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危機の向こうの希望

加藤　三郎

今月の
テーマ

１．コロナ危機と人々の対応

昨年の晩秋、80 歳になった時、半世紀を

越した私の環境対策で得た知見や思索をまと

めた遺言のようなものを書きたいと思い立っ

た。その時イメージした主題は、「環境文明

のすすめ」で、概ね次のようなことを書こう

と考えた。すなわち地球環境は急速かつ広範

に悪化しており、人間社会は遠からず破局に

直面しかねないこと、それを回避するには、

環境を何よりも大切にする文明社会（環境文

明社会）を急ぎ構築すべきこと、その具体的

な姿を政治、経済、技術、教育などから書こ

うと思っていた。

このあらすじにそって昨年末から執筆を開

始したが、年明け 2 月頃から思いもよらぬコ

ロナ騒ぎが始まった。環文もテレワークが基

本となり、会議もすべて web になり外出も

少なく、自宅にこもり執筆する時間が増え、

6 月中にはほぼ初稿がまとまった。早速、こ

の本を出版してくれるプレジデント社の編集

担当 稲本進一さんと藤村コノヱさんに原稿

を見てもらったところ、予期に反して評価は

よくなかった。一口で言えば、環境の危機や

破局がくるという思いが強すぎて、読んでい

て暗くなり、これでは特に読んでほしいと

願っている若者たちが手に取ってくれないだ

ろうとの厳しいコメントだった。

一方、私も、国内外におけるコロナ危機の

状況を観察し、私たちの生活を取り巻くその

他の危機、例えばいつ起こるとも知れない大

震災、経済的な危機、更に戦争など多様な危

機の中における環境危機の特色を改めて再検

討する余裕も出てきた。更に、コロナ危機が

進行するにつれて政府・自治体の当局者から

出てくる、「三密」の排除、不要不急の外出

自粛の要請、学校の授業ですらオンラインと

いう状況など、コロナ危機発生前にはおよそ

考えられなかった行動変容への要請に人々が

従っている状況を見ることもできた。つま

り、コロナのような危機が発生し、それが確

かに危機であると実感すれば、人々は、それ

以前にはおよそ考えられなかった生活上の自

制、あるいは経済活動の抑制を引き受けた、

という現実を驚きの思いで受け止めた。
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２．浮上してきた「希望」

私たちは長いこと環境の危機を訴え、ライ

フスタイルや経済活動の大転換を訴えてきた

が、政財界だけでなく一般の人々からも、ほ

とんど聞き入れられなかった。そのことを恨

めしく思っていたが、コロナ禍への当局や

人々の対応を見ていると、危機の認識そのも

のに大きな差があることに気づいた。コロナ

の場合、個々の感染源の特定が困難で、感染

しても症状が出ないまま治ってしまう人もい

る。志村けんさんのように、何かの理由（高

齢や持病のある人と当初は言われたが、必ず

しもそうとも限らないらしい）で重症化する

と、急速に悪化し死に至るケースも少なから

ずあると知れば、誰しも恐怖を抱き、社会活

動がかなり止まってしまう「危機」となる。

一方、環境危機の場合は、専門家は「この

ままの対策レベルが続けば、地球の平均気温

は今世紀末には 4 ～ 5℃上昇する可能性が高

い」「海水面は今世紀末には 1 ｍ近く上昇す

る可能性が高い」、また「約 100 万種の動植

物が今後数十年の間に絶滅する可能性があ

る」と言う。明日や明後日ではなく、「今世

紀末」や「可能性」では、シャバで精一杯生

活している人の多くにとってはリアリティが

なく、とても「危機」として捉えられないだ

ろうと思うようになった。環境危機の説明や

広報をより身近で具体的に可視化できるもの

に変えていけば、人々の理解は深まり、危機

の大規模発生前に対策を取ることが可能にな

るだろうと希望が湧いてきたのだ。

このほかにも私に希望を抱かせてくれる動

きも見えてきた。市民力、特に若者と女性の

力強いポテンシャルに気が付いたのだ。環境

政策に限らず、昨今の日本の沈滞ぶりの主な

原因は、政策の形成過程で政官財の一部メン

バーのみによる内容の乏しい決定が目立ち、

国内にある様々で豊富な知見や経験を吸い上

げる仕組みのない、「片肺飛行」状況にある。

典型的な例は「原子力ムラ」による原子力発

電事業だが、環境の場合は、政策をつくり実

行するには出来るだけ多様な人を巻き込みダ

イナミックに進めなくてはならない。幸い、

グレタさん効果もあり、日本でもようやく少

数ながら若者たちも立ち上がりつつある。加

えてよく見ると環境分野では女性がリーダー

としても活躍しているのにも改めて気が付

き、ここでも希望を見出した。

そういうわけで、初稿のトーンを大幅に

書き換えて、危機だけではなく、希望も書

き込むよう執筆の方向を転換し、本のタイ

トルも、稲本、藤村両氏の意見を取り入れて、

本稿のタイトルと同じ『危機の向こうの希

望』に変えた。

３．「環境」で日本を再生

現在、環境に限らず多くの面で低迷して

いる日本社会を活性化し、国際社会に貢献

し得る事業分野は何か。端的に言えば、10
～ 20 年後、日本は何で食べているのだろ

か？自動車？コンピューター？ロボット？

金融？観光？人により様々なお考えがあろ

うが、私はズバリ「環境」、つまり「環境立国」

だと考えている。

こう言うと人は、省エネ技術や燃料電池車

の開発・普及、あるいは大気中の CO2 吸着技

術などの環境技術立国を思い浮かべるかもし

れない。しかし私の考える「環境立国」は、

日本人の持つ文化的感性や伝統文化の知恵な

どを基盤にして、憲法の改正、経済や技術の

グリーン化、教育の改革、市民（特に女性や

若者）の政策形成・実施過程への主体的参加

を制度的に保障するなど、広範でダイナミッ

クな国民運動を伴う、令和の日本再生と考え、

その辺りのことを新著にかなり詳しく書き込

んだつもりだ。お読みいただけると嬉しい。
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市民が「行う」ということ

今さらではあるが、22 年前に成立した特

定非営利活動促進法（NPO 法）の第一条に

ついて確認しておこう。そこには法の目的と

して次のように記されている。（下線は筆者）

　「�この法律は、特定非営利活動を行う団体

に法人格を付与すること等によりボラン

ティア活動をはじめとする市民が行う自

由な社会貢献活動としての特定非営利活

動の健全な発展を促進し、もって公益の

増進に寄与することを目的とする。」

下線は衆議院可決（1997.6.6）の後、参議

院可決（1998.3.4）で変更になった語句だ。「市

民活動」を「特定非営利活動」に一括変換し

たことは、大きな後退としてすでに多くの議

論がなされてきた。しかし、「市民に開かれ

た」を「市民が行う」に変換したことについ

ては、重要な一歩前進として評価されてよい

のに、全く議論されてこなかった。

「開かれた」だけなら「行う」主体は政府

でも企業でもよい。「行う」となれば、主体

は市民自身だ。客体（あるいは参加者）から

主体へ、まさに市民の責任が問われるハメに

なったというわけである。今回「市民力」と

いうテーマを与えられ、この法文の修正は「市

民力」への期待をこめた密かなメッセージで

はなかったかと、ふと思い返したのである。

ところで「市民力」とは

「市民力」とは定義も曖昧で、きちんと

議論するには未成熟な言葉だ。素朴に言え

ば「市民の力」となるが、では「市民」と

は何かと言うと人それぞれ。その意味は時

代とともに変化し、地域や文化によっても

異なる。先の NPO 法にも定義はない。法と

しては不備といえるが、不備のままがよい。

法で固定したらギブスをはめたように意味

の発展性がなくなる。

私も時に応じて「市民」を様々に定義し

てきた。簡潔に「社会的責任を自覚した個

人」と言ってきたこともある。これに権利

とか義務とかをつけて説明することもある

が、どうも窮屈で汎用性がなくなる。そこ

で取りあえずこの最も簡潔な定義を用いる

とすると、「市民力」とは「社会的責任を自

覚した個人の力」となる。ここではこれで

我慢して次に進もう。

しかし個人の力は小さい。偉大な個人もい

るが、それは特別の才能をもった限られた人

だけ。多くの人の力は弱い。しかし力を合わ

せることによって大きな力を発揮する。それ

が NPO の考え方で、その力は法人化するこ

とで一段と大きくなる。こうして「個人の市

民力」は「NPO の市民力」となる。先述の

法の目的には、この暗喩が含まれている。そ

してさらに言えば、このような NPO の一つ

一つの力も、企業や政府に比べるとゾウにネ

ズミ、いや、ハエかもしれない。そこで小異

を捨てて大同に向かうと、すなわちネット

ワークを組むと、それなりの社会的な力をも

つ。「社会の市民力」が生まれる。残念ながら、

日本は未だそこにまでは至らない。その前段

で一休みというのが現状かもしれない。

その先の逆のコースも重要だ。「社会の市

民力」がつくと「NPO の市民力」もつく。

「NPO の市民力」がつくと「個人の市民力」

も育つ。「社会の市民力」が未熟な日本では、

この逆コースまではなかなか進まない。往っ
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たり来たりの、ピストン運動が始まらない

のだ。これを稼働するカギが、個人と社会

の間に介在する「NPO の市民力」にあるこ

とは間違いない。

「市民賞」が「市民力賞」になるとき

「エクセレント NPO 大賞」という賞があ

る。田中弥生さんを中心に言論 NPO で開発

してきた非営利組織の評価基準があるが 1、

これに基づいてそれぞれの NPO が自己評価

を行って応募し、それを審査員が評価するこ

とで「市民賞」「課題解決力賞」「組織力賞」

を授与し、その中の一つを「大賞」として表

彰するものである。2012 年に始まり昨年 7
回を迎え、この秋から第 8 回の公募が始まる。

私は 1 回から審査委員を務め（途中 1 回抜け

たが）、特に「市民賞」に深く関わってきた。

では他の 2 つの賞は「力」なのに、なぜ「市

民賞」には「力」がないのか。主催者に聞

いてみようと思ったこともあるが、何とな

く分かる気もしたので、そのままになって

いる。しかし第 6 回の頃から、そろそろ「力」

を入れて評価基準も見直したほうがいいの

ではないかと思い始めていた。丁度その後

の第 7 回では、「市民賞」受賞団体が初めて

「大賞」に選ばれた。私にとっては画期的な

出来事であった。

「大賞」に選ばれるには「課題解決力」や

「組織力」でも高い評価が得られないといけ

ない。受賞団体の「ジャパンハート」 2 には

その力がある。そして課題解決の発想にも組

織運営の方法にも、市民としての思いが生き

生きと息づいている。「市民賞」では「広く

市民の社会参加の意識を高め、受け入れてい

ること」を評価し、具体的にはボランティア

受入に関する 4 項目と寄付に関する 1 項目を

審査基準にしている。いわばこれはいかに市

民に「開かれているか」という基準である。

しかし「行う」主体であるリーダーをはじめ

とする役職員の市民意識の強さや市民的発想

は評価基準にはない。確かにこれは基準にな

りそうにないが、応募に当たって提出された

「組織のストーリー」やホームページの表現

から読み取ることはできる。その視点を入れ

れば、今回の「市民賞」は堂々たる「市民力

賞」と言っていい。

先に「なぜ「市民賞」には「力」がない

のか」と問い、「何となく分かるような気が

した」と書いた。「市民力」を競い合うほど

に日本の市民社会は成熟していないという

暗黙の認識ゆえではなかったか。しかし漸

く、「市民力」も賞の対象となるのかもしれ

ない。その時のキーワードは「市民が行う」

という視点とともに「社会の市民力」へと

向かう視点ではないか。

「社会の市民力」への途

日本は「社会の市民力」がつく前段で一休

み、と先に述べた。この一休みを脱皮するの

は容易ではない。その一つの突破口が、市民

力を蓄えた NPO がネットワークを組むこと

にあることも先に触れた。

その点で 2015 年 6 月設立の「グリーン連

合」は、画期的なモデルとして期待できる。

毎年発刊の『市民版環境白書グリーン・ウォッ

チ』には、市民的立場にたった地球環境問題

への鋭い指摘が尽きない。他の分野でもさま

ざまなネットワークが活躍をしているが、そ

れらの市民力をさらに強めていくことが「社

会の市民力」を強め、ひいては NPO や個人

の「市民力」を高めていくことになるのでは

ないか。一休みから、次の一歩への前進に向

かいたいものである。

1�『改訂版　エクセレント NPO の評価基準～「エクセレ

ント NPO を目指すための自己診断リスト―初級編―』

（発行：認定 NPO 法人�言論 NPO�工藤泰志（編集））
2�「医療の届かないところへ医療を届ける」をミッショ

ンに東南アジアや国内の僻地・離島で医療支援を行っ

ている認定 NPO 法人。
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危機の時代を乗り越えるには、社会を下支

えする「市民力」が物を言うと思います。で

は「市民力」の源泉はどこにあるのか？ドイ

ツを例にして考えてみたいと思います。

「市民力」という言葉は、概ね「自律した

市民が、自ら考え行動し連帯することで、共

通課題の解決に取り組もうとする力」という

意味で、日本では主に地方創生の分野で好ん

で用いられています。では、日本はそんな力

を持つ人を育ててきたでしょうか？

そもそも優れた殖産興業の担い手と軍人を

作ることを目的として始まった日本の学校教

育は、戦後も軍人が会社員に変わっただけ

で、軍隊的な制服や儀式、上下関係、個人よ

り集団を重視する教育方針は変わらないま

ま、富国強兵の教育理念は今も続いていると

思います。

学校では一人一人に偏差値を付けて序列を

決め、学歴によってヒエラルキーを作り、経

済的価値を生む人間になりなさいと教え込ま

れます。貧困はその努力が足りなかった自己

責任であると認識され、落ちこぼれた者は社

会的序列の中で “ 自発的に ” 隷属し続けます。

貧困問題は決して解決しないでしょう。

片やエリートも、前例重視で冒険を犯して

地位を落としかねないようなリスクは取ら

ず、誤りだと分かっていても一度決まった策

を変更することはなく数量の変更で調整し、

責任の所在は常に曖昧。悪名高きインパール

作戦を遂行したエリート官僚たちのメンタリ

ティは、今も変わらないように思います。

今まで通りのやり方では、全ての分野にお

いて時代の変化に応じていけず、社会がます

ます劣化していくのは明らかです。

先に挙げた「市民力」の定義は、「自律」「市

民」「自ら考え行動する」「連帯」「課題解決」

というキーワードで構成されています。そし

て、そのいずれもドイツを特徴付けている

ワードだと思います。ドイツの市民力が強い

と思われるのも、それゆえかもしれません。

世界的に新型コロナ感染拡大が始まった直

後の 3 月 18 日、メルケル首相はテレビで異

例の演説をして国民に直接危機を訴えまし

た。この日以降、ドイツ社会は段階的にかつ

速やかにロックダウンされました。ロックダ

ウンと外出制限に伴う補償がワンセットなの

は言うまでもないですが、中でもフリーラン

スや自営業者への 9,000 ユーロ ( 約 113 万円 )
の緊急支援には我が家も申請し、１週間も待

たずに振り込まれとても驚きました。

相当数の方々が一気に応募していますが、

虚偽記載があっても納税番号で紐づけられて

いるので対処可能であり、まずは必要事項が

正しく記載されていればどんどん振り込んだ

のでしょう。この柔軟な緊急対応ぶりには多

くの人が助けられたと思います。

また、今ドイツの感染者数は再び増加傾向

にあり 8/28 現在約 24 万人ですが、死亡率は

3.8％と低く抑えられています。医療体制が

充実していて、ICU( 人工呼吸器付き集中治

療室 ) ベッド数は約 4 万床に達しているから

です。ここまでの備えがあったのは、ウイル

ス学の専門家たちが集まり、2013 年 1 月に

未知のコロナウイルスによるパンデミックが

もたらす被害想定を公表し、地方自治体や医
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療界に準備を整えるよう強く要請していたか

らです。このシナリオは現在の状況に驚くほ

ど酷似していて話題になりました。

ドイツ人は常に最悪の事態を想定して行動

すると言われています。災害が現実化した場

合、たとえ多額のコストがかかったとしても

被害を最小限に止めるために事前準備してお

くことは、実際に起こった場合を考えると理

にかなっています。福島原発事故直後に全て

の原発を廃止する決定を行った理由も同じで

す。これらの例は「課題解決」能力の高さを

物語っていると思います。

またコロナ外出制限に際して、日本では我

慢を要請し自粛を呼びかけ同調圧力が社会を

覆いましたが、メルケル首相は個人主義と民

主主義を前提に制限への理解を求め、感染拡

大を防ぐために「連帯」を呼びかけました。

ドイツは個人主義社会です。個人主義は、

国家や権威による強制を嫌い、自由に振る舞

い自己決定できることを尊重しますが、利己

主義とは異なり、他者や多様性を認め合うこ

とで成り立っています。そんな個人を結びつ

け、共有する目的を達成する社会原理が「連

帯」です。病気や障害、経済的理由で自由が

制限されている弱者に対して助け合う社会保

障の原理としても働いています。

この全ての個人が尊重されることは、民主

主義の大原則です。片や個人が押し潰されて

しまう日本。民主主義が育たない理由もここ

にあるように思います。

私は、ドイツは「自律」と「自由」を重ん

じる社会であるように感じています。ドイツ

の哲学者カントは、人間は理性によって自ら

道徳的な行為を選択することができる（＝意

志の自律）。これこそが人間本来の「自由」

であり、こうしたあり方が人間に尊厳を与

え、ゆえに人間は他人から手段として扱われ

てはならないと考えました。ドイツで暮らす

中で、成熟した大人な社会だなと感じること

が多いのも、このような「自律」「自由」が

重んじられているからなのかもしれません。

そして、ドイツの教育を特徴付けている

のも「自律」「自由」です。日本の戦前の教

育システムは、帝政ドイツをモデルにつく

られましたが、ドイツでは国民が国家に操

られてしまった過去への深い反省のもと、

1970 年代の学校改革を経て、日本のような

国家が管理統制する「管理されすぎた学校」

から自由な学校へと大転換しました。「教師

は自らが自由である場合にのみ自由という

ものを教育することができる。学校監督官

庁は教授および教育上の個々の問題を規制

することを極力自制すべきである。」と『学

校法学』は示し、教師の教育上の自由は法

律で保障されました。　　　

学校の自律性や親・生徒の教育参加は法制

化され、校則、学ぶ内容や指導方法は学校側

に任されています。生徒たちは、自主決定で

きる個人同士が対話を通して共同決定すると

いう民主主義のプロセスと、決定を実行する

ために「連帯」することを学びます。また、

なぜホロコーストを防げなかったかと真剣に

問い、自分の考えをしっかりと持ち、ナイン

（ノー）と言えること、「自律」することがと

ても大切にされています。

実は、今私たちが見ている環境先進国で

EU 経済を牽引するドイツ社会は、決して戦

後すぐに生まれたわけではなく、この教育改

革の進行と共に初めて生まれてきたと評価さ

れています。教育を原動力とし、地道な日常

からの改革を積み上げたことで、社会の変革

につなげていったのです。ここにドイツの「市

民力」の源泉があり、日本が学べることもあ

るのではないでしょうか。



教育現場から考える市民力

浜野　さやか　( はまの　さやか／高等学校教員 )
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１、教育現場の現状

高校で家庭科という教科を教えて約 25 年

になります。家庭科は、生物、化学、歴史、

地理、経済など多くの教科の知識を生活の視

点から考える教科で、生活に関する知識を学

ぶだけでなく、生活の中で問題点を見つけ、

それを改善していくための方法を考え実践す

ることが重要になります。

今年はコロナの影響で、学校現場も大きく

影響を受けています。教室で対面授業を行う

ことができなかった数ヶ月、私の勤務する私

立高校では、オンライン授業を毎日の時間割

通りに行いました。双方向の授業ではなく、

オンライン上で課題を出し、時間内にその課

題を仕上げてオンライン上で提出という流れ

です。自粛期間中、生徒は自宅にいるので、

各自の生活を改めて振り返ってみることをメ

インに課題を作りました。コロナ以前は、と

もすればこちらからの一方的な授業になりが

ちだったのが、オンライン授業になり、写真

を撮ったり調べ物をしたりと、能動的に取り

組む課題が増え、自分のペースで積極的に課

題に取り組めたという好意的な意見が多く、

こちらとしてもほっとしました。

オンライン授業を行う上で、特に気を付け

たことは、①できるだけ速やかに提出された課

題にコメントを書き返却すること、②クラスメ

イトに会えない状況でも、お互いの意見を共有

でき、自分一人ではないということを確認でき

る環境を提供することの２点です。自宅でのオ

ンライン授業が始まった頃は、生徒、教員とも

に緊張感や不安がありました。しかし、課題内

容を工夫したり、返却時にいつもより少しオー

バーにコメントしてみたり、提出された課題を

オンライン上でクラスメイト同士が閲覧できる

ようにするなど試行錯誤を続け、少しずつ信頼

関係を築くことができたと思っています。

授業をする上で、お互いの信頼関係は必須

です。信頼関係を作るためには、コミュニケー

ションが欠かせません。簡単なコメントでも

それがあるだけで、次の向こうからのコメン

トが違ってきます。それに対してまたさらに

コメントを重ねていくと、積み重ねができ

て、良好な関係で次のステップに進めます。

７月に入りやっと対面授業が始まり、やれ

やれと思う反面、マスクで顔を覆っているこ

とで表情が読み取れないことに想像以上のや

りにくさを感じていますが、オンライン授業

での経験を活かし、より良い授業を展開でき

ればと思っています。

２、大人世代に足りないもの

生徒には、大人になっても、自分で情報収

集をし、考えて行動できるようになってほし

いと伝えています。自分の生活の問題点を見

つけ、改善案を考え実践していこうと。私も

今まで数十年にわたって、自分なりに情報を

集め、考え、できる範囲で行動に移してきた

つもりです。しかし結果として、そのやり方

だけでは何も変化を起こすことはできなかっ

たのではないかと思っています。社会環境、

自然環境の変化は想像以上に急激でした。高

校生と話していると「今まで大人は何をして

きたの ?」「この状況を若い世代に丸投げする

つもり ?」というような反応があることがあ

り、申し訳なくやりきれない気持ちになりま

す。私たちの世代に足りなかったもの、次の

世代に必要なものは何なのだろう。自分ので
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きる範囲で生活を改善していくだけでは、社

会を変えられないのであれば、周囲の人たち

と協働する力をつけることで、個人の変化が

増幅して広がる可能性があるのではないか。

協働に必要なコミュニケーションスキルを、

一部の人だけでなく、今を生きるすべての人

の必須のスキルとして、学校教育の中で学ぶ

機会を作ることが大切なのではないかと思う

ようになっています。

３、コミュニケーションスキル

授業のグループワークでも、地域の身近な

問題解決の場でも、話し合いをスムーズにする

ためのスキルがあると思います。友達をたく

さん作って、みんなと仲良くするための社交

性ではなく、課題解決のために議論のテーブ

ルについて、スムーズに議論に参加するため

に必要なスキルです。それを誰もが使える方

法として身につけるには、状況に応じて方法

を変えてみたり、繰り返し訓練し、たくさん

経験を積むことが大切だと思います。身構え

ないで、だれでも議論に参加できるように全

員が慣れるということです。もちろん、人に

は得手不得手があります。全員が政治に絡むよ

うな議論ができる必要はありませんが、ママ友

同士で子育ての助け合いをする時、家族の介護

を話し合う場、仕事上の話し合いなど、それぞ

れの置かれた状況で、多くの人が問題解決のた

めの話し合いをスムーズにできるスキルがあれ

ば、協働が生まれやすくなり、社会の何かが変

わっていくきっかけになるのではないかと思う

のです。そのためにも、授業の中で問題につい

て個人で考え、グループで考えを発表して共有、

個人で考えをまとめるといったような作業の繰

り返しが大切になると思っています。

４、情報収集スキル

新聞を一人に一冊配布して、各自が配られ

た新聞から、生活に関する興味のある記事を

探して要約し、グループ内で発表をするとい

う授業をすることがありました。1 時間、新聞

を自由に読んでもらうのが一番の目的でした

が、生徒たちはこちらが思っていたよりも楽

しそうに作業をしていました。「普段は新聞を

読まないので良い経験になった。」「知らない

ことばかりが書いてあり、驚いた」など、興

味を持ったという感想が多くありました。

今の高校生の多くは、日常的に新聞を読む

習慣は少なく、日々のニュースはスマホのネッ

トニュースでチェックしていると言います。

もうテレビニュースでもありません。ネット

ニュースは、その人の興味のある分野に偏っ

てニュースが送られてきます。検索の少ない

分野の関連ニュースは送られてきません。気

が付いていないだけで、生徒が持っている情

報は驚くほど偏っていると思います。また、

その送られてくる情報を批判的に受け止める

必要性についても、しっかりと伝えていく必

要があります。新聞の読み比べをし発表しあ

うことで、同じ事件や出来事でも、新聞社や

記者によって意見の違いがあることがわかり

ます。世界中の有益な情報も簡単に手に入る

時代ですが、そのリスクについても改めて学

んでおかなければならないと思います。

５、最後に

今の高校生たちは物心ついた時からボラン

ティアや地域社会活動に参加することを勧めら

れ、実践してきた世代です。彼らには、様々な

種としてこの社会に落ち、あちこちで花を咲か

せてほしい。それが集まったら大きな花畑にな

る。そして種が発芽するために必要な良い土や

水を用意して待つのは大人の仕事です。年を重

ね失敗も含めた経験を積み重ねてきた私たち大

人にも、ただ、日々を何となく過ごすのではな

く、いろいろな学びが必要だと思います。人生

100 年時代、私もまだまだこれからです。高校

生と一緒に試行錯誤の毎日が待っています。



建設的な提案が市民力を上げる

吉澤　武彦　(よしざわ　たけひこ／一般社団法人日本カーシェアリング協会　代表理事)

9

今回私に市民力について執筆の依頼をいた

だいたのは、おそらく私が東日本震災後に被

災地である石巻で始めた寄付で集めた車を活

用した支え合いの仕組みを、大学や企業や行

政などと連携しながら作りあげていった経験

があるからだと理解しています。

市民力とは市民が社会へ与える影響力のこ

とだと思うのですが、そういう意味では私が

行っていることは、一つの市民活動が大学や企

業や行政を多少なりとも動かしたといえるのか

もしれません。限られた原稿の中でですが、私

なりのやり方をお伝えさせていただきます。

私が意識していることは 1 つだけです。

「建設的な提案をする」

無理なことは言いません。お願いもあまり

しません。私がするのは、協力してもらいた

い相手にとって有益であり、相手が無理なく

実行できる提案をしているだけです。提案し

た内容が本当に有益で実行しやすいものだっ

たら、人や組織は動くのです。

例えば、私たちは地元の石巻専修大学の自動

車工学を学んでいる学生たちに授業の一環で、

私たちの車の点検やタイヤ交換を年 2 回無料

で行っていただいてます。私たちにとっては無

料で点検やタイヤ交換を行ってもらえるので大

変助かります。しかし、実は大学にとっても学

生たちが普段学んでいることを実践する場とな

り、地元の報道機関にも取り上げていただくな

どしてPRの機会にもなっているのです。もし、

これが本格的な整備をコンスタントにお願いし

たいとなるとできないでしょう。しかし年に 2

回、カー用品の交換を中心に実施するとなると

大学側も授業の中で安心して行えるのです。

この大学とのタイアップの際、交換いただ

くタイヤやオイル等のカー用品はメーカーから

無料で協賛いただいています。これは、それぞ

れのメーカーが自社商品を使った自社らしい社

会貢献の方法を模索している中で、その機会と

して提案したことからこの協力体制が実現しま

した。アウトレットの商品がある場合はそれを

使用いただいたりしています。要するに無理の

ない範囲で協力いただいているのです。

行政との連携についてもご紹介します。石

巻市では地域から車を使った支え合いのニー

ズが上がってくると、私たちを専門家として

地域に派遣しサポートする体制ができていま

す。これは、住民主体の助け合いを進めよう

としている石巻市の政策に合致し、効果が確

認できたため、そうした連携が始まったので

す。但しこの連携の形を作るのに 2 年の歳月

を要しています。行政には行政のペースがあ

り、それを見越して無理なくじっくり共に進

める姿勢を持つことで実現できたのです。

社会に影響を与えるためには特に行政・企

業・政治・マスコミの特性をきちんと把握し

ておいた方がよいでしょう。そうした機関へ

建設的な提案をきっちり行っていけば、たと

え個人であったとしても社会に少しずつ変化

を与えることができるようになります。

市民活動とは、仲間を募って募金をしたり、

ボランティアをしたりというイメージをもつ

方も多いかと思います。そうした活動もよい

と思いますが、本当の意味で市民が力を持つ

にはそれだけでは難しいと思います。適切な

機関に対して建設的な提案を堂々と行い、社

会を具体的に良い方向に導くことができる市

民を一人でも多く作ることこそが、市民力を

上げるためには重要だと思います。



「解決者」としての当事者性

村上　悟　( むらかみ　さとる／特定非営利活動法人碧いびわ湖　代表理事 )

私が滋賀で生を受けたのが 1976 年。その翌

年に琵琶湖で赤潮が起き、せっけん運動が展開

された。43 歳となった私は今、その運動を原

点とする NPO 碧いびわ湖（旧滋賀県環境生活

協同組合）の代表をしている。子育て世代の仲

間と対話を重ね、力を合わせて、未来も安心な

暮らしと、地域社会を滋賀で育んでいる。

今回は、市民の力をいかに高めるか―社会

課題を一人の当事者として捉え、他者と協力

して行動する人々をいかに増やすか―につい

て考えた。

人々の ” 当事者 ” 意識を考えるときに思い

出すものがある。それは私が通っていた滋賀

県立大学環境科学部の、とある先生の研究

室のドアに貼られていた一枚のステッカー。

魚の形にデザインされた文字で ”You’re the 
solution to water pollution.”（あなたは水質汚染

の解決策）と記されていた。You’re the “cause”
（原因）でもなく、“ victim”（被害者）でもなく、

“ solution”（解決策）だと。

このフレーズが今でも思い出されるのはお

そらく、自身の「原因者（加害者）」としての

当事者性や、「被害者」としての当事者性より

も、「解決者」としての当事者性を呼び覚まし、

勇気づけてくれたからではないかと思う。

振り返れば、私が市民活動を始められたの

も、今も継続できているのも、いつも身近に、

「解決者」としての当事者性を呼び覚ましてく

れる人々の存在があるからだと思う。

私にとってその最初の一人は、父だった。

学校の教員としても、自然保護や環境教育の

活動家としても、集落の一員としても、社会

的な課題を直視し、他者と協力しあって課題

解決をしていた。また私の活動も応援し、失

敗も見守り、時に助言をくれた。

その後も、高校で出会った親友、大学で活

動を共にした仲間、市民セクターの諸先輩方、

活動や事業をともにしてきた仲間や同僚たち

が、手本を示し、実践を共にし、助言を与え

てくれたことで、私は「解決者」としての自

覚と成長を得ることができたと思う。

今、様々な社会的な課題や危機がある中で

さえ、その事実を直視していない人々が多い

ように感じる。それは、その人々が危機を感

じていないからではなく、自分が社会課題の

解決に資した経験が乏しいからではないかと

思う。「解決者」としての当事者感覚が乏しい

から、知ろうとしないのではないか、と。だ

から「解決者」となる経験をし、当事者意識

が高まれば、積極的になっていくと思う。

近年、バスフィッシャーの有志の方々が琵琶

湖岸の清掃活動を積極的に行っている。私は当

初、外来種や釣りゴミの免罪符的なパフォーマ

ンスではないかと懐疑的に見ていた。しかし実

際にその方々と出会い活動を共にして、本当に

琵琶湖が好きで、琵琶湖に恩返ししたいという

純粋な気持ちから活動されていることがわかっ

た。この冬には知り合いのバードウォッチャー

にも声をかけ、彼らの清掃活動に参加して野鳥

観察を共にして、同じ琵琶湖を愛する者同士と

しての相互理解と信頼を育むこともできた。

この地球上に生きる誰もが、社会的な課題

の原因（加害者）でもあり、被害者でもあるが、

同時に「解決者」としての当事者でもあり得る。

その視点で「わたし」と「あなた」を見つめ

直し、関わり直すことから、互いの可能性を

呼び覚まし合い、新たな協力と信頼を育んで

いけるのではないかと、私は今、考えている。
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静かに広がる『価値観』のシフト

園田　由未子　( そのだ　ゆみこ／ NPO 法人愛のまちエコ倶楽部 )

持続可能な社会をめざす、資源循環の取組

み『菜の花プロジェクト』。滋賀県東近江市の

田園地域でその実践を柱に活動しているのが

『ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部』だ。環境教

育やグリーンツーリズム、新規就農や移住支

援、農家民泊の事務局など年々活動が幅広く

なっている中、3 年前から事務局長を担うこ

とになった。1981 年千葉県生まれ。バブル崩

壊 10 歳。アメリカ同時多発テロ事件 20 歳、

福島原子力発電所事故 30 歳。来年の 40 歳を

前にして、このコロナ禍…という世代。

14 年という間、私が熱量を持ってこの仕事

に取り組めてきた源泉は、ザックリ２つ。

1 つは、まさにこの地域の人々の『市民力』。

・�40年の間、廃食油のせっけんづくりを地道

に続けているお母ちゃんたち

・�早期退職し、農家レストランで地域のため

にエプロンをしめる元市役所課長

・�里山保全に関わって、ついには薪屋さんに

なってしまった人

・�ブルーベリー摘み取り体験の受入れから始ま

り、農家民泊を開業した元町長さんご夫婦

文字数が限られているので、挙げきれない

が、その他本当にたくさんの”地域の偉人”た
ちが存在する。それぞれの実践に、更に関わ

る人の裾野が広がり、それが『まちを創って

いく』。その土台が次の『市民力』を生み出

しているのだ。私もその流れの中の一人とし

て実感を持てるのが大きな原動力になってい

るし、最近は次の世代にバトンをつないでい

かねば！という思いも強い。

2 つ目は、社会の価値観が変わってきてい

る実感。事務局は 6 人中 5 人が 20 代～ 30 代。

最近立て続けに若手の入社があったが、モノ

ではない豊かさや、人や自然との『共生』を

大切にしたいという価値観は共有している。

気負わず自然体で、「だって、その方が素敵で

しょ？」というスタンスが特徴だと思う。

新規就農や移住支援事業でも感じる。この

10 年で支援してきたのは 30 ～ 40 代の方が多

く、公務員からブドウ農家、警察官からメロ

ン農家、コンサル会社から豆農家などなど。

経済的な価値観では当然あり得ない。空き家

の案内をしていても、「井戸水が出るの？最高

ですね」「循環の暮らし、良いですよね」と普

通に会話できる。（以前は循環の説明が必要

だった）最近は、雑誌でも『ローカル』志向

やシンプルな『暮らし』といったテーマが増

えたが、これらの志向は、持続可能な暮らし

づくりととても親和性が高いと思う。全国的

にも、そうした事例は無数に生まれてきてい

るし、共感する人は確実に増えている。

農家民泊事業からも感じられることがあ

る。国内・国外からの修学旅行で、昨年度は

約 1,450 人がこの地域の民泊を利用。寺や観

光地ではなく、滋賀の田舎で民泊を選ぶのは

何故か。子どもたちに体験させたいのは、人

と人との交流、農村に残る自然や文化、食の

現場など。裏を返せば、哀しいかな日常にそ

ういったものが失われつつある現れなのだ

が、先生や親たちの価値観の変化とも取れる。

『菜の花プロジェクト』自体が実践をもと

に社会を変えていこうという運動。たくさん

の人々が『価値観』や『暮らし』をシフトし

ていけば、オセロを返すように社会に変化を

もたらすことができると思っている。多様な

形で、このシフトを実践する『市民力』の裾

野は、今静かに広がっていると信じている。

11



参考

「市民力」を活かし、「市民参加」を支える様々な公文書

6 月号で市民力・地域力の強化が必要という趣旨の「風」を書きました。それは、気候変動による

災害が毎年のように各地で頻発することに加え、新型コロナの感染拡大が続く中で、一人一人の生命・

財産にかかわる問題を政治や行政だけに任せておいてはいけないし、文句や不満を言うだけでもいけ

ない、一人一人が自分事として考え、知り、判断し、行動することが大切だと思うからです。そこで

今月号では「市民力」を特集し、様々な方に書いていただきましたが、ここでは、市民力やそれを生

かすことの大切さを後押しする条約や法令を紹介します。

【国際法】

〇 �1992 年 6 月にリオで開催された「国連環境・開発会議」（地球サミット）において全会一致で採択

された「リオ宣言」の第 10 原則

���� 『�環境問題は、それぞれのレベルで、関心のあるすべての市民が参加することにより最も適切に扱われ

る。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有して

いる環境関連情報を適切に入手し、そして、意思決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。

各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加を促進し、かつ奨励しなくてはなら

ない。賠償、救済を含む手法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与えられなければならない。』

この第 10 原則を無視しなかったのはヨーロッパ諸国で、EU 委員会のイニシアチブにより、この原

則を条約化する努力を開始し、1998 年にデンマークのオーフスで開催された国際会議で、「オーフス

条約」と呼ばれる「環境問題における情報アクセス、意思決定への市民参加及び司法へのアクセスに

関する条約」を採択し、2001 年に発効しました。

〇�「オーフス条約」（正式名称：環境問題における情報アクセス、意思決定への市民参加及び司法への

アクセスに関する条約」）の第 1�条�目的

� 『�現在及び将来の世代のすべての人々が、健康と福利に適した環境のもとで生きる権利の 保護に貢献す

るため、締約国はこの条約の規定にしたがって、環境に関する、情報への アクセス、意思決定におけ

る公衆参画、司法へのアクセスへの権利を保証する。』

環境情報へのアクセス権として、行政が持っている情報はもとより、電力、鉄道等の公益事業者が持っ

ている情報公開を義務づけています。また環境に関する政策決定への参加権では、環境に重大な影響

を及ぼす可能性のある立法、上位計画 ―プログラム、個別の許認可にあたっての参加制度の構築を求

めており、これにより市民の参加は権利として明文化されています。さらに、司法へのアクセス権では、

環境法違反の行為について訴訟ができることも明記されています。なおこれに関して、会報（2011 年

9 月号）で、大久保規子大阪大学大学院教授が「オーフス条約で民主主義を根付かせる」と題して解説

しています。
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【国内法】

〇環境基本法（1993 年）

　第 25 条（環境の保全に関する教育、学習等）で、国民の理解を深め、活動意欲を促進するに必要な

措置を講じることや、第 26 条（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置）、第 27 条（情報の

提供）、第 34 条（地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置）などが明記されて

いますが、リオ宣言第 10 原則に沿ったものとは言い難い内容です。

〇環境基本計画（1994 年）

　環境基本法を受け、第一次環境基本計画（1994 年）では、循環・共生・参加・国際的取組が長期的

目的とされ、参加については、環境教育が位置付けられています。また第三次計画（2006 年）では、

参加については、「国民が自発的に環境保全のために行動できるとともに環境に影響を与える行政機関

などの意思決定に適切に参加できることが重要である」とされています。そして第五次計画（2018 年）

では、パートナシップの充実・強化として、「民間団体には、自ら具体的な環境保全活動を行う、行政、

事業者、個人など各主体の取組を評価する、専門的な情報をわかりやすく国民に伝達するなど各主体

の情報の橋渡しを行う、自らの専門的能力を活かした提言を行うことなどか期待される」と書かれて

います。また国民には、「環境保全の為の自主的積極的な行動とともに、政策形成過程の機会に積極的

に参加することが期待される」と書かれています。

　しかし、いずれもリオ宣言第 10 原則やオーフス条約に書かれているような、明確に市民の参加の権

利を定める内容とはなっていないのが日本の現状です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：藤村）

環文ミニセミナーのお知らせ

　「会報は、とてもいい記事が多いが、なかなか難しくて全部読むのは大変」。そんな声を以前から

聞いていましたが、よい解決策がなかなか見当たりませんでした。しかし、コロナ禍で、ZOOM
という安価で便利なコミュニケーションツールがあるのを知り、これを活用して、会報の内容を

できるだけ多くの方に知って頂く機会にしたいと思い企画したのが、この「環文ミニセミナー」

です。毎月 2 回程度、その前に書かれた記事について、執筆者にお話しして頂くものです。時間

は 1 時間程度、「会報を読む時間はなかなか取れないけれど、概要を知りたい」という方、より深

く知りたいという方は是非ご活用ください。

　※各回のテーマについては、会報最終ページでお知らせいたします。

　・��参加ご希望の方は、各回開催 2日前までに、事務局へメールでご連絡下さい。

���　開催前日までに Zoom の URL 等の案内をお送りします。

　・参加には、マイク・スピーカー機能のついた PCもしくはスマホ、

　　タブレットが必要です。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：info@kanbun.org
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）尾利出・松倉
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地域だより
避難と未来の選択

手塚　智子 　( てづか　ともこ／鳥取市在住 )

14　環境と文明　2020 年 9 月号

この号が届く頃、酷暑は過ぎ、台風の進路

に気をもんでいるかもしれませんね。鳥取市

内には千代川やその支流が流れています。大

正期の記録では、6、7 年ごとに大水害が流域

を襲い、甚大な被害をもたらしたそうです。

鳥取という地名は、湿地帯だった鳥取平野で

鳥などを狩猟していた人々に由来するのだそ

う。治水は進みましたが、地形が劇的に変わっ

たわけではなく、市街地～鳥取城址周辺に水

害時の避難所はほとんどありません。いざと

なったらうちは垂直避難だねと話しています。

そんなわが家の最近のブームは、毎週日曜

日に放映中の「未来少年コナン」。1970 年代

に制作された SF アニメです。物語は 2008 年、

“ 超磁力兵器 ” を用いた最終戦争が地殻の大変

動を引き起こし、地震や大津波が襲い大陸と

文明のほとんどが水没するシーンから始まり

ます。それから 20 年、生き残った人々はわ

ずかな陸地で暮らしています。コナンは残さ

れ島で生まれ育った超パワフル自然児。ハイ

ハーバー島では、住民が力を合わせて農業や

畜産などを営むなか諍いも起きます。科学都

市インダストリアでは、巨大エネルギー技術

の利用拠点だった三角塔を中心に、圧政が敷

かれています。大都市のゴミ捨て場だったプ

ラスチップ島でプラスチックを回収し、エネ

ルギー、食べ物を得ています。この巨大エネ

ルギー技術を手に入れて世界征服を企む人物

との攻防や、破滅的な結果を生んだ同技術の

開発者、権力や不条理なシステムにあらがい

結束し、望む暮らしを自ら創ろうとする若者

の姿も描かれていきます。

この話、ちょっと強引に置き換えると、巨

大技術は原発、社会の姿は化石エネルギー依存

文明にみえませんか？いずれも便益をもたらす

一方で、人の手では収拾がつかない結果を、福

島第一原発事故、気候危機という形で生んでい

ます。私たちは、インダストリアかハイハーバー

かの二項対立を超えられるでしょうか。

いま、気候危機や民主主義の危機に対し、

世界中の人々が声をあげ、対話を始めていま

す。フランスでは、くじ引きで選ばれた市民

150 名による「気候市民会議」が、憲法改正

を含む提案をまとめたそうです。オーストリ

アでは、コロナ禍の中、6 月末に 8 日間で 38
万筆の署名を集め（必要数 10 万筆）、気候保

全権や CO2 バジェットを法律に位置づけるこ

となどを国民請願し、議会で検討が始まるよ

うです。同国では 1978 年、国民投票の結果、

完成していた原発の稼働が僅差で否認され、

翌年、脱原子力法が制定されています。

いま鳥取県西部でも住民投票の実現をめざ

しています。島根原発から 30km 圏の境港市、

米子市は、3.11 後に避難計画策定が義務づけ

られました。新設の島根原発 3 号機は、稼働

すると日本で最後まで動く原発になるかも…。

住民投票は、賛成か反対の二項対立という

より、どんな未来を選びたいか各々が考え、

対話し意思を示すチャンスであり、民主主義

のツールだと思います。3.11 以降、原発稼働

の是非をめぐり、東京都、大阪市、静岡県、

昨年は宮城県、先日には茨城県で住民投票条

例制定の直接請求が行われました。ただ、い

ずれも議会が否決し投票は行われていません。

気候危機や原発について、声を上げる当事

者が、若者をはじめ日本でも増えています。

政治は対話の扉を開くでしょうか。まず足元

から、コナンの不屈のパワーにあやかりなが

ら、私も住民投票の実現を県域で応援してい

ます。



スタッフ便り～いつもと違った今年の夏～
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新型コロナが世の中の動きを変えていま

す。一向に先が見通せず、社会全体に更に大

きな影響を及ぼしていくと思います。この新

型コロナ禍に加え、この夏も猛暑が続いてい

ます。高齢者としての自覚があまりない私で

すが、医療に負担を掛けさせないためにも、

とにかく自己管理の徹底と外出自粛を行うし

かありません。今年の夏は、子供達に会う事

も無く、以前のような温泉や古城や旧街道歩

きなどを目的にした旅もせず、昔からの集ま

りも全て中止か延期となり、太極拳や地域の

緑地作業や援農クラブへの参加も殆ど控えて

おり、人に接する機会が大幅に減りました。

自宅にいる事が多くなり断捨離を始めた結

果、居心地が改善したようです。今まで縁の

なかったタブレットで NHK ラジオの聞き逃

し放送を聴いたり、以前から興味のあった日

本書紀神話を学んだり、離島で感染症と闘っ

た医師を題材にした歴史小説などを読んだり

しながら、自分なりの生活リズムを探そうと

している今年の夏です。　　　　　( 迎俊郎 )

7 月の長雨には参った。庭の雑草取りがで

きず、伸び放題。日照不足のためか、あちこ

ちでうどんこ病が発生し、ゴーヤも実りが悪

く、散々だった。なぜかパッションフルーツ

だけは例年にない勢いで葉が茂り、沢山の実

をつけた。ハイビスカスやパキラなどの暑さ

に強い植物たちも元気で、「よしよし、今年

も暑くてよかったね」という感じ。毎年のこ

とだが、一番の難物はドクダミ、そして今年

はミントと紫蘇も、庭一面に緑の波のように

なっている。たしか 6 月にだいぶ抜いたは

ずなのに、8 月の頭には、以前にも増して元

気になっているのだ。植物の生命力に感心し

きりである。

さて、今夏いつもと違うといえば、6 ヶ月

の孫の襲来である。ベビーカーに乗せられて

やってくる。雨だから今日は来ないだろうと

タカをくくっていると、ベビーカーにビニー

ルカバーかけたり抱っこひもなど、新兵器を

繰り出してくるので油断がならない。来れば

ニコニコしてくれるので、つい「またおいで」

などと言わせる魔力を持ったお殿様に振り回

された夏でした。　　　　　（尾利出あおい）

去年の夏は、土日は鉄道会社のスタンプラ

リーで過ごし、お盆には静岡に帰省しました

が、今年の夏は、電車に乗る代わりにプラレー

ル ( 電車のおもちゃ ) を増設、帰省の代わり

にオンライン帰省となりました。

初めて PC での通話を試した時は、息子 (3

歳 ) は画面をみてニヤニヤしているものの、

ほとんど喋らず、話しかけられても頷くだ

け。父 ( 元教員 ) 曰く、「男の子は ( 新しい状

況で ) 急には喋らない」と。そういうわけで

二度目は、母が動物の指人形を準備してお

り、父は画面越しにフルート演奏。私もその

日の午前中に公園で撮影した写真を画面に映

し、「今日どこに行ったか、じぃじとばぁば

に教えてあげて」と誘導。作戦が功を奏し、

息子はだいぶ喋ってくれました。まだしばら

く帰省は難しそうですので、今後も有効活用

したいと思います。　　　　　　（松倉奏江）
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今月のテーマ：市民力
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　危機の向こうの希望……………………………加藤三郎 1
〔ながれ〕

　現在の市民力をどう理解するか…………………山岡義典 3
 ドイツの市民力の源泉……………………………河内聰雄 5
教育現場から考える市民力…………………浜野さやか 7
建設的な提案が市民力を上げる………………吉澤武彦 9

　「解決者」という当事者性……………………村上悟 10
静かに広がる『価値観』のシフト…………園田由未子 11
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避難と未来の選択………………………………手塚智子 14
〔スタッフ便り〕……………………………………………15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2020 年 8 月）

8 月   1 日 倫理部会 ( オンライン )
8 月   4 日 環境省中央環境審議会地球環境部会

　　　　　( オンライン ) に藤村代表参加
8 月 13 日 グリーン連合幹事会 ( オンライン ) に

　　　　　藤村代表参加
8 月 29 日 倫理部会 ( オンライン )

●環文ミニセミナー

日時　第 2 回： 9 月 18 日 ( 金 )　16:00 ～ 17:00
           第 3 回： 10 月 2 日 ( 金 )　16:00 ～ 17:00
　※オンラインにて開催

●環境倫理部会

日時　2020 年 9 月 26 日 ( 土 )   13:30 ～ 15:30
　※オンラインにて開催

●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 9 月号
2020 年 9 月 15 日発行
第 28 巻　第 9 号　通巻 324 号

目次 (28 巻 9 号 )

 ★環文ミニセミナー開講のお知らせ
オンライン（zoom）による「環文ミニセミナー」を毎
月原則として第 1、第 3 金曜日 16 時より開催します。
今後の日程とテーマは以下の通りです。

第２回　９月１８日 ( 金 )「リニア新幹線の問題点」　　

　　　　　講師　加藤 三郎（当会顧問）

第３回　１０月２日 ( 金 )「EU の市民力（仮）」　　

　　　　　講師　大久保 規子（大阪大学教授）

※参加をご希望の方は、各回の開催 2 日前までに、事
務局へメールでご連絡ください。開催前日までに Zoom
の URL 等の案内をお送りします。
※参加にはマイク・スピーカー機能のついた PC もしく
はスマホ、タブレットが必要です。

■コロナ対策で、4 月から車で通勤開始。ポイントは年齢

層の高い事務局にコロナを持ち込まないこと。高速を使っ

ても片道 1 時間はかかるが、混雑した横浜駅を経由して行

き来するよりは安心だ。一応エコカーとはいえ、ひとりで
CO2 を排出しての移動にはちょっと抵抗感があり、週 3 回

出勤を週 2 回出勤＋テレワークにしてもらっている。所長

も週 2 回出勤なので、周りに助けてもらいつつも、所長の

新著サポートはなんとかできたかな。4 月の第三京浜はほ

とんど車がなかったが、緊急事態宣言の解除後は次第に増

え、今では元通りなのでは。結構なスピードで追い抜いて

いく車にびびりつつ、ナビ様のおかげで無事に事務局に辿

りつくとほっとする。電車と違い車では本が読めないので、

代わりにカーラジオ。今のところ、朝は TBS の「森本毅

郎スタンバイ」、その後は NHK FM あたりを。帰りは特に

面白いと思う番組がみつかっていないので InterFM や FM
横浜くらい。夕方 5 時台にお薦めの番組があったら教えて

ください。しかし、いつまでこれが続くのだろうか…。（O）

■長い梅雨が明けたと思ったら、猛暑日、熱帯夜の連続。
CO2 が気になるもののさすがにクーラーなしでは生活で

きない毎日です。コロナも重なり本当に大変な時代です

が、夏の暑さはますます強烈になることを思うと、本当

にこの先が思いやられます。／机の位置によって温度差

があるエアコン。特に今年は換気にも留意しなければな

らず調節が大変。でも困った時には知恵が湧く。段ボー

ルと紐を使って、風量調整に見事成功。こんな一工夫も

楽しいものです。／帰宅時、帽子をかぶろうとした瞬間、

小銭をばらまいてしまった所長。いつものことながら本

当に手がかかります。「それでよくあんな本が書けますね」

と言うと、「だから書けるんじゃ！」と。確かにどこかが

抜けててどこかが優れてて。これもバランスでしょうか。

ちなみに「いい本」とは本人には言いませんでしたが、

官僚と NPO の経験を踏まえた、本好き・歴史好き、勉強

家の所長ならではの本です。（少々褒めすぎ？）近々出版

ですので、是非手に取ってみて下さい。それで私たち

の長年の期待も叶うかもしれません。（コ）
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