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市民力を高めるための環境教育のやり直し

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

昨年も国内外で気象災害が頻発し、多くの

方々の生命・財産さらに仕事までもが奪われ

る事態となってきました。そうした状況にも

関わらず、なかなか動かない大人（特に政治家）

の曖昧な態度に怒りを覚えた若者が、グレタ

さんの活動を契機に立ち上がったのはかすか

な希望でしたが、COP25ではそんな若者の思
いとは裏腹に、世界のリーダーのうち、特に

日本を含む主要排出国の首脳たちが明確な方

策を示せなかったことは残念です。

当会でも、気候変動との長い闘いには大人

だけでは不充分で、次世代との連携が不可欠

との思いから、昨年は環境文明塾（主に企業

の若者）、全国交流大会（大学生）、エコ動画

甲子園（高校生）、デモへの協力・参加など若

者との連携や議論の場を増やしてきました。

しかし、そうした中で強く感じたのは、日

本の教育、特に環境教育が十分ではなかった

という反省です。確かに環境について学ぶ機

会は以前より随分増えています。しかし、こ

うした場に参加する若者でさえ、気候変動に

関する知識・関心はある程度持っていても、

その原因が社会の様々な要因と複雑に絡み

合っていることや、それらも踏まえた本質的

な考察が不充分なため、解決策も紙・ごみ・

電気を減らすといった表面的な活動に終始し

ているケースが多く見受けられました。全国

交流大会でも、「環境教育が不充分だった」と

いう意見が若者から多く出されましたが（本誌

10頁参照）、これは彼らの責任というより、教
える側、大人の責任だと、改めて感じています。

では何が足りなかったのでしょうか。

今から 20年近く前、環境問題解決の基礎は
環境教育と考えていた私は、全ての学校や企

業・市民社会で環境教育が実施される制度の

必要性を感じ、会員や外部の方々とも連携し

て立法化に向けた活動を開始しました。当時

から私たちは、環境教育は “持続可能な社会
のための教育 ”と定義。内容も「環境」「経済」「人
間・社会」を柱に、対象も学校だけでなく市民

や事業者も視野に入れ、持続可能な社会構築に

向け行動する人材育成のための法制度を働きか

けました。しかし成立した法律は私たちの思い

とは異なり、従来の狭い範囲での環境教育しか
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意識されていなかったため、私たちは、改正に

向けて「環境教育を “持続可能な社会のための
教育 ”と新たに定義すること」、「環境保全活動
を促進させる仕組みの導入」などを要望。その

結果ある程度満足できる改正が成されました。

しかし、そうした制度の下で教育を受けた

はずの若者から不充分と指摘される理由を考

えると、指導者の指導力不足などもあるでしょ

うが、根本的には社会に働きかける力を育む

教育、民主主義教育、市民教育といったもの

が足りなかったのではないか、そしてそれは、

政府も国民もそれを望んでいなかったためで

はないかという気がします。

私自身は、当初から環境教育は民主主義教

育という観点で、ディベートやロールプレイ

などの手法を用い複雑に絡み合う利害関係を

理解し、その上で解決策を考え提案するといっ

た研修・講座を実践してきました。また立法

化活動を通じて、自ら調べ、皆と議論し提案

を作り、それを社会に示すことが最高の環境

教育の場だという実感もあります。だから「学

んだことを社会に活かす」環境教育が大切だ

と確信しています。

しかし、古くからの「お上意識」のようなも

のがいまだに影響してか、日本の学校教育では

市民教育や政治教育を避ける傾向にあります。

政治家や官僚の中にも依然として、“ 民には由

らしむべし、知らしむべからず ” という体質（官

僚の極意とも言われるとか？）があるようです

し、環境教育を実践する人の中にも、環境教育

を狭い教育の範囲に留め政策提言やデモなどの

社会活動につなげる必要はないという人たちも

います。また昨年 12月 20日付朝日新聞の論点
では、日本で社会運動が盛り上がらない要因が

論じられていましたが、その中で、高千穂大学

の五野井教授は、“1980年代社会運動を潰す圧
力と社会運動の担い手の不作為、さらに文化的

変容が社会運動に否定的な風潮を作り、それら

の影響を受けた少なからぬ人たちは今も政治や

社会運動に冷笑的 ”と述べています。そうした
大人の影響を受けて若者自身が社会活動への参

加をためらう傾向が強いのかもしれません。

しかし、同氏も言うように、“選挙による間
接民主主義とデモなどの直接民主主義は車の

両輪 ”であり、“西欧では社会運動が民主主義
を支える重要な要素との理解が浸透し、社会

運動への参加はまともでカッコいい ”とされ
ています。こうした風潮が社会的影響力を持

つ NPO/NGOを生み育て、グレタさんのよう
な若者を生む土壌となり、EUの環境政策を
後押ししているのだと思います。

以前、（市民活動に理解ある）衆議院法制局

の方に市民の政策提言活動について尋ねた折、

環境や消費など市民生活に深く関わるテーマ

には不可欠な活動と励まされましたが、気候

変動は人類存続に関わる課題であり、価値観

や暮らし、社会・経済の仕組みなど私たちの

文明に大きく関わる問題です。まして、その

深刻化により人々の生命・財産が奪われる危機

的状況にもかかわらず政治が動かないのなら、

人々が声を上げるのは当然のことです。

気候変動に加え、不安や不満で世界中が混

迷を極め、人間も「退化」「幼児化」の傾向に

向かいがちです。しかしそんな状況を乗り越

えるには、有限な地球の中でこれまでのやり

方ではダメなこと、新しい文明の転換期にあ

ることをしっかり認識する必要があります。

そして生命の基盤であり人類共有の宝である環

境を守るには、人任せにするのではなく、また

AI などと言う技術に頼るのでもなく、一人一

人が自分事として、考え、よりよい社会へと変

えていく力を育むことが大切です。そのために

も、視野を広げ、様々な人と意見を交わし、社

会の一員として自ら声を上げ参加する、そんな

力を育む市民力アップの為の環境教育をやり直

す必要があります。そして当会も若者とも連携

し社会への発信を続けていきますので、今年も、

ご支援頂きたいと願っています。
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COP25で見えてきたもの：厳しい国際交渉、2050ネットゼロ、そして石炭火力

田村　堅太郎　( たむら　けんたろう／地球環境戦略研究機関　

気候変動とエネルギー領域　ディレクター )

2日間延長し、史上最長となった COP25は、
グテーレス国連事務総長の言葉を借りれば「失

望した」形で閉幕した。他方、非国家主体の動

きはこれまで以上に活発化した。ここでは、交

渉結果、非国家主体の動き、そして石炭火力の

問題について振り返る。

芳しくない交渉結果

COP25の注目点の一つが、各国の取組の野心
度の引き上げに向けた機運を高められるかどう

かだった。COP直前に発表された国連環境計画
（UNEP）の『排出ギャップレポート』によれ
ば、2018年の世界の温室効果ガス排出量は観測
史上、最高値となり、2℃目標の達成に向けて
は 2030年目標の野心度を 3倍、1.5℃目標に向
けては 5倍に強化する必要がある。2020年は
パリ協定のもとでの最初の野心度の一斉引き上

げ機会であり、今回の COPで各国に行動を促
すような決定がなされるのかが注目された。

しかし、決定文書の表現は弱いものとなっ

た。当初の議長案には「2020年の引き上げ機
会を活用することを求める」という表現が入っ

ていた。しかし、トップダウン式に引き上げを

求める表現にインドなどが反発し、結局、2020
年の機会を活用することを「奨励する」という

表現に弱まった。そして、その文言も決定文書

の本文から前文に「格下げ」されてしまった。

交渉上のもう一つの注目点が、パリ協定実

施ルールの積み残しであるパリ協定第 6条（他
国での温室効果ガスの削減貢献分を自国の削減

としてカウントする仕組み）であった。最終的

には、二重計上の問題や京都議定書の下での削

減クレジットのパリ協定への移管などに関して

意見がまとまらず、次回へ持ち越しとなった。

対立の底辺には、6条に何を期待するかの相
違があった。6条の仕組みは、国際クレジット
を活用し、世界規模でより費用対効果の高い削

減に貢献できる可能性がある一方で、ルール次

第では大きな「抜け穴」になりかねない懸念も

ある。そのため、安価な削減オプションを提供

することを重視するルールとするか、オフセッ

ト以上、つまり自国の排出増を他国の排出減で

相殺する以上の排出削減に貢献するためのルー

ルとするかで、意見が対立し、妥協点が見いだ

されなかった。

行動強化・ネットゼロに向けた動き

このように国際交渉上の進展は芳しくな

かったが、その一方で、2020年末までに国別
削減目標の引き上げを行うと COP会期中に表
明した国は、国連気候行動サミット時の 59か
国から 73か国に増加した。加えて、個別の国
別削減目標を持たない EUメンバー国のうち
11か国が既に行動強化に向けた国内プロセス
を開始しており、合計 84か国が野心度引き上
げを打ち出した。ただし、ここには中国、米国、

インド、ロシア、日本といった排出上位国が含

まれていない。また、表明された野心度引き上

げについても具体性を欠くものが多い。そのた

め、現時点でどの程度の追加的な排出削減が見

込まれるかの評価はできない。今後一年間でさ

らに多くの国、特に大排出国が引き上げを表明

するとともに、より具体的な引き上げ内容を提

示できるかが注目される。

次に、73 か国・地域、14 州、401 都市が
2050年までのネットゼロ排出を宣言した。し
かし、ここでも排出上位国からの表明はなかっ

た。ただし、米国と豪州からは、カリフォルニ
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ア州（フランス並みの排出量）、ニューヨーク州、

クイーンズランド州、ビクトリア州などが表明

している。これらを加えると、2050年ネット
ゼロを目指す国・地域・州は世界の排出量の約

18％となる。決して大きな数字とは言えないが、
世界排出量の 2割近くネットゼロに向けて動き
だしており、今後、更なる拡大が期待される。

なお、日本も 28自治体が 2050年ネットゼ
ロ宣言を行っている。今後は具体的な戦略、ロー

ドマップの策定が課題となる。

民間部門の動き

COP25では、前述した地方政府に加え、民
間部門も 2050年ネットゼロをベンチマークと
した動きをさらに活発化させている。例えば、

2050年ネットゼロを表明した企業から構成さ
れる「1.5℃に向けた企業野心」というグルー
プは、国連サミットの時点で 87社であったが、
COP25時点では 177社に膨れ上がった。その
株式時価総額は 2.8兆ドル、総雇用者数は 580
万人に上る。

ここでは、自らが消費するエネルギーから

排出量のみでなく、部品調達を含めたサプライ

チェーン全体での取組を進めている。参加企業

からの排出量は約 4億トン（フランス一国分）
に及ぶが、サプライチェーンからの排出量は平

均して企業が自ら排出する量の 4～ 5倍とも言
われ、世界の排出削減に大きな影響を与えうる。

金融機関・機関投資家も、株主としての決

議権行使や投資先企業との対話を通じて、投資

先企業のビジネスモデルの変革を働きかける動

きがでてきている。欧州を中心とした 16の金
融機関・機関投資家から構成される「ネットゼ

ロ資産保有者同盟」（運用資産総額 4兆ドル）は、
自ら保有するポートフォリオを 2050年までに
ネットゼロとするために、投資先企業に脱炭素

化を促し始めている。

こうした非国家主体の動きは、COP25の交
渉結果が大きな成果をあげることができなくと

も、そのことで脱炭素化に向けた動きがブレる

ものでないことを示している。

石炭火力政策を巡る国内外のギャップ

最後に、今回の COPでも厳しい視線が注が
れた日本の石炭火力政策について触れたい。小

泉大臣は現地のプレスカンファレンスで、グテ

レス事務総長の「石炭中毒」という言葉に触れ

つつ、「石炭火力を巡る海外と国内の認識ギャッ

プを肌で感じた」とし、このギャップを埋める

ために国内への発信を強めていくと語った。

言うまでもなく、石炭火力は化石燃料電源

の中でも突出して CO2 排出量が多いため、最

高効率の石炭火力でも、1.5℃目標はもとより
2℃目標とも整合しない。炭素回収・貯留（CCS）
という技術もあるが、高コストがネックとなっ

ている。既に、多くの国で石炭火力は再エネ

との激しいコスト競争に晒されており、追加

的コストとなる CCSを装備する経済的合理性
は乏しい。こうした中、G7の中で唯一、国内
での石炭火力新設を進め、海外の石炭火力プ

ロジェクトへの公的支援を行っている日本の

立場は COPの場で賛同を得るものではない。
一方で、経済成長を続ける途上国は石炭火力

が必要との議論もある。実際、これまでの石炭

火力新設の約 90%をアジア地域が占めてきた。
しかし、2016年以降は、深刻な大気汚染、再
エネとの競争、資金調達の問題もあり、新設ペー

スは減少傾向にある。アフリカ開発銀行も石炭

火力プロジェクトへの融資停止を発表した。さ

らに、COP25では、チリ、コロンビア、ペルー、
パキスタンといった石炭火力や炭鉱を抱える中

規模国も、石炭火力フェーズアウトが必要とな

る 2050年ネットゼロにコミットした。
このように、石炭火力に対しては途上国側か

らの見方、認識も大きく変わりつつあり、脱石

炭火力を後押しする国際支援の重要性が高まっ

てきていると言える。日本としても、このよう

な動向をしっかり理解する必要がある。
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COP25 マドリード会議報告　日本はなぜ再び激しい批判を浴びたのか

平田　仁子　( ひらた　きみこ／気候ネットワーク )

COP25 の交渉は COP26 に持ち越しへ

昨年 12 月にスペイン・マドリードで開催
された気候変動枠組条約第 25 回締約国会議
（COP25）では、パリ協定の実施指針の交渉
が行われた。積み残し課題である「市場メカ

ニズム」については、他国と共同で行う事業

のあり方（京都議定書の下でのクリーン開発

メカニズム（CDM）に相当）や、他国との
自主的な協力的な取り組みのあり方について

決定することが期待されていた。市場メカニ

ズムは、削減対策などを共同で実施すること

により、途上国での行動がより進むことが

期待される一方で、先進国・途上国でどの

ように削減分を按分するのか（その調整メカ

ニズムがないとダブルカウントとなる恐れが

ある）や、京都議定書の下でのクレジットの

2020 年以降への繰り越しを認めるのかなど
の論点で適正なルールをつくらないと、パリ

協定の抜け穴となりかねないものであった。

交渉は難航し、2 日も延長したものの合意を
得られず、COP26 グラスゴー会議へと持ち
越されることになった。今回合意しきれな

かったことは大変残念であり、来年には完全

に仕上げられることをのぞみたい。

行動の引き上げへの要請は？

会議のもう一つの注目点は、パリ協定の目

標と各国の行動や目標が大きく乖離している

現状に COP25 がどう向き合い、各国に対し
て行動の引き上げを求められるかという点

であった。昨年 11 月に発表された国連環境
計画（UNEP）による「排出ギャップレポー
ト（Emissions Gap Report 2019）」によれば、
2018 年の世界の温室効果ガス排出量は更に
増加し、553 億トンと過去最高を記録した。

気温上昇をパリ協定の目標の 1.5 度に抑制し
ようとするなら、2030 年の排出量を 250 億
トンにまで抑制しなくてはならないが、各国

の現行の目標水準では、290 ～ 320 億トンも
のギャップが生じるとされる。この差はとて

つもない。1.5 度の実現のためには、2030 年
の目標を引き上げなければならず、現在の 4
倍の努力が必要だ。

こうした緊急性を踏まえ、1 年余前からグ
レタ・トゥンベリさんに始まった若い人たち

を中心とした気候危機への行動への呼びかけ

は世界の 750 万人に広がり、国際世論に大
きな変化を起こしてきた。実際、既に世界各

地で起きている様々な異常気象は、これ以上

気温が上昇すれば私たち人類の対応を超えて

しまうと実感させるほどに深刻化している。

グテーレス国連事務総長は、1.5 度の達成を
念頭に、COP25 の初日には、各国の行動が
不十分であること、また、世界の排出の約

80％を占める主要排出国が更なる努力をす
る必要があること、そして石炭火力を 2020
年に止めることなどを各国に強く呼びかけ

た。結果的に COP25 が、この若い人たちの
声や国連事務総長による呼びかけに十分応え

られたかといえば、答えは否である。COP25
は更なる行動を奨励したものの、排出ギャッ

プレポートが示すような緊急性に対応するよ

うな明確な行動強化を各国に要請することが

できたとはいえない。今後各国は、それぞれ

気候危機への緊急性を受け止め、行動強化を

進めていくことが求められることになる。

広がる脱石炭・2050 年実質ゼロ

COP25 の結果は、この気候危機の取り組
みを国任せにすることはできないというこ
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とを改めて思い知らされるものだが、一方

で、脱炭素に向けた行動の広がりも見られ

た。脱石炭国際連盟（Powering Past Coal 
Alliance）の参加団体はこの COP25 で、33
の国、27 の自治体、37 の企業、計 97 に上っ
ている。また、OECD 諸国の既存発電所の
3 分の 1 以上が廃止を決めており、脱石炭の
動きは引き続き加速している。また、2050
年実質ゼロをコミットする国・自治体も増

えている。日本においても、29 の自治体（10
都府県、11 市、5 町、3 村）が 2050 年 CO2

排出実質ゼロを宣言しており（2019/12/20
現在）、自治体の認識と行動への一歩は国よ

りも早そうだ。

化石賞を受賞した日本、なぜ批判されたのか

COP25 で、日本が最も注目を浴びたのは、
日本の化石賞の受賞だろう。梶山経済産業

大臣が、よりにもよって削減強化が議論さ

れている COP25 開催中に、「石炭火力の選
択肢は残しておきたい」と発言したことが

海外にも伝えられ、国際社会の怒りを買う

ことになった。2 度目は、小泉環境大臣の
演説において、これだけ何年間も批判を浴

び続けているにもかかわらず、石炭火力を

推進する方針や、国内の取り組みについて

何ら方針転換を示さなかったため国際社会

の失望を買った。会議場の外では、複数回、

日本が支援する石炭火力に反対する様々な

国の NGO が日本に対し「石炭やめろ」とア
クションを繰り広げ、期間中の 12 月 6 日の
ファイナンシャル・タイムズ紙には、ラン

ニングを着た安倍首相が石炭火力発電所の

前に立っているイラストで、石炭支援を止

めるよう訴える国際 NGO による一面広告も
掲載された（右図）。日本は、COP25 でもま
た、今でも石炭火力を推進し続ける国とし

て、世界からの大きな批判を浴びた。

それもそのはず、国内では 2012年以降 50
基もの新規の石炭火力発電所の建設が計画さ

れ、既に 15 基が運転に入った。加えてもっ
と驚くのは、さらに 15 基が建設中に入って
いるという事実である。これらは 2020 ～
2024年に運転開始予定であり、グテーレス国
連事務総長の要請とも矛盾し、パリ協定の 1.5
～ 2度目標とも整合しない。石炭火力の推進
を続けることにより、気候危機に対する本気

度が日本に全く見られないと理解される。

小泉環境大臣は、COP25 で石炭火力につ
いて何も新たな発表はできないながら、石炭

火力について批判があることを受け止め、海

外への石炭火力発電技術の輸出に日本の優位

性が認められなくなっていることや、日本の

インフラ輸出としての寄与が小さくなってい

ることも指摘し、一定の認識があることを示

した。しかしそこ止まりであった。日本の状

況はなお何も変わっていない。

COP25 を受け、日本に必要なことは、何
よりまず再び評判を大きく落とすことと

なった石炭火力のあり方を見直すことであ

る。また同時に、日本の 2030 年の国内排出
削減目標を現行の 26％削減から大きく引き
上げること

である。

2020 年に
入 り、1.5
度目標が達

成できるか

どうかを決

定付ける 10
年が始まっ

た。私たち

も覚悟を決

めて取り組

まねばなら

ない。

We are in a race against time to
avoid catastrophic climate change. 

Japan is holding us back. Japan is the world’s second 
largest public funder of coal plants abroad and  

continues to build coal plants at home.1 

PRIME MINISTER ABE: TO WIN THE RACE, LOSE COAL.

No Coal Japan is an international coalition of civil society organizations working to ensure the Japanese 
government and corporations stop supporting new coal power projects in Japan and abroad.

1. Sources: Global Coal Plant Tracker, https://endcoal.org/tracker/ and E3G, G7 Coal Scorecard 2019 - Coal Finance Heads for the Exit, August 2019.

Advertisement authorized by Oil Change International, 714 G St. SE #202, Washington, DC 20003, United States

W W W . N O C O A L J A P A N . O R G
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気候変動に関するデータ

CO2 量の変化

世界全体の CO2 濃度の推移

2018年においては 407.8ppmの最高値を記録した。
(参考資料：ＷＭＯプレスリリース『Greenhouse gas 
concentrations in atmosphere reach yet another 
high』)

国ごとの CO2 排出量の推移

ヨーロッパは排出量が減った。インドは年間増加率
が５％を超えている。
（参考資料：by the Science Advisory Group of  the UN 
Climate Action Summit 2019『United In Science』）

気候変動による熱波・猛暑の人々への影響

世界の熱波被害者数

1986年～ 2005年の平均熱波被害者数（破線）と
比較している。
（参考資料：WMO『The Global Climate in 2015-2019』）

日本の熱中症の救急搬送者数の推移

2018年 5月 ~9月の全国における熱中症による救
急搬送人員は累計前年に比べ、42,153人増加した。
（参考資料：環境省『環境白書　循環型社会白書 /生物
多様性白書　令和元年版』）

海への影響

世界の海洋表層貯熱量 (OHC) の推移

3つの調査書（それぞれの線）の 1981年～
2010年と比較した 700Ｍ深度のＯＨＣを示し
ている。2018年が最も高く、2位が 2017年、
3位が 2015年である。
（参考資料：WMO『The Global Climate in 2015-
2019』）

（事務局作成）
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事務局

  2019 年度環境文明 21  全国交流大会

「気候危機の時代を若者と共に乗り越えよう！」

パリ協定発効以降、脱炭素社会に向けた取組が世界各国で活発になっている中、世界に後れを取っ

ている日本。その一方で、スウェーデンの少女グレタさんの行動を契機に、世界中の若者たちが気候

変動問題に対する大人たちの対応に異議を申し立て、様々な行動を起こしている。こうした若者の批

判にどう対応していけばいいのか？危機的状況にある気候変動問題にどう対応すればいいか？

こうしたことをテーマに、2019年度の全国交流大会が、12月 7日（土）午後に、東京都南部労政会
館で開催された。

冒頭、藤村コノヱ代表から本会の趣旨説

明も含めたあいさつの後、二人の講師によ

る話題提供が行われた。

１．話題提供

(1) 損害保険業界から見た気候変動問題

公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団

( 現 SOMPO 環境財団 )

　事務局長　佐藤孝治氏

気候変動の進展が、保険業界、ひいては

顧客の皆様にどのような影響が出るかとい

う点を中心に話をしたい。日本の保険は

損害保険と生命保険に二分され、損害保

険業界では当社を含む大手 3 グループが
市場の 9 割程度を占めている。地球環境
問題への対応が当社の CSR 重点課題のひ
とつになっているのは、温暖化による海面

上昇や台風の強大化により保険金を払わな

ければならない損害が増加するのは確実だ

からだ。保険業界では、世の中が平和で安

定し毎年同じ程度の事故が発生することを

前提として保険商品を

提供しているので、自

然環境や社会が変動す

ると大きな影響を受け

る。気候変動の場合で

は、頻発する風災、水災、

雪災に対する保険金の支払いが増加するこ

とになる。最近の世界各地での気候災害の

増加を受けて、気象災害による実際の経済

損害と支払われた保険金額は右肩上がりに

増え続けている。

日本では、台風、竜巻、雹、雪などの自

然災害に対する補償も火災保険が行うよう

になってきているが、近年、地震以外の自

日本の自然災害の保険金支払い額 Top10

最近の 年間に大規模被害が集中
（異常）→ （新常態化）

※日本損害保険協会資料、新聞報道等を基に作成 火災、自動車、海上保険などの合計

災害 被災エリア 保険金支払額（見込含む）
2018年　台風21号 大阪、京都、兵庫等 1兆　６７８億円
2019年　台風15，19号 全国 １兆円を超える予測
1991年　台風19号 全国 ５６８０億円
2004年　台風18号 全国 ３８７４億円
2014年　2月雪害 関東中心 ３２２４億円
1999年　台風18号 熊本、山口、福岡 ３１４７億円
2018年　台風24号 東京、神奈川、静岡 ３０６１億円
2018年　西日本豪雨 岡山、広島、愛媛 １９５６億円
2015年　台風15号 全国 １６４２億円
1998年　台風7号 近畿中心 １５９９億円

日本における自然災害の火災保険金の支払い状況

自然災害＝風災、ひょう災、雪災、水災 （地震は含まない） 自然災害に
起因する
保険金の
支払いが急増

損害保険料率算出機構 「火災保険・地震保険の概況（ 年度）」
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然災害で支払われた保険金額は増加傾向に

ある。特に最近 5 年間に大規模被害が集中
し保険支払額も大幅に増えており、昔はア

ブノーマルと考えられていた規模の被害が

常態化していることがわかる。各保険会社

では、損害保険料率算出機構が提供する「参

考純率」を基にして保険料率を定めるが、

参考純率の決定は数年ごとに改定されるた

め、実際に販売する際の火災保険料への反

映までには時差がある。最近は大災害が頻

発しているため、参考純率の改定も異例の

頻度で行われているが、「100 年に一度の
災害」が毎年発生すれば、保険料はうなぎ

上りに上がることになる。

もう一つの不安定要素は、保険会社のた

めの保険である「再保険」の動向である。

各保険会社は、大規模な損害発生に対す

る経営上のリスク回避のため、再保険マー

ケットで保険を手配するが、再保険マー

ケットはフリーマーケットであるため、例

えば日本で災害が頻発すればそれに応じて

再保険料が上がる。今後、自然災害が増加

し続けた場合は参考純率や再保険料は上昇

し、それに伴い元受保険料も当然上がるこ

とになるだろう。それだけではなく、リス

クの高い地域の保険料が更に上昇し、保険

料の地域格差が拡大する。結果として、保

険を購入できない層が増加する可能性もあ

る。

このように気候変動による自然災害のリ

スクを反映して保険料が上がることは、む

しろ気候変動に対する社会の意識を変える

強力なメッセージになると考える学者もい

るが、保険による災害補填を受けられない

層が多数発生することは大きな社会問題と

なり、社会の不安定要因となるだろう。

(2) 気候変動の現状と世代を超えた繋がり

     の重要性

　東北大学北東アジア研究センター　

教授　明日香壽川氏

異常気象による 2018 年の被害者数は
5,800 万人（国連防災機関）、2008 年以降
の気候変動難民は毎年 2,150 万人（国連難
民高等弁務官事務所）にも上っている。即

ち、毎年、何千万という単位で被害者が既

に発生しており、今後、更に温暖化が進む

と、被害を受ける人の数は現在の何倍にも

なる可能性がある。このような深刻な気候

変動の被害をまともに受ける若い世代と付

き合う機会が多いことから、最近の若者の

考えや、気候変動学校ストライキで有名に

なったスウェーデンのグレタ・トゥンベリ

さんの両親の著書『グレタ－たったひとり

のストライキ』（海と月社）から気になる

言葉を紹介したい。

グレタさんは、昨年 8 月、15 歳の時にス
ウェーデンの国会前で毎週金曜日にストラ

イキを始めたが、そのときに配った手製の

チラシに次のように書いた。

「わたしたち子どもはいつも大人の言う

通りにするわけではありません。わたした

ちは大人のする通りのことをします。あな

たたち大人は、わたしたちの未来なんか気

にしていません。だから私もあなたたちを

気にしません。私はグレタ・トゥンベリ、

9 年生。選挙当日まで、気候のための学校
ストライキをします。」

グレタさんが始めた

気候ストライキに世界

中の若者が共鳴し、気

候変動に危機感を持つ

若者たちの既存の活動

も合流する形で、今年 3



報 告

10　環境と文明　2020年 1月号

月、5 月、9 月、11 月に世界各地で若者が
主催するデモが行われた。9 月には 180 ヵ
国、400 万人ほどが参加、東京でも若者を
中心に様々な世代の 2,800 人が渋谷でデモ
行進した。

世界の若者を動かしたグレタさんの考え

を紹介するため、上述の著書から以下に引

用する。（＜＞内は、明日香氏の解説　）

〇「子供は親と同じことをするもの。気候

のことを気にしている子供になんて、ひと

りも会ったことがない（p.180）」＜最初の
頃のグレタ自身の言葉＞

〇「あなたたちに希望を持って欲しくはあ

りません。あなたたちにはパニックになっ

てもらいたいのです（p.262）」＜ダボス会
議での発言で、大人は将来に希望があるよ

うな言い方をするが、気候変動問題はそん

なレベルの話ではないと言いたかったのだ

ろう。＞

〇「スウェーデンやベルギーのような富裕

国は少なくとも毎年 15％の排出削減を始め
なければなりません（p.245）」＜グレタは
これが達成されない限り登校しないと言っ

ている。毎年 15% という具体的な数字は日
本ではほとんど紹介されていないが、パリ

協定で合意した目標を達成するために、現

在カウントされていない航空機等からの排

出量や歴史的責任も考慮して先進国が負わ

なければならない実際の削減率である。＞

〇「カーボン・オフセットとは、貧しい人

にお金を払って、わたしたちのためにダイ

エットして下さいと言っているようなもの

（p.154）」＜カーボン・オフセットに疑問
を持つ人の考え方。＞

以上、グレタさんの本から紹介したが、

若い人たちが、今のままでは埒が明かない

と思っているのは確かであり、若者のこの

ような思いに我々大人はどのように対応し

ていけるのかを真剣に考えなければならな

いだろう。　

　　　　　　　　　　

２．学生からの意見

話題提供の後、参加の学生から気候変動へ

の思いを聞いた。

Ａ君（芝浦工大４年生）

日本の現状を考えると、教育が重要であ

る。環境教育がしっかり行われているス

ウェーデンでは皆が環境に関心を持ってい

て、行動を起こすことが日本よりも容易であ

る。一方で、日本は環境教育がなされていな

いため、熱心な方々が何かを発信してもなか

なか一般の人に響かない。

環境問題は喫緊の問題であり、関心のない

人に関心を持たせる、また、仕組みを変える、

という二点が大事だと思う。関心から行動、

というのは個人の努力が求められるため、電

力を選ぶときに自然エネルギーを選べるなど

の仕組みづくりを推進していきたい。

Ｂさん（早稲田大学４年生）

現在、学校教育において環境教育があまり

されていないように感じる。環境問題は市民

全員に関する問題なので、学校で環境教育を

義務化すべきだ。

また、日本は環境問題対策が遅れている、会場の様子



報 告

11

ということを問題視している人が非常に少な

い。メディアを通じて環境問題の危機的状況

をより身近な問題に近づけて伝え、日本国民

が自分事として環境問題を捉え、意識を変え

ていくべきだ。このようにして人々を変える

ことでようやく社会は少しずつ変化しうると

思う。

Ｃ君（早稲田大学大学院　留学生）

どんな時代でもその時代に解決すべき問題

がある。現代は環境問題だ。

技術的な観点からみると、環境問題の解決

には非常に長い時間がかかりそうだ。それ

故、我々自身が環境問題に取り組みながら、

次の世代にその思いを伝えていくことが重要

である。

Ｄ君（立教大学４年生）

グレタさんの「あなたたちにはパニックに

なってもらいたい」という言葉を受けて。

これまで携わってきた環境教育の経験から

考えると、環境問題をパニックとして危機感

を持って捉えるのか、楽しく取り組んでいこ

う、という風にとらえるべきなのか、と自分

の中で疑問を持っている。皆でそのことにつ

いて話し合いたい。

Ｅ君（早稲田大学大学院　留学生）

大学時代、バイオマスについて技術的な観

点から勉強した。その後、大学院では技術の

改善で環境問題を解決できるのかと疑問を持

ち、環境システムの評価について勉強し、現

在、温暖化防止の教育ということについて研

究を行っている。

今年５月から一般市民に対して温暖化につ

いての講座を行っているが、若い人は実際に

どのような問題があるのか等を分かっていな

い。若者のニーズを知り、そのようなニーズ

を解決するためにどのような課題があるかを

明らかにすることで、次の世代にどのような

目標を立てればよいのか、ということがわか

るのではないか。

３．各グループからの提案

次に、老若男女混合の 4 グループに分か
れて議論した。その結果、政府や企業など

に対して次のような提案が出された。

〇教育について

・�環境教育を充実させる。そのために、カリ

キュラムを変えて増やす、子どもの声を聞

く、大人も勉強する、会議に子供を入れる

・�幼児教育が大切であり、そのための教員へ

の教育を行う

・�環境サバイバル教育を行う

・�気候変動に取り組むカリスマ的存在によ

り、若者からの意識改革を促す

・�メディアを変え、メディアを通した大人の

再教育を行う

日頃考えていることを発表する大学生たち 4 グループに分かれての提案づくり
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・�問題意識（環境負荷を定量的に）と、行

動の具体策（日常のライフスタイル）を

NGO・政府（環境省）が発信する
・�災害などに関する気象情報を、よりオープ

ンにして、個人に伝わりやすくする

・�若者だけではなく、親の価値観を変えるた

めの環境教育を行う。予測と危機感

〇制度、政策について

・�温室効果ガス削減の 2030年目標を大胆に見
直す。また個人としては、電気自動車、太陽

光発電、再生可能エネルギーの使用に努める

・�炭素税、排出量取引制度を実施に移すため、

政府に要求し、前向きな政党を探す

・�消費税の１％を環境税とし、インセンティ

ブを与える

・税制改革を行う

・�炭素税を導入する。導入に伴い、企業は技

術の適正化を図り、政府は様々なステーク

ホルダーに重要性を伝えるとともに、税の

使途について市民も含めて議論する

・憲法に環境原則を導入する

・政府の透明化が不可欠である

〇政治を変える

・環境運動をする議員を選ぶ　　　　

・地方から政治を変える

・自治体が条例をつくる　　　　　　

・情報公開　　

・�気候変動の被害の大きな地域を中心に変革

（システムチェンジ）を進める

〇企業に対して

・�企業と一般市民の関係（つながり）を重視

した取組を行う

�・企業は自らの取り組み目標を設定する

・�不買運動や就活学生連盟の活動などを通じ

て、企業を変える

〇消費者に対して

・�環境に対して活動している企業を選択し、

支持する

・個別包装の廃止のための法制化を支援する

・�消費者としての意思を示して、企業を変える

（その他の意見）

・�行政は民間団体の力を使うべき。企業に対

する規制も必要

・�次の選挙で化石燃料卒業宣言をした政党に

一票！

・�心が現実を作る。1 人 1 人の心に当事者感
を！誰も無関係ではいられない

・�若者の行政に対する関心度を高めるため

に、行政がもっと積極的に若者の声を聞く

（意見を聞きだす場を作る）

・おかしいことはおかしいと言える社会に

・もう少し過激なアクションをする

・�危機意識の浸透、SDGs の活用、21 世紀
～ 22 世紀の image

（文責：事務局）

親子 (?) ほどの年齢差のある二人で発表若者の話にも耳を傾ける
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エコ動画甲子園　―最初のグランプリ・準グランプリ作品 決定！―

環境文明 21を立ち上げて以来、常に会員の皆様と一緒に持続可能な環境文明社会を創るための様々
な作業を実施し、その途中経過や勉強の成果などは会報に載せたり、出版したり、また交流会やワー

クショップで議論したり、倦まずたゆまず 25年以上やってきました。しかし、ふと気が付くと、参
加者のほとんどが中高年層であり、高校生や大学生といった将来を生きる若者はごく少数にとどまっ

ていました。

中高年世代が頑張ること自体は、もちろん悪いことではないのですが、私たちが問題にしている気

候の異変や生物界の急速な劣化などの自然環境の異変が、近い将来に自分の身に降りかかって来る、

従ってそれを回避することが望まれている若者こそが、大きな関心を持ち、活動に参加してもらわな

ければ、必要な成果が期待できなくなってしまいます。　

当会における世代間のギャップを何とかしなければという思いが年を追って強くなってきました

が、私たちが若者に対して呼びかけることができる方途はかなり限られておりますので、それをなん

とかブレークスルーしたいと、いつも考えておりました。

一昨年の春になりますが、若者にアプローチする方法がないかを、私が長いこと付き合っている株

式会社ラユニオン・パブリケーションズの若手スタッフに呼びかけたところ、出てきたアイデアが「エ

コ動画甲子園」のプロジェクトです。

彼らが言うには、今の若い人達はパソコンやスマホで動画を使って受信・発信しているので、動画

をツールとし、環境問題を自分たちの問題として捉え、その環境の現状や対策について表現した作品

を公募してはどうか、というアイデアです。このアイデアを検討した結果、環境文明研究所とラユニ

オン・パブリケーションズとが中心となって実行委員会を組織し、私が実行委員長となり、その下で、

気象予報士でお天気キャスターの森田正光氏、映像教育会社を立ち上げた 20代の斎藤遼太郎氏、そし
て当会の藤村コノヱ代表の三氏を審査委員とすることを決めて、作品募集を昨年 7月に開始しました。
エコ動画甲子園といっても、まだ全く世に知られておらず、前例もない中で、高校生から応募があ

るのかと正直心配しましたが、実行委員会スタッフらがツテを頼って声を掛けた結果、15作品の応
募を頂きました。その中から一次審査を通過した 13作品について、まず参加した高校生同士の評価
を踏まえ、12月 10日に最終審査会を開催し、次の作品を選考しました。審査員の評価も、私自身も、
とにもかくにも第 1回目の作品としてはよくできたかなと安堵しました。実行委員会としては来年以
降も続けるつもりですので、ご関心のある方は、以下のウェブサイトにて公開されている入選作品を

ご覧いただければ幸いです。

　エコ動画甲子園　第 1 回結果：　＜ ht t p s : / / e c o d oga . j p / ＞　

　 
　     グランプリ：「どうした！？地球！！地球の健康診断」茨城県立古河第三高等学校

　　  準グランプリ：「傷つく前に、気がつこう」群馬県立尾瀬高等学校

　　  審査員奨励賞：「うみ」群馬県立尾瀬高等学校

なお、ほとんどの高校生がエコ動画甲子園を知らないと思いますので、

お知り合いの高校生や関係者に声をかけていただければ嬉しく思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤三郎）



エッセイ

南の島でも、未来の話でもない。今、日本に迫る「気候危機」

河内　聰雄　(こうち　あきお／ドイツ、シュトゥットガルト市在住 )

“There is No Planet B!” 僕らの未来を壊すな、
学校なんて行ってる場合じゃない、と毎週金曜日
に学校をストライキしデモを続け、9月の「グロー
バル気候ストライキ」では全世界で 750万人以
上が参加。昨年は世界中で若者たちが声を挙げ、
気候変動の危機感が大きく高まった年でした。
気候正義(C l ima t e  J u s t i c e )

9月の世界一斉デモはシュトゥットガルトでも
あり、約 2万人の市民が参加しました。　　
その日の朝、バスに乗っていると、プラカード
を持った小学４年生ぐらいの 15人ほどの子ども
達が、シュプレヒコールをあげながら乗り込んで
きました。引率の大人が 2名いて、時間帯や様子
からすると、どうやら学校の課外授業の一環のよ
うでした。日本だと「学校に政治？持ち込むな！」
と怒られそうですが、いかにもドイツですね。
子ども達は、とても勇猛な感じで、正義感に駆
られて熱を帯びている様子。そんな純粋な感性を
持った子ども達を眺めながら、ふと思ったのです。
正義を振りかざすことは、たとえ正しいと思わ
れることであっても、ちょっと怖い側面もある。
革命においても、純粋な市民たちが正義を振りか
ざし、いつの間にか暴走していったのだろう。古
くはフランス革命において、アジアでは文化大革
命での残忍な暴走も、初めはこういう熱からだっ
たのではないだろうか…。
気候変動問題は待った無しの全人類的課題。そ
の解決を政府や企業ばかりに任せておいても埒が
明かず、こうやってデモをしながら市民がプレッ
シャーを与え続けることは、もちろんとても重要
です。
でも、人間は必ず間違える存在だと思います。
その大きな過ちが気候変動問題を招いたわけです
が、その過ちを正そうとする際にも、自分が正し
いと思っていることすら、実はそこには絶対に正
しいという答えはない、ということを理解してお

かないといけないのではないか。そんなことを考
えてしまいました。
気候非常事態(C l ima t e  Eme r g e n cy )

そして迎えたCOP25、合意に至らずという報道。
危機感を強める市民や科学者との意識のギャップ
は相当深いと実感。日本政府に至っては、COP開
催期間中にも関わらず石炭火力発電継続の意向を
示したようで、グレタちゃんじゃないけど、“How 
dare you?” (よくもまぁ、できるもんだよ )。　　
ドイツの NGOジャーマンウォッチが発表
した「気候変動政策評価」 (Climate Change 
Performance Index 2020)によると、日本の気候
変動政策ランキングは、今回も最下位グループで
61カ国中 51位。さすが化石賞常連国です。
損失と被害(Los s  a n d  Damage )

注目すべきは、同時に発表された「グローバ
ル気候リスク評価」（Global Climate Risk Index 
2020）。2018 年に気候変動の危険に晒され大きな
被害を受けた国のランキングでは、なんと日本が
第１位！気候リスクは南の島の問題ではなく、実
は日本こそが気候災害に最も脆弱な国なのです。

2018年といえば、平成最悪の豪雨災害・西日
本豪雨がありました。死者・行方不明者 230名、
被害総額 1兆 7000億円です。これに加えて、台
風直撃（広域被害、関空水没）、福井で記録的豪雪、
埼玉・岐阜で記録的猛暑（41.0℃超）、首都圏大
雪（東京で積雪 20cm超）などが起こりました。　
昨年は、台風 19号激甚災害です。死者・行方
不明者 102名、全国 8万棟以上の住家被害、農
林水産被害だけでも 3000億円。総保険請求額は
1兆円超と予測。被災地に設置されたボランティ
アセンターは 97カ所、延べ 13万人以上が活動、
東日本大震災に次ぐ規模です。加えて、台風 15
号首都圏縦断（観測史上 1位の最大風速で鉄塔倒
壊、93万軒停電）、九州大雨（九州南部で総雨量
1,000㎜超）、北で猛暑（北海道 5月 39.5℃、新潟・

14　環境と文明　2020年 1月号



石川・山形 8月 40℃超）。　　
頻発する自然災害ですが、今年は起こらないと
考える方が不自然なのは明白です。
気候危機、日本こそ非常事態！

気候変動による災害は、既に日本で多発してお
り、気候非常事態とは他国や未来のことではなく、
日本は既に非常事態だと受け止めるべきではない
でしょうか。しかし、政府・産業界にはそんな認
識は無く、メディア報道からも見られないのは、
本当に不幸としか言いようがありません。この上
さらにどれだけ失い続けるのか、想像を絶してし

まいます。まさに“茹でガエル”を体現する日本か。
ピンチをチャンスに変える

メルケル首相は新年を迎えるに際して TVで国
民に向けて「温暖化の危機に、今政治が対応しな
いと、その影響を受けるのは子ども達や孫達。そ
のために、私は全エネルギーをかける。」と決意を
表明。昨年、ドイツでは発電量に占める再生可能
エネルギーの比率が、初めて化石燃料を逆転した
そうです。政治主導力の違いの表れでしょうか？

2020年、気候危機を逆バネにして、日本が大
きく変わる節目の年となりますように。

スタッフ年頭所感

15

明けましておめでとうございます。元旦、近く
の神社に「健康と安全」を願って初詣、神社では
子供連れの家族などで例年以上に賑わっていまし
た。参拝後は近くの鵠沼海岸を散歩、広い砂浜で
は犬を連れた家族などが子供達と遊び、若い人々
がサーフィンをする姿が楽しそうです。海岸から
は、うっすらと富士山、伊豆半島や大島も望め、
相模湾が光り輝いて広がっています。今年は娘家
族が正月休みを利用しての旅行、息子家族はNY
に住むため、妻と二人だけの静かな正月でしたが、
年末から元旦にかけて娘や息子からは、旅行中や
家族の動画が送られてきました。孫達も随分と成
長したようです。環文出勤は月数日ですが、少
しでも皆さまにお役に立ちたいと願っていますの
で、今年も宜しくお願いいたします。（迎俊郎）

元日の朝の食卓。夫が「また自転車をやる」と
宣言。競輪ではない。NHKの「こころ旅」に触
発され、高齢男子が電動でなく自分でこぐ自転車
に乗って回りたいということである。何度も新車
を錆付かせて廃車にした前科はあるが、まあ健康
的趣味とも言えるし、高速道路逆走の心配もない
だろうから、せいぜい貯金してご購入いただこう。
さて私はといえば、今年こそ木版画を、と思っ
てはいる。展覧会を鑑賞したり、好きな作品を
眺めたりしてインプットはしているが、美の感

性が枯渇したらしく、ちっともその先に進まな
い。さしあたっての今年の目標としては、「気候
マーチ」に参加して身体をはって（笑）気候危
機をアピールします！ (尾利出あおい )

昨年末開催の全国交流大会では「環境教育が不
十分だった」との意見が出ました。これまで「人々
の環境への意識が低い」という話題が出る度に、
何か引っかかりを感じていましたが、この件を通
じて、色々と納得。私生活でも、物事を批判的、
悲観的にみる前に、要因・原因を考えてから対応
を考えたいと思います。(松倉奏江 )

明けましておめでとうございます。昨年は、自
分と社会との関わりについて考えることが多い年
でした。3年生までサークル活動に明け暮れてい
た私にとって、就職活動や環境文明 21でのイン
ターン、ボランティアを通して見た社会は、想像
以上に複雑で深刻な課題を沢山抱えていました。
しかし一方で、微力ながらも、私のような一
般市民にも社会のために出来ることがある、と
いうことも感じています。今年から社会人にな
ります。仕事に追われていても、常に頭のどこ
かで、社会に対して自分が出来ることは何だろ
うか、ということを考えられる社会人になりた
いと思います。（吉見稔里）
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環境文明 21 の主な動き（2019 年 12 月）

12 月 7 日 全国交流大会を開催

        10 日 エコ動画審査会に加藤顧問・藤村代表が参加

        13 日 第二回環境文明塾を開催

        26 日 事務所大掃除

        27 日 仕事納め 　　　　　

●「環境文明塾」第三回開催

日時　2020 年 2 月 7 日 ( 金 )　13:30 ～ 
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

●環境倫理部会

日時　2020 年 2 月 8 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

●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)

2020 年 1 月号
2020 年 1 月 15 日発行 ( 毎月 15 日発行 )
第 28 巻　第 1 号　通巻 316 号

目次 (28 巻 1 号 )

 ■経営者環境力大賞顕彰式及び発表会

 日時：2020 年 2 月 21 日 ( 金 )　午後
 会場：アイビーホール　青学会館　４F クリノン
　　　　東京都渋谷区渋谷 4-4-25 ( 代表 03-3409-8181)

 　※詳細は同封のチラシ、または HP で
　　ご確認下さい。

◎「寄付金受領証明書」をお送りいたします

今月号の会報に同封して、「寄付金受領証明書」（控

除証明）を 送付させていただきます。（※一部別送）

認定 NPO 法人継続の要件の一つに、「寄付金額が 3,000
円以上の寄附者の数が年平均 100 人以上」がありますが、

お陰様で 2019 年も達成することができました。

皆様、ありがとうございました。今後も引続きご支

援いただけますと幸いです。

■皆様、よき新年をお迎えのことと思います。今年は穏や

かな三が日でしたが、多摩川の土手は未だ台風の爪痕が消

えず、いつもの賑わいが戻るのはまだ暫く先になりそうで

す。昨年12月に在住している大田区で新たに健康増進事業

が始まりました。これは毎日の歩数と健康記録でポイント

を貯め、ポイント数に応じて健康関連製品等に交換できる

仕組みになっています。１日に8000歩以上歩くとボーナ

スポイントが付き、更に指定された区内の高齢者施設や銭

湯、パン屋や神社などを巡ってチェックすると追加ポイン

トがもらえます。早速登録し、年末の休みに毎日8000歩以

上歩き、追加ポイントを取るべく区内を巡ったのですが、

風情ある造りの銭湯や、昔ながらの商店街の多いこと！拡

張を続ける羽田空港の近くにも古い街並みがあったり、住

み始めて30年近く経ちますが、知らなかった所があまり

に多く、町の魅力発見が多い年末でした。今年一年、皆様

が健康で穏やかに過ごすことができるよう、願っておりま

す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。（Y）

■晴れ着もお飾りもあまり見かけなくなり、お正月らしさ

が薄れたような昨今。昨年から元旦は隣人と近場の低山ハ

イキングを楽しんでいますが、喧騒を離れて本当にさわや

かな気分になり、今年はあれとこれを頑張ろうと元気が出

ます。／昨年11月で80歳になった所長、「80になっても

君たちみたいな素敵な女性に囲まれて、体操や散歩ができ

るなんて幸せだなぁ」が最近の口癖です。顧問になって少

しゆとりもでき最近は出版も考えているようで、その準備

に余念がありません。その分私は仕事が増えて…、と言い

たいところですが、それも有難いことです。／お正月番組

で、ある著名な学者が、混迷の時代に人間は進化よりも退化

の道を選びがちで、特に日本人の「幼児化」は深刻、という

話をしていましたが、真っ当な議論をしない政治家、本も読

まずゲームに没頭する人たち、そしていまだに温暖化は宗教

などと言っている人たちを見ていると、その通りだなぁと。

でも退化、幼児化している時間はありません。恵まれた環

境にいることに感謝して前進あるのみです。今年もご支

援・ご協力のほどよろしくお願いします。（コ）
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