させたくな

いと思い、仕掛けを考えながら、次の職場では「環境」は関係のないところに行っても、

「環境」にこだわった問題提起なりをしてきたことは非常に良かったことだと思っている。

それらを「いいだより」というツールを通して発信している。無理のない仕組みというの

が大事だと思っている。一対一をずっと繰り返すのではなく、一対多数で、いかに無理の

ない仕組みでやっていくかが大事かと思う。 

飯田市の風景をいくつか示すが、飯田には「下栗の里」という宅配便の CM で有名にな

った地域がある。観光客が押し寄せ、非常に熱いスポットになっている。そこに湯立神楽

の「霜月まつり」がある。夜通しやり「ねむい・さむい・けむい」の三つが揃っており、

これが宮崎駿の「千と千尋の神隠し」のテーマになったお祭りである。歌のなかに「波の

彼方にはもう探さない輝くものはいつもここにわたしのなかにみつけられたから」という

歌詞があるが、飯田らしさなどは、既にあるものをいかにして見つけ出すことかなと思っ

ている。そのために「いいだより」を出しているが、それは自分にとってのふるさと探し

であって、「らしさ」探しになっている。「どれだけの人がどれだけ故郷を知っているか そ

こに暮らす人が誇りを感じられるか そこの出身者が誇りを感じられるか、「らしい」故郷



をどう守りどう変えていくか、自分たちの「らしさ」を出していくことが大事かと思って

いる。 

「ハチドリのひとしづく」という話の中にもあるが、緑のカーテンの水やりや葉っぱと

りは、周りの人は「そんなことをして何になるんだ」と言うかもしれないが、「私は私にで

きることだけをしているだけ」ということで、それが何かということは一人、一人違う。

もうひとつ「マイノリティー・インフルエンス」という言葉がある。ひょっとしたら「私

は私にできることだけをしているだけ」ということが「私たちが私たちにできることだけ

をしている」に変わるのではないかと信じてやっている。ちょうど、岩波新書にも飯田市

の取り組みが紹介されているが、そういった仲間を増やすことが、私たちが目指すもので

ある。「どうやって市民・行政を巻き込むか」という問いの答えにはなってないと思うが、

今まで私が取り組んできた想いを含めて紹介した。何か問題提起になればと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．「アイデアから具体的な地域活動・事業へ」  

 

これまでのアイデアをより深め、具体的

なコミュニティ・ビジネス地域活動に進め

ていくために必要なことや課題などについ

て以下のことを主として智恵を出し合った。 

①事業主体を決める。  

②全体の流れを作る  

③当初資源（人、モノ、資金）の調達   

④その際の課題・問題点と、考えられる解 

決策・戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．子ども達の夢アンド防災キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 陸前高田は市役所が被災して行

政機能が失われたという部分は

全面的に押し出すべき点。 

・ 教育に活かしてもらう。 

 



２．一本松うまいもの横丁プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ NPO ではなく株式会社としての設立を目指す。 

・ 店舗は期間を考慮して車屋台の形態。またネット販売も。 

・ 漁協だけでなく違うルートを作る。但し、関係は良好に保つようにする。 

・ 東京などで食べてもらうのでなく、地元でも食べてもらいたい。地元で地元の物が流通してないのは問題なので。 

・ 食べ比べコンテストをして、それをネット販売に活かす。 



３．NPO 法人わこうど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 全部を自分でやるのではなく、行政との

兼ね合いをとり、補完的な役割も出来る

のではと考えている。 

・ まずはできることから。 

・ 街灯は行政がやるべきもの？ 


