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私たち大人の罪と償い

加藤　三郎

今月の
テーマ

１．私たち大人とは

本年 1月号のこの欄で藤村コノヱさんが、
昨年末の国連気候変動会議で各国代表団、企

業や NGOのリーダーなどを前にして語った
スウェーデンの一少女グレタさんの言葉を紹

介している。再録すれば、「あなた方は、自分

の子ども達を何よりも愛していると言いなが

ら、その目の前で、子ども達の未来を奪って

います。」「あなた方（大人）は、嫌われるこ

とを恐れる余り、環境にやさしい経済成長が

永久に続くかのようなことを言います。良識

的対応は非常ブレーキをかけることだけだと

いう時になっても、あなた方は現在の混乱を

引き起こしたのと同じ悪い考えのまま進んで

いくことしか語りません。」という内容で、私

は衝撃を受けた。

その衝撃は、私だけでなく世界中の心ある

人たちの間に大きく広がっていった（先月号

の会報でも書き手がみなグレタさんに触れて

いるのはその一つの証だろう）。彼女の語った

「子供達の未来を奪っている」という言葉は、

残念ながらその通りである。

私が特に注目するのは、彼女は特定の政府

や政権を殊更にやり玉に挙げているのではな

く、いわば大人社会全体に向かって、今日の

極めて憂慮すべき状況を引き起こしてしまっ

た責任を鋭く問いかけていることだ。私は本

欄で、現安倍内閣や経団連の一部業界の不十

分な対応に対し繰り返し批判もし、それを許

している私たち国民についても言及してきて

いるが、グレタさんのように極めて端的で、

一言ですべてを言い尽くすところには至って

いなかった。たしかに、パリ協定や IPCCか
ら発表された「1.5℃特別報告書」に書かれて
いる対策に対し、日本も含むほとんどの国は、

従来やって来たことに多少のお化粧直しをし

ている程度のことしかしていない。従って、

世界全体の排出量は減るどころか増え続け、

脱炭素とはかけはなれた方向に進みつつある

のだ。そのことをグレタさんは「あなた方は

現在の混乱を引き起こしたのと同じ悪い考え

のまま進んでいくことしか語りません」と鋭

く指摘しているのだ。

私たち大人は、気候変動問題に関心を持つ、
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持たない、深刻さを理解する、しないに関わ

らず、結局、これまでの生産や消費の仕方を

変え、政策や政治を変えることは出来ないで

いて、同じ悪い考えのまま進んでいる。政府

や財界のリーダーはもとより、その周辺にお

り、それを結果的に支えている大人たち全体

（当然私もその中に含まれる）に対し、15歳
の少女は全身全霊をもって転換を訴えている

のだ。

２．私たちの罪とは

私たち大人は、様々なしがらみもあり、欲

も深く、さらに言えば、それ以外の生き方な

ど頭では考えられても体が動かないとなれば、

こうなるしか仕方がないのかもしれない。私

としては、彼女の衝撃的な発言を機に、あら

ためて私を含む多くの大人たちが心ならずも

犯してしまいつつある「罪」を心の中で数え

直してみた。読者の皆様には、私とは違った

様々な思いが交錯したとしても当然だ。そも

そも「私たちは時代の要請に沿い、時代の流

れに沿って生きているだけで、罪など何も犯

していない。地球環境がいかに悪化しようと

も、それは私たちの罪ではなく、その危険性

を充分に警告しなかった科学者やその政策を

取り上げなかった政治家や官僚こそ、罪を犯

したと言うべきだろう。」と考える方がいたと

しても不思議ではない。しかし私は、私自身

も含め、今生きている大人たちが無意識のう

ちに犯した罪は、とりあえず次の 6点に集約
できると思う。

①�地球の環境は有限であり、すでに様々な限

界現象（気候異変、生物の大絶滅、廃プラ

海ゴミなど）は顕著なのに、無限の豊かさ

を求めて、経済規模の拡大を貪欲に求め続

けたこと

②�環境の悪化など人間社会の持続可能性に関

する科学者たちの度重なる警告を無視ない

しは軽視したこと

③�技術開発やイノベーションの有効性を過信し、

真の解決への取組みを先送りしてきたこと

④�地球環境危機の時代にふさわしい新しい経

済社会を切り拓くのに不可欠なNPOの育成
支援や政治勢力の形成を怠ったこと

⑤�短期的な経済利得よりも、あらゆる生命の

基盤である環境を重視する価値観を育て、

それを次世代へ伝える教育を怠ったこと

⑥�魅力的な思想も素晴らしい事業も人間社

会に沢山もたらしてくれた西洋文明（特に

産業革命以降）は、今日の政治・経済・社

会・環境の状況から評価すると、結果的に

はマイナス面も大きくなりすぎつつあるの

に、その検証を怠たり、日本の伝統社会の

知恵も踏まえて新たな思潮構築への挑戦に

踏み出していないこと

３．私たち大人の償い

私たち大人の多くは、経済が豊かであれば

幸せになれるし、何か問題があったとしても、

政治が、そして何よりも科学技術が解決して

くれると楽観して、日々を生きてきた筈なの

で、上記の「罪」状を受け入れるのには抵抗

があると思われる。しかし、罪の有無にかか

わらず、結果的には私たちの地球環境も政治

も経済も、満足すべき状態とは程遠い危機に

あることを思えば、私たちは償うべきものが

あると考えるのは自然だと思う。

その償いとして何をするかは人によって異

なるが、私としては、まず各自が犯してしまっ

た罪を自覚し、その反省の上で、自分が出来

る範囲のこと、例えば、NPOの活動を支援す
る、街頭での抗議行動に参加する、政治家や

行政機関に文書や面会などにより意思を伝え、

変革を促すことなど、出来ることはいくつも

あるかと思う。そうしないと、グレタさんに

代表される将来世代の厳しい責任追及に向き

合えないからである。
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「地球温暖化」という言葉は今や、「気候

緊急事態」、「気候危機」、「気候破壊」などと

言われるようになってきている。

2015 年 12 月に国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）の第 21 回締約国会議（COP21）
でパリ協定が採択された。パリ協定には、「世

界的な気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃
より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える
努力を追及する」という長期目標が織り込ま

れ、世界は脱炭素社会に向かって動きだし

た。

気候変動枠組条約（UNFCCC）の議論と
は別トラックで、2015 年 4 月に、G20 財務
大臣・中央銀行総裁会合から金融安定理事会

に対して、気候変動リスクに対して金融セク

ターがどのように対処していくか、その情報

を開示するための検討の要請があった。金

融安定理事会はタスクフォースを立ち上げ

て 2017年 6月に報告書を発表した。もはや、
温暖化対策は技術開発に任せていれば良いと

いう問題ではなくなってきている。

IPCC 1.5℃特別報告書によると、脱炭素社
会を実現するには、石炭火力発電所は 2050
年には全廃する必要がある。しかし、我が国

においては、先進国の中で最も多くの新規増

設計画があり、海外の石炭火力建設計画も支

援しているなど、脱炭素社会への取り組みが

遅い。その理由をいくつか取り上げてみた。

世界の情報がいち早く市民に伝わらない

日本は島国で独自の文化を持つ。非常に良

い面を持つ一方、情報が届き難いという一面

もある。世界で発信されている情報のほとん

どは英語であり、新しい情報が届きにくい。

できるだけ最新の情報を日本語で市民に届

け、市民からの発信を容易にする努力が必要

である。

ロッテルダム港の管理機構では、脱炭素に

向けたシナリオを描いている。シナリオの１

つに CO2 を回収して貯留する技術 (CCS) を
用い、回収した CO2 をロッテルダム港に貯

留するという方法を入れたものがある。回収

した CO2 をロッテルダム港に貯留すること

に、住民が即座に大反対したそうである。ほ

とんどの住民が CCS に詳しいとのことであ
る（少なくとも言葉は知っている）。という

のは、公共放送で毎日のように温暖化の説明

をしていて、CCS についても解説している
からということである。その話を聞いて、正

直驚いた。日本で一般の方がどれだけ CCS
について知っているかというと疑問である。

さらに、公共放送は市民がお金を出している

ので、市民が必要な情報を提供するというス

タンスも、日本と違うなと感じた。市民がき

ちんと権利を主張している。

温暖化対策は市民が声を上げる必要があ

り、その為には適切な情報が早く伝わる必要

があるが、その仕組みが十分に出来ていない。

当事者になってなかなか考えられない

これまで多くの温暖化影響が報告されてい

る。しかし、これまで報告されてきた温暖化

影響は海外のものが多く、なかなか身近なこ

ととして捉えられてこなかった。残念なこと

に最近では、日本でも温暖化の被害が発生し

ている。

昨年西日本を襲った豪雨は大惨事を引き起

こした。防災施設は整備されてきているにも



日本は変わることができないのか？

4　環境と文明　2019年 6月号

かかわらず経済的被害は減っていない。今後

もゲリラ豪雨の頻度はさらに増大すると予想

されている。

今年の春は琵琶湖で観測史上初めて全層循

環が観測されなかった。今後酸素が湖底まで

いきわたらなかった場合、湖の生物にどのよ

うな影響が出るか懸念されている。

人間はなかなか自分に関係したことでない

と、対応しないものであるが、もはや他人事

として傍観できる時は過ぎた。当事者になっ

て考える時である。

積極的に発言する人材を育てる教育が

欠けている

スウェーデンの当時 15 歳の少女、グレタ・
トゥーンベリさんは 2018 年 9 月、学校を休
んでスウェーデン国会前で座り込む抗議運

動を展開し、また、COP24 では、集まった
190 ヵ国代表に子供たちの未来のために行動
するよう訴えた。グレタさんの訴えに呼応し

て、数千人の子供たちが、世界中から温暖化

対策を求めて抗議する活動を展開している。

グレタさんの活動は欧州のグリーン政党を

後押ししているとの事である。日本には与党

となれるようなグリーン政党がないのも問題

である。

日本でも 2019 年 2 月に FridaysForFuture
が開催され、運動は続いている。しかし世界

主要国と比べて、今のところ集まる人数に限

りがあるが、この運動が日本でも広がり、政

治を動かしていくことを期待したい。

そのためには、積極的に発言できるよう日

本の教育システムを変えていくことも必要で

あろう。

市民の声を聴く制度が確立していない

日本政府は 2019 年に日本で開催される
G20 までに UNFCCC に長期戦略を提出する

ため、「パリ協定に基づく成長戦略としての

長期戦略（仮称）（案）」を 2019 年 4 月 25
日に発表し、パブリック・コメントを、5 月
16 日を期限として募った。パブリック・コ
メントの期間は 22 日間と非常に短い。英国
では、政策を策定する際に、国民各層の意見

を募る手続きとして「コンサルテーション」

が最低 12 週間実施されるとともに、参画者
には明確なフィードバックが与えられる。ま

た、気候変動政策について政府に助言する独

立した機関である気候変動委員会（CCC）が
ある。日本の懇談会との決定的な違いは、約

30 名のスタッフを抱えた法律に基づいた組
織であり、独自に調査して政策提言を行って

いることである。システム転換の為には市民

参加が不可欠であるが、日本では市民の声を

聞く制度が十分とは言えない。

高効率石炭火力発電技術に固執

日本は水素社会を提案している。しかし、

その水素を、オーストリアにおいて、褐炭に

よる火力発電と炭素回収・貯留技術を組み合

わせて作る計画がある。

ドイツには褐炭の生産地があり、政治的勢

力が強いにもかかわらず、褐炭鉱を廃止し

て、再生可能エネルギーを用いた水素製造を

考えている。

せっかく開発した高効率石炭火力発電に固

執するのも変われない理由である。

火力発電所を計画する前に再生可能エネル

ギーの導入を検討する事が脱低炭素社会を実

現するためには必要である。

私自身は飛行機を利用することが多く、

CO2 排出削減に貢献しているとは言い難い

が、温暖化に関する情報発信に努めたいと

思っている。日本が早く脱低炭素社会へ舵を

切る事を期待したい。
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学生の頭に浮かぶ対策は意識改革と節約

「エアコンの設定温度の見直し」

「こまめに照明を消す」

「バス、自転車の利用」

というフレーズが並んだパワーポイントの

画面を見て、私は「あれれ」と思った。

ある大学で「地球環境論」「持続可能な発展」

という科目の講義を担当している。気候変動（地

球温暖化）についてはまとまった時間を割き、

学生たちによるプレゼンテーションの時間も

ある。そこで、「対策」として上記のような項

目を並べる学生が目立った。

それが間違っている訳ではない。

だが、＜それだけではとてもとても＞な現

状をどうするかが、目下の課題なのだ。

COOL CHOICEの限界

環境省は、「COOL CHOICEを旗印とした国
民運動」を前面に押し出してきた。

日本の「2030年度までに 2013年度比で 26%
削減」という温室効果ガス削減目標を達成する

には、オフィスビルなどの業務部門と家庭部

門の両方で 40%という大幅削減が必要だから、
という説明を聞かされた。

だが、「COOL CHOICE」の前提をよくみると、
「業務・家庭部門で40%の削減が必要」というが、
うち 26%は排出係数の改善分、14%は省エネ
分だそうだ。排出係数とは、電力 1whを作る
ごとに出る温室効果ガスの排出量を CO2に換

算してトンで表示したもの。排出係数の改善

は、発電事業者が何を燃料としてどのように発

電するかにかかっており、それぞれの家庭では

手が出ない。

もちろん、電力自由化により、今では消費

者が電力の購入先を選んだり変えたりするこ

とができる。ただ発電事業の詳細を知るのは手

間がかかり、ハードルは高い。

石炭火力の問題も、電力、ガス会社などエ

ネルギー関連企業の行動如何にかかっている。

東日本大震災・原発事故後、日本列島は空

前の石炭火力発電所の新増設ブームに沸き、

2016年当時には、全国 36か所で新増設が計画
された。最近、計画を変更するケースが出てき

たが、問題の深刻さは変わらない。日本の削減

目標では、2030年時点で石炭火力発電による
温室効果ガスの排出量は約 2.2～ 2.3億トンに
とどめなければならないが、このままではその

目標を約 7000万トン以上も上回ってしまう。
「なるべく自動車を使わない」という選択

もまた、バスや電車、自転車専用道などのイン

フラストラクチャーが整ってはじめて可能に

なる。ところが、地方都市では自動車なしには

生活が成り立たないのが現実だ。

若者たちが声を上げる欧州との違い

昨年の 8月 20日、スウェーデン・ストック
ホルムの国会前で、15歳（当時）のグレタ・
トゥーンベリさんが、真剣に気候変動対策に取

り組むよう訴えて座り込みを始めた。その後、

学生たちが学校を休み、「気候変動対策にもっ

と真剣に取り組め」と大人たちに求める「気候

変動のための学校ストライキ」が欧州各地に広

がっている。

英国のテレビや新聞のウェブサイトには、

若者によるデモ行進の動画がたくさんアップ

されている。若者たちが持つ紙やプラカードは

カラフルな絵とともにこんな言葉が並ぶ。

「system change not climate change」
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「the climate is changing, why aren’t we?」

日本では地球温暖化抑止政策をめぐり、普

通の庶民や若者の間に取り組みの強化を求め

る声が広がっていない。なぜなのだろうか。

昔からいろいろなことが言われてきた。

曰く、日本は干ばつや洪水など厳しい温暖

化の影響にさらされていない。グリーンランド

で氷床の融解が進む欧州は、影響に敏感だ。

曰く、日本は島国なので、世界の動きにに

ぶい。

そうはいっても、日本でも 2014年 8月の広
島の土砂災害、2016年5月の鬼怒川の堤防決壊、
昨夏の西日本豪雨と極端な降水（雨）による深

刻な災害が次々に起きた。鎖国政策が続いてい

るわけではなく、人、もの、情報の行き来は活

発だ。

実際のところは、＜人々は地球温暖化の危

機を感じているが、エネルギー政策を含む大き

な制度政策のあり方を問う発想を持ちにくい

＞のではないか。

なぜだろうか。

やや細かい話になるが、一つには、環境省

が毎年４月に行う前々年度の温室効果ガス排

出量の発表方法も関係する。環境省は長らく

「CO2の部門別排出量の推移」として、電力を

家庭、工場、事務所などの最終消費の場に振り

分けて計算し、表す方法で発表してきた。こ

れを「電気・熱配分後」の CO2排出量といい、

これだと家庭部門が占める割合は高く、増加も

目立つ。欧米では、発電所で電気を作る際に出

る CO2を一括して電力部門の CO2排出量とし

て計算しており、国連もこの方法を採用して

いる。これを「電気・熱配分前」の CO2 排出

量という。環境省は昨年から「電気・熱配分前」

と「配分後」の両方を示すようになった。例え

ば今年 4月 15日の発表の中の「配分前」のグ
ラフを見ると、エネルギー転換部門（発電所な

ど電力部門を含む）による排出が全体に占める

割合、増え方ともダントツに目立つ。

冒頭の学生たち同様、多くの人々が「家庭

や個々人の電気の使い方が問題」と思い込んで

いるとすれば、長い間そのように見えてしまう

方法で発表され、また家庭での省エネの重要性

が強調されてきたからではないか。（私個人の

疑いに過ぎないが、背景には、産業界の意向が

あったのかもしれない）

個々人の意識や努力を超えどう削減進めるか

学生たちにどう伝えたらいいか悩んでいた

ところ、環境省のある幹部が「やや極端な例だ

が、個々人の意識や努力を超えた削減が必要と

いう規模感は示せるかも」と助言をしてくれ

た。それによると――。

個々人の行動による CO2の削減量を示す環

境省資料から、エアコン（冷暖房平均）と照明（蛍

光灯）とテレビ（液晶）とパソコン（ノート）

をそれぞれ１時間ずつ消すと年間 22.6kgの削
減となる。一方、2013年に比べ 2050年に 80%
減らすには、11.2億トンの削減が必要。これを
22.6kgで割ると、495.6億。つまり、＜日本国
内で求められる削減をエアコン、照明、テレビ、

パソコンの一人当たり１時間節電で実現する

には、日本国内で 495億人が取り組む必要が
ある。あるいは、１億人が取り組むとすると、

１日当たり 495時間ずつスイッチを消さねば
ならない＞

どちらも不可能であることは、明白だ。

温室効果ガスの排出量を大きく削減するに

は――。政府の「パリ協定長期成長戦略」は、

「非連続の技術イノベーション」にその答えを

置き、「カーボンプライシング」などの制度導

入には消極姿勢を示した。当然ながら、専門家

や市民団体から批判の声が上がっている。

市民側は、政府の姿勢を批判するとともに、

「解決策は家庭や個人にある」という「刷り込み」

を修正しつつ、政策提案やダイベストメント、

創エネを含む様々な活動を続けるしかない。



変わらない日本のエネルギー・気候変動政策

桃井　貴子　( ももい　たかこ／気候ネットワーク　東京事務所長 )
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今年 5月 12日、IPCC総会が京都で開催さ

れたのにあわせ、気候ネットワークではシン

ポジウムを開催しました。折しも、パリ協定

長期戦略の政府案が発表され、そのパブリッ

クコメント期間中に重なり、日本の脱炭素社

会に向けたビジョンや政策について、急遽政

府案にも言及し議論を深めました。パリ協定

の長期戦略は、まさに今の「変わらない日本」

を象徴する内容とプロセスだったのではない

かと思います。

ドイツのエネルギーヴェンデ

本題に入る前に、上記のシンポジウムの特

別講演で、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領

事館のヴェルナー・ケーラー総領事の話に触

れておきたいと思います。

ドイツでは、日本の福島原発事故の後に国

民的議論をふまえ、2022年原発ゼロをかかげ

たことは周知のことです。さらに今年は、パ

リ協定の目標達成のために、「脱石炭」につい

て議論する委員会で ”2038年までに石炭火力

発電所を廃止する ”と決定しています。産炭

国であり、炭鉱の業界団体を抱えるドイツの

本気度が現れていると思いますし、エネルギー

の革命的大転換「エネルギーヴェンデ」を掲げ、

省エネ・再エネに大きくシフトする覚悟が見

てとれます。

こうしたエネルギー政策の話を、総領事と

いう外交官のトップが、データを使いながら

自分の言葉で語れるということ自体が、国家

政策のメインストリームになっている証で

しょう。しかし、私自身が最も驚いたのは、ケー

ラー総領事が一番最初に語ったことが、政府

の政策ではなく、若者たちのクライメイト・

ストライキの動きだったということです。ス

ウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんが学

校を休んで国会前に座り込み、「気候変動対策

を強化しろ」と訴えたことが若者たちの共感

をよび、国境をまたいで様々な国で同様の運

動が広まりました。“Fridays For Future（未

来のための金曜日）”と呼ばれるこの動きがド

イツ国内の子どもたちにも広がり、数十万人

規模のデモが起きていることを、写真を見せ

ながら紹介されました。そして、こうした若

者の動きが今、ドイツの政治を動かしている

のだと言います。「2038年脱石炭」という方

針には、若者達が「1.5度目標と整合しない」「遅

すぎる、もっと前倒ししろ」と要求をしており、

それも検討課題だと加えました。まさか政府

の立場の方から、こうした動きを聞くことに

なろうとは思いもよりませんでした。その後

の欧州議会選挙では緑の党が大躍進しました。

民衆のうねりが政治を変えていく。これこそ

が民主主義国家たる姿なのだろうと思います。

変わらない日本のエネルギー政策

では、日本はどうでしょうか。政府の官僚が、

例えば市民による脱原発の大規模デモや集会

を紹介し、日本のエネルギー政策はこうした

市民の動きによって変わろうとしている、な

どと言うことが想像できるでしょうか。多分、

そのような想像ができる国であったなら、と

うに日本のエネルギーシフトは進んでいたで

しょう。
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2011年、原発事故で大多数の国民が「脱原

発」を望んでいることは数々の世論調査で明

らかになりました。しかし、その後のエネル

ギー基本計画改定でどうなったかはここで改

めて述べるまでもないでしょう。パブコメは

形式的なものにとどまり「原発は重要なベー

スロード電源」という位置づけを変えること

はありませんでした。

気候変動対策にしても、2030年目標は変え

ず、「高効率石炭火力」を推進する方向性も全

く変わっていません。先進各国が 2020年代の

脱石炭方針を決定していく中でも、2030年の

電源構成の石炭の割合は 26％は維持されてい

ます。それどころか、それ以上に増加する懸

念のある新規石炭火力計画すら止められない

のです。

今回の政府案としてまとめられた長期戦略

案も「長期ビジョン」としては、「可能な限り

原発依存度を低減する」、「脱炭素社会を目指

す」などと掲げながら、いずれも将来のイノ

ベーションに無責任に託す表現で具体性がな

く、そこに向かう道筋が描けていません。む

しろ、原発や石炭は温存し、2030年のエネル

ギーミックスも変えず、関連予算も拡充でき

るような枠組みがつくられているのです。

多くの国民の意向や不安をよそに、一体、

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

報道によれば、長期戦略の検討を行ってき

た首相の有識者懇談会では、「主要論点の石炭

火力発電の廃止に産業界の代表委員が強く反

対し、内容が大きく後退した」とのことです（4

月 18日共同通信、4月 24日朝日新聞）。座長

案として示された「脱石炭」の文字は削除され、

最終案では産業界の意向が色濃く反映された

ことが垣間見えますが、このプロセスそのも

のが全く不透明です。報道がなければ全く闇

の中だったということも「変わらない日本」

の象徴的な出来事だと言えるでしょう。公式

会議ではない水面下の議論で物事が決まる不

透明な日本の政策立案プロセスが最大の問題

だと言えます。世論が政策に反映されるしく

みをもつドイツとは全く異なり、民主的でも

ありません。

希望となるのは市民と企業の動き

日本の政策や政策立案プロセスを見ている

と、本当に絶望的な気分になりますが、希望

があるとすれば、それは市民と企業の動きで

す。

企業の動きというのは、世界的な金融界の

動きやグローバル企業が高炭素社会から脱炭

素社会へとダイナミックに動きはじめている

ことで、日本の大手企業も大きく脱炭素化を

企業行動やビジョンに組み入れるようになっ

てきました。週刊「東洋経済」5月 18日号では、

日本のトップ企業 150社を対象にした面白い

アンケート結果が紹介されていますが、再エ

ネ 100％を目指す企業や石炭火力は止めるべ

きだと考えている企業が相当数あることがわ

かりました。

市 民 の 動 き と い う の は、Fridays For 

Future で行動する若者たちが日本でも増え

ていること。また、石炭火力を止めるために、

地元の反対運動が活発になり、“気候変動訴訟 ”

が起こっていることなどなど、気候変動アク

ションがこれまでに増して強力になっている

ことです。千葉県で計画されていた、蘇我や

袖ヶ浦の大規模石炭火力発電所の計画中止が

その成功例です。

自ら動く市民や企業が増えることで、いつ

かダイナミックな政策転換を勝ち取れる日も

そう遠くはないと信じたいですね。
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塚本　啓之　( つかもと　ひろゆき／元インターン生 )
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数年前から孤独にも活動を続けてきたス

ウェーデンの少女、グレタさんの活躍とその姿勢

は尊敬に値する。彼女が始めた気候ストライキは

今や、世界中の若者が声をあげる活動となった。

しかし、他国と比べて日本ではその動きが小さい

との声がある。今回は、日本の若者が環境問題に

対してどのような考えをもっているかを、①日本

の若者が行動を起こさない理由、②それを解決す

るために必要なこと、の二点について、周囲の協

力を得ながら書いてみた。

①日本の若者が行動を起こさない理由

＜私の意見＞

●問題意識が低いこと

島国という日本の地理的特性が関係している

のか、若者はグローバルな視点で物事を考える人

が少ないように思う。また、日本は世界と比較し

て、経済的に豊かな国であると同時に、50年前
の公害問題のように緊急を要する問題が顕在化

していないこと。これらが、社会への問題意識や

危機感の低下、悪く言えば「平和ボケ」に繋がっ

ているように感じる。

●歴史の転換点に生きているという理解の不足

世界規模では人口爆発、産業革命以降から拡

大を続ける化石燃料の大量消費、AIの発達。一方、
日本では世界に類をみない超高齢化、人口減少に

よる地方の過疎化など、将来に多くの不安を残し

ている。私達が常に変わりゆく、不確かな歴史の

『今』を生きていて、その『今』の在り方を根本

的に変えなければ、取り返しのつかない事態にな

ることを理解している若者は少ないように思う。

●行動の成果や結果がみえないこと

心のどこかに問題意識があっても行動しない

のは、将来は不確実で、仮に生活を改善しても、

よくなっているのかわからないことも原因。仮に

行動を変えたとしても、変えなかった場合と比べ

て、未来がどう変化したのか比較できないからだ。

まさに人は「見える化」によってインセンティ

ブをもたらすことが可能だが、環境問題はそれが

難しい。統計的・数値的な予測はできても、どの

地域でどんな出来事がいつ起こるまでは正確に

予測できないからだ。

＜周囲の意見＞

●認識の不足

日本では地球温暖化や気候変動による影響の

程度が途上国に比べて小さいため、自分たちに直

接関わるような問題だと理解しづらい環境にあ

ることや、具体的な数値データを伴う現状や将来

予測の把握ができていないこと、義務教育や高校

で環境問題について学びはするものの実社会と

の結びつきが感じられないことなどが、何をすれ

ばいいか分からないという事態に繋がっている。

●情報収集の在り方

「認識の不足」は「情報収集の在り方」に多

く影響されていると言える。私達は良くも悪くも、

情報収集の大部分をマスメディアに依存してい

る。情報社会において、スマホを通じて多くの情

報を得るが、若者は自分の関心ある情報しか拾わ

ないようになっている傾向がある。加えて、テレ

ビのニュースなどでは地球温暖化や気候変動の

問題がほとんど取り上げられないことから、環境

問題を知る機会自体が少ない。

●環境問題の実感が湧かない

地球環境は人間の一生とは異なり、大きなス

ケールの時間軸で非常にゆっくり変化するもの

であり、また豪雨や干ばつなどの現象は局所的（自

分の身に降りかからないこともある）である。そ

のため、個々の環境配慮行動が良い方向に向かっ
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ていること（その逆も然り）や、刻一刻と悪化す

る地球環境の影響が実感しづらい。

その他に、「誰かがやってくれるだろうという

合理的無関心」や、「日本人らしさともいえる同

調性」、「環境問題に熱心に取り組むコミュニティ

の熱量が関心のない人たちにまで伝わっていな

いこと」などが、若者が行動しない理由に関係し

ているという意見もあった。

②それを解決するために必要なこと

＜私の意見＞

●コミュニティ同士の認知と協力

私は環境文明21でのインターンを経験して、

日本には沢山のNPOや若者のネットワークがあ
り、各団体は己の掲げた理念のもとで、精力的に

活動を展開していることを知った。しかし、それ

ぞれの団体は、その他の多くの団体の良さや存在

を知らないで、すれ違っているのが現状ではない

かと思う。それはそれでよいが、やはりムーブメ

ントを起こすには団結が必要だと考える。

現在、大学院入試にむけて物理の勉強をして

いるが、ムーブメントは摩擦が伴う物体運動に似

ている気がした。動き始めるまでに一番大きな力

を必要とするが、一度動き始めたらその動きは加

速する。だから、歩みを止めてはならないのだ。

＜周囲の意見＞

●「情報収集」と「行動」の機会づくり

問題意識の共有が大切である。自分と密接に

関わっている問題だと認識されることが重要で、

データに裏付けられつつも、単純明快で身近な例

え（例：〇〇年後には、日本から冬がなくなって

しまう！？）を用いて、興味を惹きつけながら伝

えること。また、根本的な解決を求めるのであれ

ば、講演や広報による普及だけでなく、日本全体

に影響をもたらすマスメディアや義務教育の在

り方も変えていくべき。

さらに、所属する学校や大学で環境に関する

活動を促進させて、「関心はあるけど、進んで行

動しようと思わない人」に行動を起こす機会をつ

くること。

●行動を誘うインセンティブ・ナッジの推進

地球規模の環境活動は行動の結果が見えにく

いので、動機付けが弱くなってしまうことから、

環境活動の成果を目にみえる形にしたり、自動的

に環境配慮行動が促されるシステムにしたりす

ることが必要。

その他の意見

①②の題目に対して、「日本の若者を海外と比

較して、低いという評価しかできない価値観自体

が古いのではないか。」「一昔前は『今は貧乏で不

安だけど、将来は夢と希望がある』時代で皆が同

じ方向を向いて進んでいたが、現在は『今は幸せ

だけど、将来は不安』な多様性の時代であり、た

くさんの正義が存在する。大規模にみんなが同じ

方向に進む方がおかしいのではないか。」という

問題提起もあった。

まとめ

今回、多くの方々が考えて導き出した「答え」

を聴いた。個人的に賛同できるものやそうでない

ものもあった。その上で感じたことは、結局正解

などはないということ。

環境問題に加えて、民主政治の機能不全、低迷

する地域等々、問題点は挙げればきりがない。人

間社会は多くの不完全な仕組みの上に成り立っ

ており、それ自体は問題ではない。本質は、「私

達が常に変わりゆく現状を問題として捉えられ

るかどうか」であり、そこからがスタートである。

今こそ、生命が生きる基盤である地球環境の

ことを真摯に考える方向性を、みんなで共有しつ

つ、各々が抱える問題や地域課題と一緒に、包括

的に取り組むときなのだと思う。

最後に、この原稿を書くにあたって、協力して

くれた友人や兄弟に深く感謝したい。また、この

ような機会に、ひとりの若者としての考えを知っ

てもらえることは嬉しいが、これからは未来のた

めに行動で示していきたいと思う。
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　去る４月25日、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）」が政府案として取りまとめ
られた。昨年8月、日本政府が設置したパリ協定長期成長戦略懇談会の提言（2019年4月２日）を受けて
作成されたものだが、その内容は、以下のような点で、パリ協定に基づく長期戦略とは言い難い内容に

なっている。

　そこで、環境文明21としては、次のような意見書を提出した。

１ ．全体を通して、ビジネスと技術に過度に依存する内容であり、それら技術やビジネスの実現可能性は
明らかではなく、またそれらを社会として受け入れることが本当に人々の幸せや社会の脱炭素化・持続

性に役立つのかといった記述が希薄である。さらに、「水素社会」「CCS」「CCU」「人工光合成」
「メタネーション」といった技術を実現するための政策手段についての提言も極めて通りいっぺんの内

容に留まっている。

２ ．政策として、炭素税は、税制のみならず産業構造、ライフスタイル、価値観の転換を促す重要な政策
であるにもかかわらず、「検討の継続」として、わずか数行の記載に留まっており、また規制的な政策

についての言及もない。これは、既に日本の専門家の間でもほぼ四半世紀以上も議論してきた経緯や、

世界の主要国で実際に導入が進み効果を挙げている事実を無視する内容であり、「非連続的なイノベー

ション」、「野心的なビジョン」といった提言内容とは著しく乖離する、旧態依然とした考え方に終始

したものである。

３ ．1.5度目標には触れているものの、それを達成するために必要とされる、2030年45％削減、2050年正
味ゼロには触れられておらず、2050年削減目標も80％削減のままである。これでは国際的には不十分で
あり、長期戦略としてもふさわしい内容とは言い難い。

４ ．「巨大な資金、技術を有するビジネスの力を最大限に活用」など、各所でビジネスと技術に過度に依
存した姿勢が伺われ、市民の参加や政府や自治体の政策の重要性についての言及が極めて希薄である。

「これまでにないスケールの変革」には、企業だけでなく、国民の理解と協力、そして政策なくしては

成し得ないにもかかわらず、ビジネスだけに頼る姿勢は、国家戦略として不適切であり、一部産業界か

らの支持は得られても、良識ある国民の賛同は得にくい。

５ ．パリ協定を反映していないエネルギー基本計画を踏襲とするという考え方は、国民の70％以上が反対
する原発や国際的に批判されている石炭火力を使い続けることを意味するものであり、到底国民の賛同

を得られるとは考えられない。特に原発はIPCCでは選択肢の一つとされているが、毎日日本のどこか
で地震が発生している我が国と、地震のない国とでは基本的要件が異なることを踏まえるべきである。

６ ．そもそも現在の日本社会の中で、「知」そのものが失われつつあるという現実への認識が薄い。AIや
IOTは一つの道具であり、自らイノベーションを生み出すことはできない。それらを活用してイノベー
ションを起こすのは人間であり、その「知」をどう育成していくのかといった視点が不足している。その

観点からみると、その他の政策として述べられている人材育成は、教育に対する認識が古い。また、イノ

ベーションの為の人材育成だけでなく、将来を見通し科学的根拠と哲学的思考を持って持続可能な脱炭素

社会を実現できる人材の育成が必須であり、それを成し遂げる手段としてOJTでは全く不十分である。



報 告

　IPCCが求めている非連続なイノベーションとは、現代文明全般にわたって「これまでにないスケー
ル」での変革の実施であり、単に水素社会、CCS、CCU、人工光合成、などいくつかの技術要素の導
入に留まるものではない。まさに、産業構造や経済システムの転換、エネルギーや社会システムの見直

し、そして価値観の転換など、脱炭素社会に向けた新たな文明の構築をも視野に入れたものである。

　しかし、今回の戦略案では、「今世紀後半以降の未来も視野に入れた経済システム、人間の生き方の

変更が究極の目標」との文言の表記に留まり、次世代を見据えた新たな戦略の策定を促す気迫は読み取

れない。

　私たち環境文明21は、パリ協定が求めている「脱炭素社会」の実現には、経済や技術だけに依拠し
た、ビジネス主導の変革では全く不十分であり、企業・市民・NPO・研究者等も含めたあらゆるセク
ターでの、価値観の転換、制度の変更、技術の革新といった、まさに人間力の結集こそが重要であると

考えている。

　４月初めに取りまとめられた懇談会提言同様、今回の長期戦略案でも、その認識が欠落していること

は残念である。６月に開催されるG20に向け、世界に誇れる長期戦略にするために、パブリックコメン
トの意見なども反映し、早急に、修正案の作成を期待するものである。

2019年5月　認定ＮＰＯ法人環境文明二十一
代表　藤村コノヱ

顧問　加藤　三郎　　

エコ動画甲子園実行委員長

環境文明研究所所長

加藤三郎

応募締め切り

7月8日（月）

入 賞 特 典
グランプリ

　活動奨励金10万円

準グランプリ
　同5万円

企業特別賞
協賛企業の特色が現れた副賞

ほか、入賞者にはさまざまな
特典を用意しています！

人類の前に立ちはだかるさまざまな脅威や困難と向き合い、これからの地球環境を
正しい方向へと導いていくためには、次世代を担う若者たちの地球環境への意識を高

めることが欠かせません。その入り口となりうる高校生を対象とした環境動画コンテス
ト「エコ動画甲子園」が、今年からスタートします。まずは動画作品の企画書を募集し、
高校生に改めて地球環境と向き合う機会を提供します。その後、動画作品の審査を
経て、グランプリなどの各賞が選出。全入賞作品は特設サイトで公開され、世界へ
発信されることとなります。応募の締め切りは7月8日（月）。
身近にいる高校生に、ぜひ参加を呼びかけてみてください。

高校生を対象にした環境動画コンテスト
｢エコ動画甲子園」の作品募集がスタート！

詳しくは、エコ動画甲子園特設サイト https://ecodoga.jp まで。

NPO法人環境文明２１代表
藤村コノヱ
“環境×教育”の
パイオニア

気象予報士

森田正光
フリーお天気キャスター

の元祖

YouTuber Academy主宰

齊藤涼太郎
慶大在学中に

映像教育会社を起業

私たちが審査委員を務めます！
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■新たにスタートする事業のお知らせです。



報 告

第二期　倫理部会 (仮称 ) 第二回会合

13

日　時：2019 年 5 月 11 日 13 時 30 分～ 16 時 30 分　

場　所：聖心女子大学グローバル研究センター

参加者：荒田鉄二、工藤泰子、石川レイ、庄司元、塚本啓之、中山茂、三國博貴

　　　　藤田成吉、加藤三郎、藤村コノヱ、尾利出あおい

　最初に、脱炭素社会に向けて現代社会で何が大きな課題かについて話し合ったが、「経済」「人間そ

のもの」「政治・民主主義」が課題であるという意見が出た。

　経済については、そもそも成長する経済は無限の空間では可能だが、有限な地球環境の中では無理

があり、成長しない経済にしていく必要があるという意見と、循環さえすれば成長する経済も必要で

はないかという意見が出され、意見が分かれた。また経済を司るのは人間であり、その人間の倫理観

がなくなっていること自体が課題であるという意見も出された。さらに、制度を変える必要があり、

堕落した政治を正すには選挙制度を変える必要があるといった意見も出された。

　また将来の方向として、２つの経済の方向があり、当会としては「小商い、地方分権」に着目した

提案も必要ではないかという意見も出された。なお、技術については次回議論する予定。（下記は、当

日の意見の概要） 

【脱炭素に向けて、現代社会の何が大きな課題か】 
○経済が問題／経済の在り方を変えれば波及効果あり ○政治が機能していない ○技術 

 
 

 
 

 
 

 
 
 破局の後に人は変われる 
  

 強いものが生き残る 
 
 
 

 

○人間が壊れている。倫理の箍が外れている  
 

 
  

成長しない経済にする  

循環すれば成長してもいい 

・戦後経済中心の社会に 
・変えることは無理 
・経済の都合で皆が動く 
・人は損得で動く 

 
・成長する経済は無限空間でのみ 
？成長が止まってやっていけるか 
？鎖国でやっていけるか 

・選挙制度に問題あり  
・地方分権が成り立って 

いない  

・倫理観がない  
・貪欲  
・無責任  
・無知 400ppm 

100万種の絶滅 等 

・ＡＩ、人工知能  
・遺伝子操作  

持続可能な 

脱炭素社会  

・危機感がない  
・男社会 
・行動しない  

・経済成長を否定で

きないが、次世代に

ツケを残さない経済  

意識を変える 
・炭素税を支える人

を増やす  
・5％、25％の理解

を目指す  
 

2つの経済のハイブリッド 
①グローバル経済  
②ローカル経済  

小商い・地方分権 
・災害が起きる前に地方に戻る 
？ローカルなら脱炭素か 
？持続的か 

・制度を変える 
・政党を作る  

非営利組織 
（協同組合） 
そのための法律  

※次回の倫理部会は、7 月 13 日 ( 土 ) に開催いたします。詳細は 16P にてご確認下さい。
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地域だより

小中学校への出前授業拡充

松本　いずみ　( まつもと　いずみ／龍ヶ崎市民環境会議 )

1999 年茨城県のエコカレッジで、 藤村コ

ノヱさんに啓発されて、自分たちも学びなが

ら、地域の環境学習講座を始めて 20 年にな

る。

市民を募集してのエコクッキングや夏休み

こども環境講座に始まり、2013 年からは小

中学校への出前講座を拡げてきた。

落ち葉や草木の堆肥は，カブトムシの幼虫

などが食べて土にする。土は水を保ち、きれ

いにし、生き物のすみかになるなど大切なは

たらきをしている。 地球上の物質とエネル

ギーは循環していることを意識し、生活ごみ

と環境のつながりも子供たちと考えてきた。

■カブトムシを使った環境教育

■生活ごみを中心とした環境教育

学習指導要領の内容とつなげ、地域の教材

を提供することで、実施校を増やした。

そんな中、2016 年 1 月 31 日付の朝日新聞

の報道で SDGs を知り、中学 3 年生向けのプ

ログラムを「自然エネルギーとは？」とした。

太陽から始まるエネルギーの循環。食物連鎖

も太陽の光エネルギーを化学エネルギーに変

換したものの循環だ。これから先どんなエネ

ルギーの利用が望ましいのか考えている。

台所のごみでは、「３切り（水切り・食べ

切り・使い切り）」を実験を取り入れつつ、「食

べ残し・手つかず食品の廃棄」が最大の問題

だ、やれることはないか、親の協力を得て実

施することで、親への啓発も試みている。

単発ではなく継続的にかかわることで、関

心を持ち行動を起こしてくれる人を増やした

いと思ってのことである。が、SDGs は環境

分野にとどまらない。

そこで、中学校のプログラムを再構成した。

■SDGsを使った環境教育

中学 1 年生のプログラムは次のようである。

① 生きるために必要なものを付箋に書き

　 出す。

② 地域で活動している人の話（建築士に　

　 よる ZEH など）を聞き、17 の目標のど   

　 れと関係があるか考える。

③ ①で自分たちが書き出したものはどの

 　目標と関係があるか班で考え、複数に

　 関係があるものは付箋を書き足して 17
 　枚のカードに貼る。

④ ③で考えたものを黒板の 17 枚のカード

　 にすべてあつめる。

こうすると、付箋の張られないカードがな

くなる。SDGs の目標は互いに関連している

ことを見いだすことになる。

生徒たちは、自分たちが考えたものが国連

の目標につながることに感動して、関心を持

ち、行動する意欲を持ってくれる。先生方も

2030 年アジェンダを知ることになり、 自分

の授業でも取り入れてくれるようになった。

今月は龍ケ崎市民環境会議の全体会でも、

SDGs の 話 を さ せ て も ら え る こ と が 決 ま っ

た。環境教育は工夫しながら続けることで認

められていくのを実感している。

市の行政を動かすのはもう一息かなぁ。

小 4 季節の変化とカブトムシの生態
小 6 土はどんな働きをしているか
中 3 物質とエネルギーの循環を考える

小 5 台所のごみの減らし方を学ぼう
中 2 生活と環境のつながりを考えよう

中 1 SDGs 知ろう考えよう行動しよう
中 2 食品ロスを考えよう ( 目標 12)
中 3 再生可能エネルギー ( 目標 7)
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「共助」が立ち現れる避難所

「車椅子、通りまーす」

「要配慮者の方の受付はこち

らです。一般の方は奥へお進み

くださーい」

「避難生活で特別にお困りに

なることはありますか？」

突然ですが、読者の皆さん

は、「リアルHUG（ハグ）」を
ご存知ですか？　避難所に見立

てた学校などの施設の図面にプ

レイヤーが避難者を事情に応じ

て適切に配置しながら、より良

い避難所運営のあり方を検討す

るという防災ゲーム「避
4

難所運
4

営ゲ
4

ーム」の頭文字をとって

「HUG」。これを図上ではなく、
実地で体験するものが「リアル

HUG」です。
冒頭の場面は、昨年 11月 23
日から 24日にかけて静岡市立
豊田中学校を会場に開催された

「宿泊防災訓練」の受付の様子。

まさにリアルHUG。この地域
では、障がい者や高齢者などの

要配慮者を住民主体で支える体

制づくりをテーマにした宿泊防

災訓練が継続的に実施されてい

ます。第 5回となった今回は、
訓練初日に 79世帯・140名（う
ち要配慮者は 18世帯・20名）
が参加しました。

地元の災害ボランティア団

体に所属する私は、施設管理班

として寝床の設営を担当しまし

た。防護シート敷きや毛布の配

布などのさまざまな仕事で参加

者や中学・高校・短大生のボラ

ンティアが大活躍！ダンボール

ベッドは、視覚障がいを持つ方

も一緒になって組み立て、実際

に体の不自由な方が横になる場

所として活用されました。防災

のキーワードの一つに「共助」

がありますが、私は、避難所の

設置・運営を通して共助が立ち

現れる場面に出会いました。

地域のレジリエンスを高める

夕食には、食料・物資班が準

備したアルファ米ごはんとイン

スタント味噌汁が参加者に振舞

われました。美味しいけれど、

避難生活で毎日同じようなもの

を食べるとなると、きっと味に

も飽きるし、栄養のバランスも

心配。アレルギーや高齢者、障

がい者の方たちに配慮した食事

も考えなければ等々、いろんな

ことに気付けるのも宿泊型の訓

練だからこそです。

夕食後の講座と振り返り会で

盛り上がった後、21時半頃には
消灯。避難初日を想定していま

すから、当然、お風呂なんてあ

りません。毛布が配布され、防

寒着も各自持参しているとはい

え、11月の夜の体育館は冷え込
みます。「もし真冬に発災したら、

避難生活はもっと過酷になる」

と、リアルに想像できました。

もちろん、避難所に行くより

も「自宅避難」が基本であり、

そのために各家庭での備蓄が重

要であることは言うまでもあり

ません。ですが、災害弱者とな

る要配慮者の方たちと共に避難

所を設置・運営する、このよう

な体験こそが共助の社会を築い

ていくのではないでしょうか。

地球温暖化の影響による豪雨災

害や南海トラフ巨大地震などの

発生が懸念される今後、地域

のレジリエンス向上のために、

いっそう重要になるはずです。

あなたの地域でも、リアルな

宿泊型の防災訓練に取り組んで

みませんか？

ダンボールベッドを組み立てる
作業も「共助」で
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今月のテーマ：環境の世紀、平成から令和へ 
〔風〕

私たち大人の罪と償い…………………………加藤三郎 1
〔ながれ〕

日本は何故脱炭素社会に舵を切れないのか…甲斐沼美紀子 3
なぜ日本では気候政策求める声が低いのか……河野博子 5
変わらない日本のエネルギー・気候変動政策…桃井貴子 7

　今を生きる日本の若者とは？…………………塚本啓之 9
〔報告〕 

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 ( 仮称 )」
への意見書…………………事務局 11

第二期倫理部会 ( 仮称 ) 第二回会合……………事務局 13
〔地域だより〕

小中学校への出前授業拡充…………………松本いずみ 14
〔エッセイ〕

リアルなハグをしてみませんか？
－「宿泊防災訓練」のすすめ－……松尾和光 15

〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2019 年 5 月）

5 月 11 日 環境倫理部会

        13 日 憲法部会

        14,15 日 インターン生面接

        23 日  グリーン連合幹事会に藤村代表参加

        24 日  気候変動を止める若者のデモに、藤村代表、

　　　　　 加藤顧問も参加

       30 日  台東区環境基本計画策定懇談会に藤村代表参加

●憲法部会

日時　2019 年６月 24 日 ( 月 )　18:00 ～
会場　東京都南部労政会館　第 2 会議室
　　　品川区大崎 1-11-1、TEL：03-3495-4915
　       ＪＲ大崎駅 南改札口から徒歩 3 分

●経営者環境力クラブ総会並びに勉強会

日時　2019 年７月８日 ( 月 )　13:30 ～
会場　東京都南部労政会館（品川区大崎）
　※対象の方には別途詳細を連絡いたします。

●環境倫理部会

日時　2019 年７月 13 日 ( 土 )　13:30 ～ 16:30
会場　聖心女子大学 4 号館／聖心グローバルプラザ
　　　会議室４－１　
　　　東京都渋谷区広尾 4-2-24　　TEL：03-3407-5811
　　　東京メトロ日比谷線広尾駅 4 番出口から徒歩 1 分

●エコサロン大阪（関西グループ）

次回の会合について、日時、場所、内容は許斐（このみ）
さんにご連絡ください。
(tomato331konomidaisy@yahoo.co.jp)

◎先月号より、諸般の事情により、会報の用紙や使用する

インクを、より環境配慮型のものに変更いたしました。

また、先月号について字色が薄いとのご意見をいただきま

したため、一段階濃い字色に変更いたしました。

　ご意見等ございましたら、お寄せ下さい。

2019 年 6 月号
2019 年 6 月 15 日発行 ( 毎月 15 日発行 )
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目次 (27 巻 6 号 )

■沖縄本島に 10 数年ぶりに旅行した。ＴＶコマーシャル

で有名な古宇利島へ。あの古宇利大橋を渡り、高台の展望

台でエメラルドブルーの海を満喫した。一瞬、海外に来た

かと錯覚したのは、開放感のある景色のためだけではなく

アジアからの観光客がほとんどだったから。一方、帰りに

立ち寄った今帰仁城跡は日曜にも関わらず人が少なく、世

界遺産の観光力には疑問符が。翌日は美ら海水族館で、ま

たまた大勢の外国人観光客に混じり巨大ながらかわいいジ

ンベイザメや熱帯の色鮮やかな魚たちに再会し、すっかり

リフレッシュした。沖縄の観光は発展し施設も充実してき

ているが、県民の日常生活を脅かす基地問題はちっとも進

展せず、自然破壊も放置されたままである。沖縄に着いた

日は「５．１５平和行進」の最終日だったが、概して本土

では関心が薄く、私自身も知らなかったので、大いに反省

した。飛行機から見ると、広々した米軍基地エリアと住宅

や店舗が密集した県民エリアがすぐに見分けられる。この

ままではいけない、と強く感じた旅行となった。 （O）

■５月と言うのに各地で猛暑日続出。北海道の方は零下
37℃には慣れていても 39℃超には不慣れのはずでお気の

毒です。避暑は北ではなく高地に行くしかない時代です。

／気候変動関連の若者のデモが世界各国に広がっています

が、若者だけには任せておけないと、所長、会報でお馴染

みの明日香先生と三人で都心のデモに参加。どれくらい

来るか？と心配していたのですが、なんと 300 人ほども。

とはいえ外国人の若者や家族連れが多く、日本人は NPO
や都立国際高校の学生など少数。それでも久しぶりのデモ

にワクワク。病みつきになりそうです。近いうちに “ おじ

さんおばさんデモ ” を始める予定ですので、ぜひご参加下

さい。／今月号「なぜ日本は変われないのか？」の執筆者

は偶然にも女性３名と若者。「男性は変われないのよね、

女性は変化にいつでも適応できるけど」「それが、日本が

変われない要因かもね」という女性陣の発言に、「その通り。

だけど同じ男性でも所長は違う、と書いておいてね」との

リクエスト。確かに所長の適応力は高いかも。デモに

も行きましたし。（コ）
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