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社会・経済のコースを大胆に変えよう

加藤　三郎

今月の
テーマ

１．日本も世界も先行き不透明

先月、参議院選挙があった。私自身は、

ほぼ現状維持に留まった選挙結果よりも、

48％台という戦後 2 番目の低投票率に注目
している。有権者の半数は今回の国政選挙

に参加しなかったということだ。その理由

については慎重な分析を要すると思うが、

有権者である雇用者の約 4 割が非正規労働
者で、老後に向けて貧困や生活の不安が増

加している人達にとっては、投票する気に

もならなかったのかもしれない。また高齢

化が進む中で、認知症や身体の不調で投票

行動がとれなかった人も少なくなかったの

ではなかろうか。いずれにしても、今回の

投票行動は、日本社会の困難の深さを象徴

しているように思えた。

困難といえば、三菱ケミカルホールディ

ングス社の会長であり、先ごろまで経済同

友会の代表幹事であった小林喜光氏が、世

界経済における日本の地位の急落を嘆き、

日本人は危機感が欠如した「ゆでガエル」

状態であり、このままでは令和の時代に日

本は五流国になってしまう、と警告してい

る。（本年 5 月 10 日付毎日新聞）
一方、世界を見ると、これまた様々な危

険が露呈している。米中貿易摩擦の激化、

イランなど中東状況の軍事危機、ますます

声高になるトランプ政権の引っ掻き回し、

EU 離脱を巡る英国のドタバタ騒ぎ、どれ
をとっても不安定要因だ。今年に入って国

連は、2015 年に採択された持続可能な開発
目標（SDGs）に関して詳細なレポートを
発表しているが、その序文で、グテーレス

事務総長はこれまでの 4 年間を概ね次のよ
うに総括している。すなわち、世界が成し

遂げた成果としては、極貧の減少、5 歳未
満児の死亡率の大幅減少、電力へのアクセ

ス増加、パリ協定批准国数が 186 に、国際
機関、自治体、企業、科学者、市民団体等

がそれぞれ目標達成に向けて頑張っている

ことなどを指摘した。その一方で、不足し

ている点としては、海水面の上昇、海洋酸

性化の加速、世界の平均気温が過去 4 年間
最高気温を記録更新、100 万種の動植物が
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絶滅の危機、土壌劣化の進行、飢餓も増加、

世界中では子供達の半数以上は読みや計算

の力が不足、世界中で女性差別が依然とし

て続いていること、などを挙げている。

このようなことを見ると、日本も世界も

困難が山積しており、克服しようにも先行

きが不透明なことがよくわかる。

２．時間切れになる前にコースを変えよう

このような危険な状況に日本も世界も導

いてきた（あるいは追い込んできた）経済・

社会思想のエッセンスは何であったろう

か。それは、世界人口の増加を前提に（今

でも毎年約 8000 万人増加）、「経済成長を
重視し、その手段として技術革新を引き続

き追及する。また大企業を経済成長戦列の

中核に据えてグローバル化を推進し、エネ

ルギー源としては安価で使いやすい化石燃

料への依存にこだわる」という、一口で言

えば、技術による経済成長至上主義の経済

思想であり、政策コースだ。そしてこのコー

スがもたらした困難を克服する理念として

は、「利便性のあくなき追求の中で、科学

によって生み出された問題は、同じ科学に

よって解決されなければならない。現代の

テクノロジーが生み出した環境問題の解決

は、継続的な経済成長とテクノロジーその

ものの変革によってのみ可能。つまり、高

度なテクノロジーのイノベーションを更に

推し進め、それを経済的に支える経済成長

を従来どおり継続する。これが実現可能な

唯一の対応策。」とでも要約できる考え方

ではなかろうか。

しかし、この経済成長コースで 2 世紀近
く、最初は一部のヨーロッパが、やがて米

国、日本、アジアなどに拡がり、全世界を

巻き込んで、今では 80 億人近くの人々が

奮闘努力してきた結果、都市には高層ビル

が林立し、自動車が道を塞ぐほどに開発さ

れたが、気がついてみたら生態系と人間社

会の破局すら現実味を帯びている。

人間に知恵と勇気が残されているのな

ら、より安全で持続可能性が増すコースに

急いで乗り換えなければならない。その

コースは要約すれば、「環境保全を最重視

し、経済成長にこだわらない。技術につい

ては、効率よりも環境負荷の大小で選別。

分散型のローカル経済を回復させ、中小企

業や NPO などの市民組織を積極的に活用
する。エネルギー源は再生可能エネルギー

に限る。」というものだ。

このコースに名前をつければ、「グリー

ン・コース」とでも呼べると思うが、それ

を支える理念は、次のようなものではなか

ろうか。すなわち、「人間にとって豊かで便

利な世界を、技術の無分別な利活用によっ

て築き上げる行為は、巡り巡って人間の存

続を脅かすことに、気候の異常や生物の絶

滅、さらに経済・社会の不安定さなどを通

じて我々はやっと気づいた。従って、人間

にとって最も重要なことは、社会の持続性

や地球環境の破壊につながるような種類の

テクノロジーとそうでないテクノロジーと

の間に確固たる区別をつけて、前者を意識

的、制度的に排除し、後者を促進すること

が、人類社会を延命させる策だ。そのため

には、人々は利便性の追求を抑制する智恵

と勇気を、学校教育などを通じて涵養する

ことが不可欠だ。」というものであろう。

このようなコースへの転換には大きな困

難と抵抗とが予想されるが、出来るだけ急

いでしないと時間切れになってしまうので

は、と恐れている。



日本最南端の夏時間

岡田　精一郎　(おかだ　せいいちろう／特定非営利活動法人マングローバル　代表理事)
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ここは東京から約 2000㎞離れた沖縄県八
重山諸島に浮かぶ西表島。気候は年間を通

し高温多湿で 3 月下旬には海開き、春にし
て夏が訪れる。暦を見なくても季節の移り

変わりは自然の動きから感じとれる魅惑の

島だ。今日はそんな南国風情を呼び覚まし

てみる。

AM 06:00「音と香りで目覚める」
朝霧かかる初夏の夜明け。渡り鳥のアカ

ショウビンが「キョロロロロ～ ♪」と鳴き声
を響かせ、１日の幕開けを告げる。朝日が

昇ると、大地に蓄えられた水滴が空気中へ

と蒸発していき、瑞々しい新緑の香りに包

まれるのだ。西表島は本州と比べると厳密

には約１時間の時差があり、日の出、日の

入時刻は若干遅い。

AM 10:00「爽快な八重山ブルー」
潮風と舵を切りながら道なき秘境を舟で。

眩しい直射日光に照らされた海は、その美

しさをいっそう煌かせ、極彩色をしたサン

ゴ礁が目に飛び込む。航海中は浪漫あふれ

る海からの誘いも多く、ウミガメが水面間

際で華麗な泳ぎを披露させてくれる。波し

ぶきを浴びながら、洋上で感じる納涼の舟

遊びにも心弾む。

PM 13:00「森に宿るたくましい木」
舟はマングローブの水辺で錨を降ろした。

浅瀬に足を浸けてみると、水温は温泉のよう

に熱く 45℃以上はあるだろうか？ここで自

生するヒルギ科の木々は枯れる事なく、根を

張り植物の生命力には驚かされるばかりだ。

島は約 90% が亜熱帯林に覆われるが、これ
ほどの酷暑に耐えられる樹木は日本でも数少

ない。

PM 16:00「空に感謝する夕涼み」
波止場に帰港すると突然空が曇りはじめた。

雨音が近づくと激しい豪雨、この時ばかりは

｢天然の打ち水｣ とも呼べる涼しいひと時だ。

雨は短時間で止むため、それを知る沖縄の人

は傘をあまり持ち歩かないそうだ。雨宿りの

最中は親しみある島人との会話に耳を傾け、

ふと気づけば雲の切れ目から虹が架かった。

PM 18:00「知恵が息づく生活史」
帰路の途中、集落に立ち寄ってみた。沖縄

ならではの古民家が立ち並び、庭先や小道に

は木が多く植樹されている。これは台風 ･ 塩

害・日差しから家屋を守る防風林の役目なの

だと島人は語る。赤瓦造りの家屋の天井は高

く、窓も開放感のある佇まいで、冷房や扇風

機すらいらないほどの心地良い涼しさであっ

た。

PM 20:00「人の活力は食文化に」
長老からの誘いで晩酌する運びとなった。

収穫したてのシークワーサーを泡盛に搾り、

酒肴はゴーヤチャンプルー料理。沖縄の食材

はビタミンやミネラル分が豊富なため、夏バ

テ予防に効果的といわれており、汗をかいた

時は塩黒糖を食べることも日課だ。今夜も星

空を見上げながら暑気払い兼ねて全員乾杯！



多様な働き方・生き方の実現に向けて

河野　小夜子　( かわの　さよこ／鳥取市在住 )
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今年４月、いわゆる「働き方改革関連法」

が一部施行されました。目玉の一つが「長

時間労働の是正」で、労働基準法が施行さ

れて初めて、労働時間に上限が設けられま

した。その他、「年次有給休暇の５日取得

義務付け」「同一労働同一賃金の導入」な

ど、私たちの働き方、生き方が変わる・変

える可能性がある法律となっています。

私の職場では夏の冷房、冬の暖房は標準

の就業時間帯しかつかない仕様となってい

るため、特に暑い夏に残業をすると汗だく

で罰ゲーム以外の何ものでもありません。

ある意味、自然に残業時間の削減ができる

仕組みになっていますが（？）、ここまで

行くのは極端にしても、残業時間を減らす

ために頭を悩ませている方も少なくないと

思います。

今回の法律、目指すところは「多様な働

き方の実現」とされていますが、私には、

今頃言うのか、という感があります。かつ

て参加していた、環境文明 21 のグリーン
経済部会でまとめた提言で示した社会のあ

り方に重なっているからです。当時、「１

日４時間働く正社員がいたっていいじゃな

い（大体、正社員と非正規社員の区別って

意味がないよね）」と言っていたことを今

でも思い出します。

これまでの社会は１日の大半を会社で過

ごす働き方が多数派でしたが、半日を仕

事・半日を農作業というのも一つの働き

方。もちろん、仕事以外の時間を子育てや

介護、NPO などの社会活動に使うのもあ
るでしょう。１日働くけど週４日は休む働

き方、今日はＡ社、明日はＢ社といった働

き方、会社には属さずプロジェクトを選ぶ

働き方、一つの場所に集まる働き方、バラ

バラの場所で一つのことを行う働き方、と

100 人いれば 100 通りの働き方ができる社
会を実現することが、日本の生き残る術で

はないかと思います。そもそも、そのうち、

仕事と仕事以外のことの区別がなくなり、

「働く」という言葉自体が死語になるのか

もしれません。

働き方の多様性の追求にはおおいに賛成

はしますが、自分も含めて社会には古い価

値観や制度がまだまだ残っています。個人

的には、センスのかけらも楽しさも感じら

れない「働き方改革」という単語も何とか

したい（笑）。それでも、少しずつ過去に

はない働き方や生き方（決まった家を持た

ない「アドレスホッパー」には驚きました

が、確かにありですよね）が出始めており、

制度や価値観が変わる前に、新しい事実・

事例が世の中を席巻する日がそう遠からず

来るかもしれません。

組織や人の多様性を重視し、これを活か

せる社会を真に実現することは、結果とし

て、SDGs の「誰一人取り残さない社会」
の実現につながります。最近になって、私

もまさに世代に当てはまる「就職氷河期世

代対策」が打ち出されましたが、20 ～ 25
年遅い！以外の感想はありません。同じこ

とを繰り返さないよう、そしてついつい暗

く考えがちな将来を明るいものにするため

に、「多様性のある働き方」の実現を通じ

て、「多様な生き方」ができる社会を私た

ちの手で実現したいものです。



気候激動の時代に私たちができること

寺井　栄治　( てらい　えいじ／児童館職員 )
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私のような一般庶民に寄稿の機会を頂けた

ことに、まずは感謝したい。

私が気候変動の問題に強く関心を持つよう

になったのはおよそ 3 年前である。自分が職

場での環境マネジメント担当になったこと、

そして行政の行う研修会で「パリ協定」の削

減目標に驚かされた瞬間に端を発するのでは

ないかと思う。

遊び好きの自分なので、その後は間欠的に

ではあるが、日常暮らしていて気になったこ

とを少しずつ調べていった。ゴミとリサイク

ル、人口爆発、地球温暖化、砂漠化、パーム

油や畜産、エアコンの原理、絶滅のビッグファ

イブ、フェアトレード、大戦の記録、電力会

社の選択、銀行のダイベストメント、政治と

経 済、SNS の 利 用 方 法 …。 ま さ し く「目 の

覚めるような新事実」の連続であった。

退屈しきった受動的な人々に対して、ひと

つだけ保証できることがある。それは、「同

じ明日は決して来ない」ということだ。私た

ちは、気候変動という「パンドラの箱」を開

けてしまったのである。

SDGs に は 17 の 目 標 が あ る が、 文 句 な し

に最重要だと私が考えるのは 13 番の気候変

動である。なぜならそれは、人類に「詰み」( 注 )

を宣言する最も危険なファクターであると感

じているからだ。

この巨大すぎる問題は、私を何度も無力感

とあきらめの中に放り込んだ。今もなお、な

にかしら理由をつけては取り組みを放棄し

たり延期させたりすることがたびたびある。

（いち個人の立場で一体何ができるというの

か！？）

それでも地道な活動を通して、たくさんの

仲間ができた。これはきっと、かつての自分

のように個人的な問題ばかりに目を向けてい

てはできなかった本当の仲間だ。「私」とは「私

たち」であると、そう信じられる瞬間が増え

たと思う。

私たちには何ができるのだろう？生活や仕

事に忙殺される中で？

わずかな連帯を得たところで、私たちは結

局滅びるのかもしれない。1％の勝ち目もな

い試合かもしれない。

でも私たちは、生きている限り「生き残り

というゲーム」を楽しむことができる。かけ

がえのないものを失う瞬間も、一再ならずあ

るだろうし、ありえなかったはずの心の通い

合いの瞬間に出会うこともあるだろう。その

とき私たちは「人間」であるし、生きとし生

けるものと等しい存在である。

真 実 を 覆 い 隠 し て は な ら な い。「 プ レ イ

ヤー」であることを自覚しない無数の人々に

こそ手を差し伸べるべきである。彼ら自身、

このような世界の中でどれほど息苦しい思い

をしていることだろう！（さりとて私たちは、

真実の押し売りをすべきではない。困難では

あるが、内発的な気づきが働くように計らう

ことが私たちの仕事だと思う。）

気候「激動」の時代に私たちができること

は、ただ真実を目撃することだ。恐怖してい

い、戦慄していい。そしてそれを自らの手で

勇気と覚悟に作り替えて、今ある偶然の生を

慈しみ、時空を超えて遍く生命と共に歩んで

いくこと。私はそのように考える。

(事務局注) 詰み：将棋で、王将が敵の駒に攻められて逃
げきれなくなり負けとなること。若者やSNS中心に「も
う望みがない」「終わった」等の意味で用いられる。



夏に向けて思うこと

新井田　裕治　( にいた　ゆうじ／エコワーク実践塾 )
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昨年に引き続き、6 月に小学校（仙台市
内の母校）の野外活動授業の一環で行われ

る小学生登山に山岳会のボランティア 4 人
と同行参加しました。山は仙台市北部にあ

る泉ヶ岳（1175 ｍ）で、参加者は我々と 5
年生（213 人）と先生方です。子供達との
触れ合いは、刺激があってとても楽しいも

のです。最近の小学 5年生を見て思うのは、
肥満児の数が減って来ているということで

す。この小学校だけかと調べると、肥満

児が増えて社会問題化していた平成 17 年
（2005 年）に食育基本法ができ、翌年には、
文科省から食育推進基本計画が出されてい

ました。また各学校への栄養教諭の配置も

徐々に進んで来て、成果が出てきているこ

とも知りました。確かに菓子メーカーもコ

マーシャルの自主規制を始めたりもしてい

ます。何より各保護者が危機感を持って取

り組んできた成果が表れて来ているのだと

思います。やればできるのですネ～。

それに引き換え、気になったのは登山の

最中でも「5 人組」「6 人組」などと呼ば
れ、別行動をとる子供達がいることでし

た。特別クラスのある小学校では、もっと

多くの「発達障害」の子供達がいるようで

す。原因は、よく分かっていないようです

が、社会的に認識が深まって来ているせい

なのか？色々言われている食品添加物なの

か？環境ホルモンなのか？電磁波なのか？

etc・・　素人目では、1 つでは無いように
思えますし、これも生活環境の問題が絡ん

でいるように思えてなりません。現在、11
～ 12 歳の小学 5 年生は、10 年後（2030 年）
は 21 歳、20 年後（2040 年）31 歳、30 年

後（2050 年）41 歳になって社会の中核を
担っているはずです。私達は、そんな子供

達にどんな社会を手渡すことができるので

しょうか？

COP21 で 日 本 は、CO2 を 2013 年 比 で
2030 年には 26％削減、2050 年には 80％
削減を約束しました。環境省も「長期大幅

削減に向けた基本的な考え方」の中で「長

期低炭素ビジョン」を発表しています。目

指す到達点は、80％削減を目指す為に　①
省エネ、②エネルギーの低炭素化、③利用

エネルギーの転換（電化、水素等）を掲げ、

前向きな絵姿を挙げていますが、原発・石

炭火力等の問題に押され、ビジョンは遅々

としてあまり進んでいないように思えま

す。日本の使用エネルギー総量の 20 数％
の電力問題に引っ張られて、多くの残され

たエネルギーへの対策が目に見えては進ん

でいません。

肥満児の増加への危機感から法制化が始

まり 15 年でやっと成果が出てきたように、
環境問題もいま、思い切った施策の法制化

を図って国民みんなが努力しても、15 年
や 20 年の歳月が必要です。問題は、重厚
長大企業と中央集権的なエネルギー企業に

政治家と経産省が軸足を置いていることで

す。企業の中には環境問題と経済成長は両

立すると RE100 をはじめ、SDGs の達成に
前向きに取り組むところも出て来ておりま

す。いま必要なのは、地方・中央を問わず、

法制化のカギを握る政治家へのアプローチ

と将来を担う子供達と子供を通した、その

保護者への啓発活動がとても大切と考える

この頃です。



この夏に思うこと

前田　紘志　( まえだ　ひろし／茨城県石岡市在住 )
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再び犬と暮らす

東京の郊外から茨城は筑波山の東麓に移

住して 7 月で 20 年目を迎えた。ここでの暮
らしは会報 2016 年 10 月号に「ゴローのこ
と」としてその様子が掲載された。その後

は再び犬と暮らすことは考えていなかった

が、5 月半ばの昼下り、南隣の集落に住む知
人の T さんが息せき切ってやって来て「たっ
た今、うちの横道に車が来て犬を捨て去られ

た。もう死にそうに見えるので様子を見てく

れないか」と言う。急行すると林道に黒っぽ

い犬が動かないでいる。とりあえず持参の水

とキャットフードを与え、林の中の木に繋い

だ。そして翌朝様子を見に行ってみると死ん

ではいなかった。T さんと相談し、警察に届
けても遺失物扱いで 10 日ほど経てば殺処分
されるのも可哀想。T さんは病後で飼うのは
無理だから我家で引き取り、もし死んだら T
家の裏山に埋葬することにし、早速軽トラに

のせられて我家にやって来た。

犬はこれまで飢餓状態だったようで、餌を

与えるとガツガツと食べた。少し腹をこわし

たが人間用の胃腸薬で治り、じきに足腰も回

復し散歩できるようにまでなった。獣医の診

断では足は元の飼い犬による故意の打撲（幸

い骨折はない）のようだ。推定７～９歳の雄。

全身黒い長毛に覆われている。見てくれは悪

いがクロと名付け、我家の 3 年ぶりの飼い犬
となった。

散歩を通してみる農業事情

散歩は以前と同じ田や畑の道、林の中であ

る。今は稲が青々と育ち目に鮮やかだ。しか

し、散歩の途中でふと思う。現代農業は米作

りをはじめ、すべてが石油依存だ。早春のト

ラクターによる田起こし、代掻、ビニールハ

ウスの苗代、田植機によるスピーディーな田

植、生育中の農薬散布、コンバインでの稲刈

りと脱穀、乾燥等々全ての動力源がエンジン

即ち燃料は石油系である。しかもここの河川

は流量が乏しいので国内第二の湖の霞ケ浦の

水を大規模な農業用水を作り利用している。

これももちろん、電気があって可能な施設だ。

食料自給率が低い中、米はほぼ 100％とい
うが、それは石油の供給があってこそのこ

と。もし何らかの事情で途絶えれば、我々の

親の世代が経験した終戦後の食料難以上の酷

い状況に陥ることは必定であろう。一見のど

かに見える田園風景も、脆弱な基盤の上にあ

ることを考えさせられる。

その後のクロ

クロがやって来て 2 ヵ月経った。犬を介し
てのご近所との付き合いも復活しいい面もあ

るが、なぜか日の出前から啼き出しすぐ吠え

る。これまでの悪い習性は成犬ゆえ治らない

と訓練士は言う。午前 4 時前の起床では参っ
てしまい、少し離れた山中に住む方の協力で

夜間だけ旧鶏舎に預けている。いわば夜間保

育で我々の寝不足は解消されたが、いつまで

続くか少し不安ではある。

クロ

2019.6.4撮影



暑い夏の日に思う事

山本　一雅　( やまもと　かずまさ／総和第一幼稚園　理事長 )
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18 世紀から、豊かさ（利便性、快適性）

を求め大量生産、大量消費が始まり、続け

てきた代償として CO2 排出量が増え、地

球温暖化が始まった。日本や欧米各国のよ

うな先進組は先に環境を汚染してきた。今

さら私たちの後を同じように追おうとして

いる後進組 ( 中国・インド・ブラジル等 )
に対して止める権利は無い。

しかしこれまでは、私たちは地球温暖化

問題だけで生きている訳ではない。だから

環境問題は、直接的な被害 ( 足尾鉱毒事件、
水俣病等 ) が無い限り、ごく当たり前に後
回しにされてきた。

やっと最近になって、利便性・快適性よ

り、エコ・リサイクルなど安全や環境を重

視する意識が高まり、バイオエネルギーや

CO2 抑制など様々な企業の環境施策も行っ

てきたが解決にはなっていない。リサイク

ルも、大量のペットボトルを回収しても処

理しきれずにゴミの山となっている。リサ

イクルを促進し開発し、維持・運用するの

に大量の石油エネルギーを使用する。そん

な中でも相変わらず大量生産・大量消費が

続いている。

大量生産・大量消費が止まらないのは市

場主義、目先の利益追求主義も原因である。

市場主義では市場拡大を第一の目的にして

目先の利益追求が優先されている。

環境問題を解決するには市場主義（利便

性・快適性を重視した大量生産・大量消費）

人間第一の自己中心思考からの意識転換が

必要である。

人間は、大自然の一部として無数の生物

の相互関係によって成り立っている。人間

もその無数の生物の一つでしかない。社会

全体が、市場主義である生産・消費活動か

ら、大自然の一部であることを自覚した生

産・消費活動へと軸足を移す必要がある。

この相互関係を考えず、目先の私利私欲を

求め、後世のことも考えない市場主義では、

当然人類もいずれ絶滅する。これを回避す

る為に生産・消費活動を見直していく必要

があるのではないだろうか。

私は幼稚園の園長をしている。先日スー

パーで会った園児のお母さんは、電球型の

LED を買っていた。「電球が切れたんです
ね」と声をかけると「切れたので電気を使

わない LED に変えようと思って」。そのお
母さんの手元を見て「マイバックですね。

偉いですね」と言うと、「マイバックだと

2 円引いてくれるから」と言っていた。こ
れも意識改革の一つかな。また「最近の異

常気象で野菜が高騰しているのでニンジン

の皮を剥かず、玉ねぎの茶色い皮やキャベ

ツの芯などの野菜くずも細かく切ってスー

プ・カレーの具材に使う。」「ゴミが減った

のでゴミ袋も小さいものに変えた。」この

話を聞いて、日本のエコ、特に主婦にむい

ているのは節約ではないかと感じた。入口

は節約であってもエコにむかうのは良い事

であり、意識改革もエコノミーからエコロ

ジーへと変わって行けば良いのではないか

と感じた、夏の夕方のスーパーでの出来事

だった。



未来へ森をつなごう～J ‐クレジット事業で循環型林業に取り組む～

2018 年度経営者「環境力」大賞を受賞して
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須山　政樹　( すやま　まさき／須山木材株式会社　代表取締役社長 )

１、深刻化する地球温暖化問題

昨年は日本各地で異常気象が頻発し、大

きなニュースとなりました。埼玉県熊谷市

で観測史上最高を更新する 41.1 度を観測。
東京都青梅市でも都内初の 40 度越えとなる
40.8℃を記録しました。西日本でも比較的温
暖な気候の岡山、広島などの瀬戸内側で、7
月の月間降水量の 2 倍以上の雨が一気に降
り、大きな土砂災害が発生しました。台風も

大型化し、最大瞬間風速 58.1 ｍを観測した
台風 21 号は大阪の都市部に大きな被害をも
たらしました。

今年に入ってからも、世界各地で異常気象

は続き、欧州各国で最高気温記録が塗り替え

られ、フランスの首都パリで 7 月に観測史上
最高となる気温 42.6 度が記録されました。
異常気象が目に見えるようになったら、も

う遅いと言われてきましたが、現実に大雨、

大型台風、干ばつ、熱波といった極端な異常

気象が地球の各地を襲い始めています。

地球温暖化を促進している主な原因は、世

界の人口増加と経済発展によるエネルギー

消費の大量化です。それに伴う大気中の CO2

の増加が地球を覆い、毛布でくるまれたよう

な状態になり気温が上昇します。解決策とし

ては CO2 を吸収していくことが大切になり

ますが、ここで森林の果たす役割が大変重要

になります。森林は長い時間をかけて大気中

の CO2 を吸収し、降水と太陽光の力で光合

成を行い、酸素を生み出します。豊かな森林

が広がる場所においしい空気があるのです。

しかし、日本の森林の状況は荒廃が進み、だ

れも手入れをしなくなった山林が広がってい

ます。

今日の森林荒廃の原因となったのは、1960

年以降から 70 年前半まで続いた乱伐です。
経済発展に伴う住宅需要の増加による活況に

より、森林の成長量の二倍、三倍も上まわる

量を伐採し、その後にはスギやヒノキ、マツ

などの針葉樹を密植し、伐採までの間隔を短

くして成長量を計算し、大造林政策が実施さ

れました。70 年代後半に入り、ようやく現
実成長量の基準に戻ったと思えた矢先、外国

材の輸入で木材価格が低下し、国産材は隅に

追いやられると共に、森林の荒廃が進んでし

まいました。

今、日本には伐採に適齢期を迎えたスギや

ヒノキが全国に広がっています。地球温暖化

を防止する役割を持つ森林を甦えらせるに

は、適齢期を迎えた木を伐採し、その後に新

たな苗を植え、循環させるサイクルを作って

いくことが大切なのです。

２、Ｊ-クレジット制度への取り組み

J-クレジットは、森林経営などの取り組み
による CO2 などの温室効果ガスの排出削減

量や吸収量を「クレジット」として国が認証

する制度です。J-クレジット事業に取り組む
ことで森林の荒廃を食い止め、循環型林業の

加速と環境に対する配慮を訴え、深刻化する

地球温暖化を防止する取り組みです。仕組み

としては、認定された森林面積の中で 1 年間
に森林が CO2 を吸収する量を計測し、J-ク
レジットを発行して創出者となり、企業活動

等で排出された温室効果ガスを自社の替わり

に削減してもらう仕組みのことです。

J-クレジット購入者は、企業活動で排出さ
れる CO2 を相殺し、企業価値の向上や環境

問題に積極的に取り組む企業としてのアピー

ルができます。J-クレジット創出者は販売し
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た代金で森林経営計画に則した森林環境の保

全 ( 新植、下刈り、枝打、間伐等 ) を行い、
森林整備を充実させます。

須山木材では「出雲の森プロジェクト」を

立ち上げ、島根県内に広がる約 900 ヘクター
ルの社有林を森林組合さんの協力を経て、森

林経営計画を策定し、毎年林道づくり、植樹、

下草刈り、間伐を行い、搬出した木材は自

社製材工場で建築材として利用しています。

2018 年に出雲市多伎町にある 125 ヘクター
ルの社有林の J-クレジット認証の取得を行
い、J-クレジット創出者として現在、建設会
社、アミューズメント会社、洋菓子店様に約

300t の J-クレジットの販売を行い、森林保
全に取り組んでいます。

３．循環型林業への取り組み

日本は海に覆われた島国で、国土のおよ

そ 7割が森林で豊かな生態系を形成していま
す。豊かな森づくりを行うことにより、地球

温暖化の元となる CO2 を森が吸収し、太陽

の恵みと降水による水の力で光合成を行い、

きれいでおいしい酸素をつくりだします。

須山木材株式会社は、住宅用木材の製材、

木材乾燥、プレカット加工、山林経営を事

業として活動しています。社有林で育てた

木を伐採し、製材工場で柱や桁等の住宅用

構造材を生産し、品質を高めるために乾燥

工程を行っています。さらに従来、大工さ

んが継手・仕口加工を施していたものを、

コンピューター制御で加工するプレカット

技術を用いて組み立てまでの加工を行って

います。

森林環境を維持していくために、植えて

育てた木を伐採し、また植えて育て伐採す

る。この基本的な考えである ” 切ったら植え

る ” サイクルを途切れさせません。

深刻化する気候変動に対し、森林による

CO2 の吸収・固定は重要で J-クレジット事
業を通じて、経済活動が得意である都市部

と環境に恵まれた地方を結んでいく「グリー

ンビジネス」を展開してまいります。

循環型林業への
取組

J- クレジット販売による森林整備
J- クレジットを販売し、得られ
た代金は、森林経営計画に則した
適切な管理の元に行い、環境保全、
生態系に配慮して活用します。
・森林環境の保全
・森林の育林作業 (新植、下刈、　
　枝打、間伐 )
・林道の新設、補修

購入メリット
�・�企業活動で排出される CO2 を
相殺
・商品やサービスの差別化
・企業評価の向上
・�環境問題に積極的に取り組む
企業としてのイメージ向上



地域だより

奄美・沖縄のハブは貴重な生物資源

西江　重信　( にしえ　しげのぶ／沖縄県浦添市在住 )

沖縄の西江です。去る六月に加藤顧問から

会報に「地域だより」を寄稿してほしいとのお

声がかかり、” よもやま話 ” として沖縄県以外

の皆様が最も怖がる毒ハブの生態についてお伝

えできればとの思いで本稿と相成りました。

①中琉球の島々の成り立ちの証言者

ハブはいきなり咬みつくから怖い、憎った

らしい。いきなりとはいってもハブに気づか

ず近づきすぎるからです。ハブが人を追っか

けて襲うことはない。距離を保っていれば彼

等は退散するのです。ちなみに昨年のハブ咬

傷者は 49 人で 2000 年以降死亡者はゼロで
す。怖いハブでも田舎の道で車に轢き殺され

ているのを見ると、その美しさに見入ってし

まいます。黒と黄の配色の妙、計算し尽くさ

れたような繊細な模様は、まるで竹久夢二の

世界を想起させます。ウロコの数が他のヘビ

類に比べて圧倒的に多く、毒牙は完璧な注射

針様になっている。俊敏な動きを可能にする

骨格と筋肉。それらの特質は天敵の多い大陸

で生き抜くために進化させたのでしょう。数

百万年の歴史を有し、今では琉球列島だけに

棲む毒蛇の一種です。彼等は大陸から切り離

された中琉球の島々の成り立ちの証言者なの

です。

②貴重なジビエ　上品なスープは「秘薬膳」

殺したハブはありがたく食べきることを奨

めています。昔は恐る恐る食べていました。

ハブ汁仕立てにして。食べる時は必ず部屋の

外で食べていました。屋外で食べる理由は定

かではないが、家の中で食べると仲間が恨み

を晴らすために家に侵入するという不確かな

不安からだったのかもしれません。昔食べた

ハブ汁がそんなに旨いものだったという記憶

はない。ところが近年ある種の義務感から食

べることにしたところ、これがまた、この世

のものとも思えないコクのある上品なスープ

に仕上がることに気づきました。それこそ得

難いジビエ膳で、「秘薬膳」と名づけていま

す。

③可能性を秘めた資源＝自然資本＝

ハブ毒は蛋白毒です。人類にとって有用な

物質を抽出できるものと思っています。中国

では古代から毒ヘビの脂を薬として利用して

きました。沖縄においても一時期脂を薬とし

て売られていたといいます。唐突だがハブが

極端に数を減らすのではと気になります。行

政的に捕獲が認められ撲殺の文化がある社会

においてハブは絶滅の危機に至るかも知れま

せん。ハブと人間の日常生活圏との住み分け

のしくみを探さなければと思っています。ち

なみに私たちグループ　エコライフでは＜農

地を含め人間の居住域に侵入するハブは駆除

する。山で遭遇するハブは見逃す＞単純だが

自主ルールにしています。

( 伊平屋島 )　瞬時に攻撃態勢を取る。
バネの効いた構えはアスリートのよう。

(伊平屋島 )　黄金のハブ＝アルビノ
10 年前、70 年余の人生で初めて遭遇。

残念なことにアルビノハブは死んでしまったが。

11
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環境と文明

12　環境と文明 2019 年 8 月号

今月のテーマ：暑い夏の日に思うこと

〔風〕

社会・経済のコースを大胆に変えよう………加藤三郎 1
〔ながれ〕

日本最南端の夏時間…………………………岡田精一郎 3
多様な働き方・生き方の実現に向けて……河野小夜子 4
気候変動の時代に私たちができること………寺井栄治  5
夏に向けて思うこと…………………………新井田裕二 6
この夏に思うこと………………………………前田紘志 7
暑い夏の日に思う事……………………………山本一雅 8

〔環境力大賞〕

　未来へ森をつなごう～ J-クレジット事業で
循環型林業に取り組む～…………須山政樹 9

〔地域だより〕

奄美・沖縄のハブは貴重な生物資源………西江重信 11
〔うごき〕……………………………………………………12

環境文明 21 の主な動き（2019 年 7 月）

7 月   8 日 環境力クラブ総会

        13 日 倫理部会の開催

        17 日 中央環境審議会地球環境部会に藤村代表参加

        22 日  リニア工事が進む洗足池を藤村代表、加藤顧問　

　　　　　らが見学

        24 日 環境省とグリーン連合との意見交換会に藤村

　　　　　代表参加

        26 日  憲法部会開催

        31 日  ISAP 国際会議に藤村代表パネリストとして参加

　　　　　　

●憲法部会

日時　2019 年 8 月 26 日 ( 月 )　18:00 ～ 20:00
会場　東京都南部労政会館　
　　　品川区大崎 1-11-1、TEL：03-3495-4915

●環境倫理部会

日時　2019 年 9 月 21 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
　　　東京都渋谷区広尾 4-2-24　TEL：03-3407-5811

●温暖化対策求める世界一斉デモ

日時　2019 年 9 月 20 日 ( 金 )
　　※詳細は事務局までお問い合わせください。

●憲法シンポジウム「憲法と原発」

日時　2019 年 9 月 26 日 ( 木 )　13:30 ～ 16:30
会場　国会議員会館を予定、次号でお知らせします。

●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)

2019 年 8 月号
2019 年 8 月 15 日発行 ( 毎月 15 日発行 )
第 27 巻　第 8 号　通巻 311 号

目次 (27 巻 8 号 )

 ■エコツアー

 日時：2019 年 11 月 8 日 ( 金 ) ～ 9( 土 )
 場所：黒部峡谷と小水力の見学
   ※詳細は事務局までお問合せ下さい。

■ある日の仕事中、職場に「ギャー」という叫び声。一体

何が！？と驚くコノヱさん。…叫び声の主は私。いただい

た会報の原稿をみていた時の出来事だ。理由はそこにあっ

たハブの写真…（p.11 をご参照下さい）そう、私はヘビ

が大の苦手である。どの位苦手かというと、本物や映像は

もちろん、上述のように写真でさえも目にしたら叫ぶレベ

ルだ。そして、苦手すぎて思わぬ能力が発揮される。バ

リ島でナイトサファリツアーに参加した時のこと。私は英

語が全くできないので、ガイドの話はほとんど聞いていな

かった。ところが「宿に着いたら、ヘビと一緒に写真が撮

れます。」というアナウンスだけは瞬時に理解でき、夫に

も驚かれた。何故そこまで苦手になったかは定かではない。

幼い頃、祖父が退治したマムシのお腹から子マムシが大量

に…（マムシはヘビだが胎生）という現場を目撃しトラウ

マになったからかもしれない。もしくは前世がカエルでヘ

ビに食べられたからかもしれない。幼い頃からカエルが好

きだったのでこの可能性は否定できない。 （Ｍ）

■長い梅雨が明けるや否や、どっと暑さが押し寄せてきた。

パリでも 42℃越えとか。来年の今頃はオリンピック。皆浮

かれているけど大丈夫かな？／近くの公園の緑がバッサリ

切られたのに加えて、リニアが田園調布も通る、と聞いて、

これは放っておけないと早速裁判傍聴に。JR 東海ののらり

くらりの態度も許せないが、こうした大規模公共工事が国

民の知らないうちに、どんどん進んでいることに驚きと怒

りを感じる。参院選は投票率 50% 以下で国民の政治離れは

加速的。しかし、ピンチをチャンスに、で、これが目先と

自己の利ばかりの政治家や官僚に任せっきりの今の民主主

義から、新しい民主主義へのきっかけになればいいが …。

／「朝起きた時にめまいがする。」と近くの脳外科に出かけ

た所長。大したことはないだろうと思っていたが、案の定、

「水分不足と言われた」そうな。以前から、あれだけ水分補

給を、と言っていたのに …。それでももうすぐ 80 才。「お

茶やコーヒーはダメと言われた」と言うので、早速、所長

用に麦茶を購入。なんと優しい女性陣に囲まれているこ

とか！！それがわかっているかな？？（コ）


	p.01-02(風)
	p.03(ながれ)岡田精一郎様
	p.04(ながれ)河野小夜子様
	p.05(ながれ)寺井栄治様rev2
	p.06(ながれ)新井田裕治様
	p.07(ながれ)前田紘志様rev2
	p.08(ながれ)山本一雅様
	p.09-10(環境力大賞)
	p.11(地域だより)西江重信様rev2
	p.12

