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話題提供１ 「『時間切れ』となる前にすべきこと」  

環境文明 21 共同代表 加藤三郎 

ここにお集まりのみなさまは、みな同じ思

いを持っていらっしゃる方々だと思うため、

改めてお話したいと思う。「『時間切れ』とな

る前にすべきこと」とは何だろうと思ってい

らっしゃると思う。私自身は文字通り時間切

れになってしまうのではないかと思っている

のだが、そうでない人ももちろんいると思う。

非常に楽観的に、人間の社会は常に難しい問

題にぶつかり、そのたびに乗り越えてきた、

「時間切れ」などなく、人間社会は栄えてい

くと考える人もいるかと思う。しかし、私自身は非常に危険な状況にあるのではないかと

感じ、今日はこのことについて少しお話したい。  

環境の悪化というと、日本にいる私たちからするとすぐに温暖化や化学物質、廃棄物な

どを思い浮かべると思う。ただ、国際的には一体どうなっているのかを図にしてみた。今

年 6 月にリオ＋20 という会合があり、このために国連が用意した文書がある。その中から

環境の問題ということで国連が何を問題としているかを並べたものである。一番目は、「生

産と消費」。私たちのモノをつくる、いわゆる製造業だけでなく、農業や水産業を含めて作

り方、消費の仕方が持続不可能なのではないかということを非常に心配している。それか

ら、海洋生物資源を含む資源がこのままでは持続できない利用の仕方をしている。「温暖化

に伴う気候変動」では、海の酸性度が上がっていく状況がある。酸性化が進むと、海に住

んでいる魚、特に甲殻類が生育しにくい、サンゴ礁その他にも非常に影響がある。加えて、

サンゴ礁にダメージが与えられると水産資源に益々影響が出てくる。「生物多様性の喪失」

「干ばつ」「砂漠化」「水質汚濁」など、世界的にみて先進国も途上国も押し並べてこのよ

うな問題がある。では環境問題だけが国際的に問題かというと、もちろんそうではなく、

経済・社会面でも非常に大きな問題がある。代表的な例だが、極度な貧困状態にある人が

10 億人を超えて存在している。地球の人口が約 70 億人であるから、7 分の 1 以上の人が

極度の貧困状態にあることになる。極度の貧困状態とは、衛生的な飲み水は飲めない、食

べ物も十分に食べられない、働く場がないということから、様々な意味で健康にも支障が

出る。「治安」については暴力などがはびこる。そのようなところに生きている人が 10 億

人を超えてしまう。それからひとつの姿かもしれないが、栄養不良のひとが 6 人に 1 人ぐ

らいいるということもある。また「失業」だが、日本でも失業が問題ではあるが、日本の



失業とはケタ違いである。先日アメリカの大統領選挙があったが、大統領選挙の行方を占

うのが、失業率がどのくらいかが大きな問題となっていた。特に若年層の失業が非常に強

い。日本でもそうだが、アメリカやスペインは高い失業率である。スペインは若者の 5 割

くらいが失業している。しかもスタンフォードやハーバードといった学歴の高い若者にも

どうしても就職できない人がいる状況がある。このように環境面からみても、社会・経済

面からみても、世界的にみて問題がある。  

この「時間切れ」というのは私の考えでは、地球環境や社会経済の加速度的な悪化に対

して国連などの国際社会が制御不能な状況に陥ることである。日本の場合はまだ制御不能

ではない。警察もあり多くの人が一応信頼している。それから自衛隊があり、ちゃんとし

た法治国家である。全体的に誰が敵で誰が味方か、誰が我々のことを守ってくれるのかが

分からないことは今のところない。少なくとも日本ではないが、うっかりすると制御不能

な状況に陥るかもしれない。それはなぜかというと、異常気象の現象である。海水温が上

がってきたとか、氷雪が大規模に崩壊していくことや大規模な干ばつ、食糧・水資源が大

丈夫か、さらに貧困、不平等が広がり、制御不能になりかねない。そのようなことは絶対

に避けなければならない。  

前にもお話したが、産業革命時代からの温度の上昇を 2 度以内ぐらいに抑えないとどう

しようもない。もうすでに約 1 度上がっている。あと 1 度くらい余裕があるが、実際はも

う余裕がない。とにかく 2020 年の時点で温室効果ガスを 440 億トンくらいに抑えなけれ

ばならないのだが、今の経済状況をみるとどう考えても 440 億トンから 50～120 億トンぐ

らい上回る可能性がある。もちろん日本は豊かになりたいと思っており、アメリカも思っ

ている、それ以上に中国やインド、ブラジル、メキシコなども思っている。そうするとど

うしても化石燃料を使う。その結果、2 度以内に抑えることすら危うい。これが、なぜ私

が「時間切れ」になる心配しているのかという理由のひとつである。  

それから、もうひとつ。これはエコロジカルフットプリントというもの。フットプリン

トとは足跡のことで、要するに一人の人間が生きていくためにはどれくらいのスペースが

必要かということ。例えば、食糧を生産するスペース、1 年生きていくためにはお米が何

十キロ必要かどうか、魚がどれくらい必要か、また寝る場所、車を走らせる場所、出た廃

棄物を処分する場所も必要になってくる。そのようなことを足していくと、一人のエコロ

ジカルフットプリントが出てくる。企業や自治体などでもそれぞれのフットプリントは全

部違うが、世界全体を足し合わせてみると、今現在では 1.5 倍ほど、地球が持っている容

量をオーバーしてしまった。 

グリーン経済に経済を転換しなければならない。今ある危険を避けて、なおかつ私たち

は生きなければならない。環境文明 21 は、グリーン経済とは「経済と環境が調和して人

間社会がいきいきと躍動する持続可能社会を支える経済」、言い方を変えれば、「21 世紀に

必要な経済」と言っている。つまり、環境対策のためにとった措置が経済にも人間が生き

る社会にも役立ち、また逆に経済対策としてとった措置が環境にとってよい企業活動、ラ

イフスタイルにつながる経済とも言える。では、国連としてはこのことをどのようにいう

かと言うと、今年のリオ＋20 で国連がまとめたペーパーをさらに私なりに消化したものが

ある。「もし世界がグリーン経済を採用すれば、持続可能な成長とイノベーションを引き起

こすはずだ」ということ、「天然資源を使い捨てるようなことをせず、透明で持続可能な方



法でかつ環境にも影響を与えないような方法でグリーン経済であればそうするはずであ

る」ということ、そして「グリーン経済を採用すれば生態系サービスも保全される」、「生

産・消費の形態も持続可能なものになっているはずであり、若年層にも良質な雇用を生む

ような経済になっているはずである」、「開発途上国においては小規模農業、水産業、それ

から先住民の生活形態が環境保全にもつながり、貧困などの対応策にもなる」ということ

だ。グリーン経済になれば、このような仕組みになるはずであるということである。国連

ではこのようなレポートをまとめたが、リオで先進国と途上国の間で激しい論争が繰り広

げられ、結局うまくまとまらなかった。21 世紀の経済社会を持続させようと思ったら世界

はグリーン経済にならざるを得ないということを先進国は主張した。しかし、途上国側は

そもそも環境を劣化させたのは誰だということ共に、先進国が植民地的な支配をし、散々

環境や資源を劣化させたのにもかかわらず、その先進国が途上国に対してグリーン経済を

やれというのはとんでもない話であり、新たな植民地的な考えだと主張する途上国もあっ

た。どうしてもするべきならば、お金と技術を先進国はよこせとの主張もあった。このよ

うなこともあり、結局良い結果が出ず、リオ＋20 はあまりよい成果を出せなかった。この

時の途上国のリーダーは中国やインド、ブラジルなどだが、中国は国内に対してはグリー

ン経済を追求している。経済発展時の環境保護、および環境保護時の経済発展を堅持する

という考え方である。成長を安定させたい、経済も発展させたい。しかし、環境保護もし

たい。中国は国連という場で先進国に対して環境を壊したのはあなたたちであると強く非

難しているが、国内に対してはこのようなことをするように言っている。中国はトップが

考えていることと地方の現場で起きていることは随分と異なっている。  

最後に、「時間切れ」になる前に少なくとも日本としてやるべきことは、「省エネ」を強

力に推進していく必要がある。「省エネ」とは具体的には何かというと、技術開発のことで

ある。「プライシング」といって、時間帯によって値段を分けるという方法がある。値段を

違えることによってピークカットができる。また「エコポイント」なども身近にある。み

なさんも関心のある原子力を日本のエネルギー政策の中でどう位置付けるかが大切である。

見解が大きく二つに分かれる。ひとつは、原子力といっても特別なものではなく、要は価

格がどうなるか、原子力だからといって特別扱いはしないという考え方である。もうひと

つは、原子力エネルギーは他のエネルギーとは本質的に異質であるという考え方である。

その考え方には三つほどあり、ひとつは地球の中では需要が不可だということ、二つ目は

高レベルの放射性物質の安定化には 10 万年もの途方もない期間がかかり、安全管理は誰

かができるようなものでは到底ないということ。さらに核兵器に転用される可能性がある

ということである。このようなことから、「『時間切れ』となる前に」ということで、みな

さまの身近なことと併せて話題提供させていただいた。  

 



話題提供２ 経営者から見た復興への思い 

 リマテック株式会社 取締役 副社長 田中靖訓 

本来、私がこういう場で何か話をするの

は実はそぐわないと思っていた。この地区

で色んな事業をやらせていただいている中

で、色んな方と知り合いになって地区のこ

ともわかってきて、今後どんな形で貢献で

きるかを会社として考えられるようになっ

てきた。私も含めて今後地域としてどうす

るか、ガレキ処理が終わっても、ここに根

付いて事業として何かを創り出し今雇用し

ている 100 名の方をどうするかについて、

皆さんからもアイデアを頂いて、来年以降にも継続的に環境も経済も含めて持続可能な事

業を創っていきたいと考えている。私の話の後で、積極的に皆様の意見をお聞きできたら

と思う。 

私自身、大学を出た後、長野県で産業廃棄物を総合的に扱っている会社に入り、1 年後

に今の会社に入った。祖父が会社を設立し、今は父が経営していて自分は三代目というこ

とになる。会社自体は 1974 年設立で、本社は大阪にある中小企業である。リマテックと

いう社名は、Recycling Material Technology という、テクノロジーをコアに物質をリサイ

クル、循環させていくというわが社の理念に沿ったものである。2008 年にはエコファース

ト企業という、業界の環境に関するトップランナーに認定された。  

今日皆さんにお話しする上で、「なぜ大阪の１中小企業が大船渡・陸前高田で災害廃棄

物処理をさせていただいているのか」ということをお話しないと始まらないと思っている。

その理由は、私達の会社が 10 年間やってきたことの中にヒントがあるため、そこを理解

して頂くため、歴史的なお話からさせていただく。  

会社の母体は、漁業協同組合であり、祖父は当時組合長であった。1960 年代には公害問

題が深刻になった頃で、大阪では特に PCB が問題になった。風評被害で売れなくなった

ことがあり、自分たちの海を自分たちで守る、海を汚す油をとる会社を作ろうとしてでき

た会社である。そういう意味で、海に非常になじみがあり、今でも漁師の部門がある。最

初は油を集めるところからスタートしたが、有効活用しようと石炭の代替燃料を作る技術

を作り、これが今の会社の主たる事業になっている。1980 年代にただの収集・運搬業者か

らリサイクル業者へと脱皮した。しかし 1997 年に九州の工場で爆発事故が起き、顧客・

地域の信頼も失い、廃業の危機になったが、ちょうど私は大学を出る年だったこともあり

すぐに今の会社に入った。その頃から既に加藤先生とはかかわりを持っていた。  

もともと廃棄物業者は、何をしている会社かわからない、ヤクザが多いなど、不透明で

あまり良くないイメージが付き纏っていたことに加え、事故が起きて極端にイメージが悪

化した。九州工場の創業が停止し、再建のための借入で財務も悪化した。この頃、色んな

業者との価格競争にも巻き込まれていた。自分の家からゴミを出すとき、普通の人は安い

方を選ぶはずで、廃棄物業者は付加価値を求められない業界である。プラントを作ってち

ゃんとリサイクルしている人と不法投棄する人で価格競争をするのは厳しい状況であり、



悪いことをしている人もたくさんいる。  

安値受注によって収益力が悪化し、赤字になってしまう状況で、当時の社長を中心とす

る経営陣は、コスト以外の価値、安全や信頼を顧客へ提供し、安かろう・悪かろうの競争

に巻き込まれずに価格を維持したいという方向に政策的に転換していこうとした。当時

ISO14001 等もでき始めて、事業戦略上の重要なファクターになってきつつあった時期だ

った。しかし、経営方針や指標が社員に浸透していかず、経営層と一般社員とのギャップ

が広がり、思うように成果が上がらない状況だった。13 くらいの事業をやっていたが、会

社としての方向性を考えていく中で、主力の RF 事業の収益力強化に焦点を絞り、その他

の事業を撤退・縮小し経営資源を集中的に配分した上で、人も配置転換、新しい社員を加

えることで営業戦略を変えていった。我々のやることの価値を認めてくれる企業にターゲ

ットを絞り込んで、安全安心を売り込んで差別化を狙った。当時の営業マンは値段を下げ

て取ってくることに慣れてしまっていて、新しい方針が中々理解できなかったため、この

業界の経験の無い営業マンを採用して入れ替えた。5 人くらいの営業マンのうち、2 人が

現在この地域で事業の中心になっている。私もずっと営業に回っていた。経営改革の 3 つ

目として情報公開をしていこうとした。まず、何をしているかわからないというのを変え

るために、CSR レポートを発行した。このとき加藤先生にもお手伝いしてもらいながら発

行にこぎ付けた。今年で 13 冊目となるが、毎年コメントを頂いている。我々の情報公開

のスタンスは基本的に良いこと・悪いこと全て公開しようというもので、九州工場の事故

や地域、お客様からどういうクレームがあったということも載せている。人事制度も変え

ていかなければならず、成果をあげているのは 30 代を中心とした若手だったので、やり

がいのある職場を作って、成果を上げているものが報われる制度を作った。安全・安心以

外の差別化要因を作っていかなければいけないということで、技術をコアにすることは企

業理念であり、海外への技術の輸出も行なっていた。技術開発部門を立ち上げ、若手技術

者を採用したこともあった。廃棄物リサイクルは買ってきた技術では役に立たず、原料の

ばらつきがあることから、通常のものづくりより難しく、やってみないとわからない面も

多い。自分たちの創意工夫が入らないと使える技術にならない。中小企業なので一気には

できないながらも、コツコツと色んな技術を蓄えている。平たく言うと 2000 年から 5,6

年で売上が倍になった。我々の業界の中ではちゃんとした会社だという認知はもらえるよ

うになったというのは一つの成果である。2005 年くらいからゼロエミッションエンジニア

リングサービスを展開し、資源循環を一つのコアとする中で、お客様の抱える廃棄物に関

する色んな問題を解決するために何をすればよいかと考え、リサイクルのシステムをデザ

インする、廃棄物が出る現場でどう分別すれば良いかなどオペレーションに関連するノウ

ハウでリユースやリデュースを可能にし、ネットワークを作ってコーディネートをするサ

ービスを提供する。それでもできないものは技術開発していくことが必要になる。これら

システムデザイン・コーディネーション・エンジニアリングの 3 つを併せて始めて色んな

問題解決ができるだろうと、サービスを始めた。従来よりも複雑で難易度の高いことにも

挑戦していかなければいけないということで、それに挑戦できる社内体制づくりを推進し

てきた。 

例えば、岐阜の不法投棄サイトの水蒸気注入による消化や京都大学での原子力施設での

NaK の処理のお手伝いをした。アイデアやオペレーションのノウハウや技術を提供して従



来の廃棄物を引き取って処理する以外の事業をやり始めたのがゼロエミッションエンジニ

アリングサービス。これを推進した結果、高度な案件へのチャレンジがさらなるノウハウ・

技術の底上げにつながってくるという好循環が生まれた。大船渡工場や岩手県庁にも密な

人間関係が構築されてきた。そんな矢先に東日本大震災があった。  

大阪の企業だが、岩手県には大変お世話になっていた。阪神大震災でのガレキの片付け

の経験もあり、岩手にその経験を活かすことが恩返の機会と捉え、被災地へ向かうことを

決めた。11 日に地震があって 13 日には現地に行くことを決め、資料を作成。反対はされ

たが、15 日に 3 人で秋田から盛岡まで入った。当時は何もわからなかったので食べ物等も

持って入ったが、まずは燃料不足だったことから、大阪や九州から燃料を持ってきた。20

日以降行政と連絡すら取れなかったが、何でも良いからできることをやろうという考えで、

海岸の写真を取って県庁との渡し役に立とうとした。廃棄物を処理する上で大切なことと

して、できるだけ早い段階で分別しておくことやどこに仮置き場を設置するかを考えてお

く必要がある。そこでこれらの重要性を説明し、また独自に予測した。4 月上旬からはス

タッフを呼んできて、災害廃棄物の分別指導から処理プラントの立ち上げまで動いていっ

た。6 月中旬には暖かくなり、魚の腐敗で悪臭が発生し、衛生的に問題がある状態だった

ため、海洋投棄の実施や焼却処分を行なった。7 月には二次仮置き場や破砕・選別プラン

トができ、災害廃棄物処理が順調に進んだのは、いち早く工場を再開させるという決断を

して処理を開始できたのが大きい。行政側に災害廃棄物の分別の必要性を理解していただ

けた。地元の手による復興として、地元でできないところだけを私たちがやることを当時

から貫いている。地元の建設業協会や漁業協組合の方にも考え方を理解して頂き、賛同・

協力して頂いた。我々が経営改革を行なって経験やノウハウを提供できる状態であったこ

とも大きかった。  

そういう点で、過去 10 年間色々取り組んできたことや岩手県にお世話になっていたこ

となど色んな要因があって、関係者が一丸となったことで、他の地域と比べて災害廃棄物

処理が順調に進んでいる状況になっている。地域の人たちにも非常に感謝している。我々

は早く終わらせるということでこれから先も活動していきたいと思う。去年はガレキ処理

に追われていたが、新たに何ができるのかを考え始めている。我々は物質循環を生業にし

ているので、この地域にあった物質循環をイメージして描いたものがこのイメージ図であ

る。農業や林業や漁業といった第一次産業ででたものを利用した物質循環ができないかと

いう具体的な検討をしている。その中で下水からメタンガスをとってエネルギー利用する

ことを今年度中くらいには実証実験を始める予定である。またアワビの陸上養殖も始めて

おり、東京海洋大学と一緒にアワビの出荷に 3～5 年かかるものを 2 年くらいにできる研

究をしている。  

できるものから実証事業としてはじめているところだが、私が一経営者として復興して

いくことへの思いは企業責任として維持していくこと。その中で何をするかは考えている

ところで、持続可能性というのが第一前提であり、ボランティアでなくいかにして自立し

た事業を作っていくかが一番のカギだと思っている。事業として持続可能にする要素はい

くつもあると思うが、一番大事なのはやる人の思いだと思っている。こんなのがあったら

いいなという発想があって、実現できるかどうかというのは熱い思いがあるかにかかって

くると思う。そういう意味で我々も自分たちの発想でやりたいと、思うことはやっていき



たい。皆さんも何らかの形で持続可能なことを残していきたいと思っていると思うので、

私達もできることはやっていきたい。大学と漁業者の間に入ることでスムーズになるなら

それは私達の役割であるように、我々に果たしてほしい役割があれば、やっていきたい。

企業としての社会的責任である雇用の確保につないでいけたら私達も幸せである。  

また個人的に事業を作っていく上で、地産地消型のビジネスは成り立たないと震災を経

験するまでは思っていたが、この地区で色んなことをやっていく上で、それも成り立つと

いうことを少しずつ考えている。今までこれほど入り込んで事業を行なうことはなかった

が、地区の中で回すだけでなく、世界に向けて発信していけるものがあることを実感した。

アワビといった高級食材はどこの国でもお金持ちがありがたがるもので、北米やアメリカ

なども生産や輸送コストが抑えられればビジネスになりうると思って、アワビの養殖に携

わることにした。他にもここにあるものは捉え方次第で世界に発信していけるものがたく

さんある。アメリカに売ろうなどと考えたときに行き詰ると思うが、そういうところに私

達がお手伝いできるなら、事業として持続可能になっていけたら、というのが皆さんと私

達との関わり方だと思う。長くいることによって地元の人だと認めてもらえるようになる

のも、私達の目指す復興に対する考えである。皆さんがやりたいことに対して私達をどう

使ってもらうかというのも考えてもらって、色んなことができればいいかなと思う。  

 

 

 

【グループ発表】 

これまで話し合ってきた各グループの事業

案について代表者が発表し、発表に対して

の意見交換を行った。  

＜発表グループ＞  

１．子ども達の夢アンド防災キャンプ  

２．一本松うまいもの横丁プロジェクト  

３．NPO 法人わこうど  

 



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？ 



グループからの提案に対する意見交換 

 

１．子供たちの夢アンド防災キャンプ 

 子供たちの海洋教育事業。海・自然の危険性、魚食文化を伝えていく。 

 ビジネスより社会貢献の一つとして、教育という視点で NPOのような形でやっていく。 

 

 こういうプログラムは充実していないので、やり方によってはビジネスとして成り立つ。復

興していこうとする姿を子供たちに見せると何か感じてくれる。 

 大きく伝えていく必要があるので、自治体や企業に働きかけながら、収益を上げてスタッフ

も雇用を維持できるようにするという活動の仕方も一つの方法としてある。 

 

 

２．一本松うまいもの横丁プロジェクト 

 地元で地元のものが食べられない。 

 一次産業から二次加工まで。 

 震災がらみで来ている方々にアピール。 

 

 地元の流通と同時に、外にいるターゲットをどうアクセスしていくかというのをきちんとや

っていかなければならない。 

 他の 2つと違って出資者がいて、リスクがあるのがいい。色々な知恵が出てくる。 

 生産者側の生産量をどう加工していくかのマッチングをさせ、販売会社が流通のギャップを

埋める受け皿になる。安定供給がユーザーにとっては大事。複数のルートから選ぶことで安

定供給を実現させる。 

 

 

３．NPO法人わこうど 

 行政を補完する活動。 

 若い人が活動すれば寄付も集まる可能性がある。 

 

 足元の困っている現状の解決をしようというのは良いと思う。 

 今後の日本の行政機関の流れを考えたときに、日本全体にお金が無いことから、中央集権か

ら地方分権になっていくことは確か。地域で行政を補完する機関は必要になってくると思う。

ゼロから行政システムにこういう仕組みを取り込んでいくことをやって、行政そのものを小

さくしながら住民が支えていく。その中で役所からお金が出るのでなく NPOとして雇用を生

み出すというのは良いこと。 

 


