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これで社会変革ができるのか

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

安倍総理の突然の退陣。次政権にわずかな

期待をしたが、中途半端な党員投票と従来型

の派閥主導の選挙戦、まさに「熟議なき政権」

を地で行く方法であっさりと後任が決まった。

一方環境省は、気候危機の時代やコロナも

見据え、今後の環境省のあるべき姿の明確化

と未来への新たな挑戦による「社会変革のた

めの環境省改革」を目的とし、1月に小泉環
境大臣直属の「選択と集中」実行本部を設置、

8月にそのとりまとめを発表した。政治全体、
環境政策の停滞が言われる中で、未来創成型

官庁として社会変革を進め機動的組織にする

こと自体はとてもいいことだと思うが、その

内容には気になる点がいくつかある。

その中で最も気になるのは、私たち NGO/
NPOを含む市民社会との連携については殆ど
触れられず内向きの改革案に思える点だ。例え

ば、国民から与えられる資源は有限なため組織

を挙げて人材育成に取り組むことや、職員の成

長には役所外の様々なステークホルダーとの対

話・議論、現場のリアルな感覚に触れることが

重要としながら、そこで触れられているのは民

間企業や業界団体との連携だけであり、生活の

現場で活動し、特定の利害にとらわれず、様々

な経験・専門性を持つ NGO/NPOとの連携につ
いては殆ど触れられていない。

実際、就任以来度々メディアに登場し海外

発信にも熱心な小泉大臣だが、その口から「市

民社会」という言葉を聞いたことはない。ま

たこれまで新大臣就任時に行われていたグ

リーン連合との意見交換も「若者グループと

一緒なら」という条件付きでの合同面談のみ。

さらに、グリーン連合と環境省との意見交換

会の際、大久保規子大阪大学教授が、欧州で

は環境団体は経済・労働団体同様、環境政策

の鍵を握るパートナーと位置付けられ、環境

利益の代表者として、情報の収集・発信、政

府との政策協議、政策の実施や評価、広報・

アドボカシー活動など多様な活動を担うと

いった公益性により様々な公的助成がある旨

紹介した折にも、環境省幹部からそれに呼応

する意見は出なかった。その後行われた若手

職員との対話では NGO/NPOの活動を初めて
知ったという職員も多かった。大臣も幹部も
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若手職員も、NGO/NPOの役割や連携の重要性
に対する認識が希薄な中で作成された改革案

にNGO/NPOが登場しなかったのも、残念だが、
国の環境行政の実態である。

しかし、この姿勢は国際的な流れや国際法

に逆らうものではないかと思う。地球サミット

（1992年開催）で採択された「リオ宣言」を日
本も承認しているが、その第 10原則には、『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、意思

決定過程に参加する機会を有しなくてはならな

い。（後述略、会報 9月号参照）』と書かれてい
る。また SDGs目標 16では参加原則の普遍化
も求められている。

しかし、例えば、昨年行われたパリ協定長期

成長戦略懇談会の議事録が黒塗りで非開示とさ

れたり、政策決定過程への NGO/NPOの参加は
限定的かつ形式的で実質的な議論の場となって

いないのが現状だ。以前にも書いたが私自身中

環審の地球環境部会の臨時委員だが、いつも 3
分程度の意見表明の時間だけで、委員同士、環

境省との議論などはほぼ皆無である。

その上、今回の改革案では、こうした審議

会を可能な限りWeb会議とするとされており、
議論の余地がますます狭められることが予想

される。その程度の役割しか期待されていな

い “ 審議なき審議会 ” であるならば、いっそ

審議会制度の廃止も考えていいのではないか

と思うが、そうなると、リオ宣言第 10原則や
SDGsからも益々遠ざかることになる。
気候変動やエネルギー、化学物質やごみ問

題などはすべて私たちの暮らしに密接な問題で

あり、その影響をもろに受けるのも私たち市民。

だからこそ、前述の第 10原則の冒頭に、市民
参加の重要性が明記されている。にもかかわら

ず、今回の改革案にはその姿勢が見えず、一体、

誰と共に、これからの気候危機の時代を乗り切

ろうと考えているのか不思議である。

加藤顧問は今回の著書『危機の向こうの希

望』で、現在の日本政治、特に環境・エネルギー

分野は、市民の実質的参加を欠いた「片肺飛行」

状態であり、リオ宣言やオーフス条約により確

立された原則や国際的慣行に即しておらず、そ

れが問題にすらなっていないと指摘した。その

上で、現在の環境問題を解決し持続可能な社会

を構築するには市民力、具体的には NGO/NPO
の力量を高める必要性を強調している。ちなみ

に EUでは、リオ宣言を条約化した「オーフス
条約」を採択し 2001年に発効したが、日本は
いまだにこの条約に批准さえしていない。

10年ほど前、私は『我が国の環境政策形成
過程への環境 NPOの参加の有効性と制度化に
関する研究』と題する学位論文を書いた。そ

の中で「環境政策形成への環境 NPOの参加
は、地球温暖化など大きな社会変革を伴う課

題に対し、組織としての専門性、特定利害に

とらわれない独立性、発想の自由さなど環境

NPOが持つ特性が解決と変革に有効。また政
策の選択肢を広げ政策形成過程の透明性を高

め、環境 NPOの能力向上と市民社会構築を
促す。さらに、市民の民主主義教育の場とし

ても有効」と述べた。しかし、10年経っても
日本の環境政策形成過程は当時のままである。

これでは、縦割りの限界を超え、政官財の権

力構造を背景とした閉鎖的な立法過程を改善

し、多様で具体的で実効性のある環境政策の

生成と実施を期待することは困難である。

未来創成型官庁への脱皮には、まずは官僚

そして政党・政治家の内向き・閉鎖的な意識

（由らしむべし知らしむべからず）を変え、他

省庁とは異なる環境省の存在意義や使命を忘

れず、NGO/NPOなど市民社会との連携こそ
がこれからの時代に不可欠かつ世界の潮流で

あることを自覚し実践してほしい。



いつもの暮らしの持続可能な発展

西岡　秀三　( にしおか　しゅうぞう／地球環境戦略研究機関　参与 )
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持続可能な発展時代のキモ

2004年長野の地震で、山古志村から避難生
活していた小学生が、TVのインタビューに
応えて「早くいつもの暮らしに戻りたい」と

いうのを見た時、そうだこれなんだと悟った。

持続可能性のことである。今はコロナ騒動で、

政府もこれからの「新しい日常」として、二

次元画面経由の人付きあいや、5尺離れ飲み
会や、ここは俺に任せろと札束切ることを許

さぬペイペイ勘定等を推奨している。しかし、

これが「日常」になっては残り短い人生、と

ても楽しく終えられそうもない。いつもの暮

らしとは、孫にとってはマスクなしの運動会

で 2等になること、東京から駆け付けたじい
ちゃんばあちゃんにとっては、得意げな孫と

のハイタッチができ、ご褒美に少々のお札を

孫のポケットにねじ込む生活だろう。早くい

つもの暮らしに戻りたい。

そういえば、持続可能な発展とは「将来の世

代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満

足させるような開発」などと難しく定義したブ

ルントラントさんがブループラネット受賞で来

日した折、一時間ほどインタビューしたが、話

終わったとたん、帰国したら真っ先に会いに行

くのだとお孫さんの話をひとしきりして、いつ

ものおばあさんにかえっていた。

山古志村でもノルウェーでも、自分たちも

孫たちも、いつもの暮らしが続けられるとい

うのが持続可能性のキモのようである。

国民の日常生活から発想する統治

人間社会の損得勘定からくる経済乱変動や

戦争がいつもの暮らしを乱す一番の元凶である

が、人間生存基盤である自然環境の変動は、そ

うした元凶の引き金ともなって人々のいつもの

暮らしをおびやかす。持続可能な社会をつくる

には、“ いつもの暮らし ” とは何であり、どう

維持できるか、暮らしの当事者である生活者の

声が統治に反映されねばならない。

ブータン国民総幸福指標（GNH）は、幸せ
な気持ち (生活充足度 )、健康、時間利用（仕
事、睡眠）、教育。文化の多様性、統治の良さ (政
治への参加、うけられるサービス、基本的人権、

行政効率 )、生態系の多様性と強靭性、生活水
準（収入・資産・居住）の 9項目が等価の重
みづけがなされた政策チェックリストの好例

である。

幸福な生活を支える要素は並んでいるが、ど

こにも幸福の定義はないし、経済成長も書かれ

ていない。発案した第 4代国王は、「国として
経済発展は必須だが、それが究極目標でないこ

とは自明である。また『幸福』は主観的で個人

差があるから国の方針とはなりえない。むしろ

人間にとって最も大切なことは、目的に向かっ

て努力する時、そしてそれが達成された時に

誰もが感じる『充足感』を持てること」＊とし

た。5年ごとに国民 8,000人（全人口 75万人）
に数時間かけてのインタビュー調査が行われ、

その結果は国家予算配分とその成果評価に定

量的に反映される。日本でも話題になった「時

間利用」項目は家事も含む労働時間と健康維

持の睡眠時間で計測される。当初余暇時間も

あったが、それは他人がとやかく言う事では

なかろうと削除されたらしい。筆者は不覚に

もティンプーの市場で野犬に咬まれ病院で注

射を打ってもらったが、国民も旅行者もすべ

ての治療はタダ（国庫持ち）という事で、良

き危機管理統治のありがたさを実感した。
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ブータンは今、炭素中立での発展を宣言し、

GNH で裏打ちされた発展計画を真剣に考えて
いる。こんなボトムアップの視線でいつもの

暮らしに目配りされた脱炭素社会が日本でも

作れないものか。

日常の生活視点が政策に反映される社会

2019年末仏マクロン大統領は、くじ引きで
フランスの諸側面（地域、職業、年齢など）

を代表するように選ばれた 150人の生活者に
よる「国民気候会合」を開催、週末 6回を使っ
てエリゼ宮で熟議させ、移動、消費、住む、

働く、食べる、という生活目線での 149の提
言を、なんと行政専門家の指導で法案文案に

まで仕立てて提出させた。（例 : 健康配慮のた
ばこ広告にならった GHG多排出製品の広告
制限、住宅丸ごと省エネ改修推進と石炭・石

油ボイラー禁止など。）提案は 3件を除き全て、
議会での論議にかけるか、すぐできることは

行政へおろし、重要事項は国民投票にかける

ことを大統領は約束している。ほぼ同時期に

英国議会も「市民気候議会」を開催し、生活

からみた 50提案を得ている。
脱炭素社会転換には国民一人ひとりの自主的

な行動変容が不可欠である。パブコメだけで済

ます国民参加ではなく、暮らしの専門家である

生活者の熟議された意見が統治に確実に取り上

げられる仕掛けが機能している社会がほしい。

気候危機対応からの教訓を生かした社会

CO2 を出せば地球はあたたまるか？との仮

説を検証する大規模実験が人類の住処、地球

を材料として百年以上前から始まった。実験

は大成功、温度は上がりはじめ、今になって

止め方を知らずに始めたことに気づきおろお

ろしている状況である。2003年欧州で数万人
が熱中症で倒れ、2020年豪州の山火事でコア
ラが逃げまどい、日本で巨大台風が増え続け、

温度上昇を止めなければ人間も生態系もなく

なりそうというのに、UNFCCCでは削減の押

し付け合いが続いている。手探りで構築して

きた世界の温暖化危機管理システムは思った

ようには機能していない。

これまで 30年以上の対応から得られた最大
の教訓は、時には優しく時には怖い自然との

付き合いでは、仕舞い方のメドなしにやたら

に目先の経済利益を求めて行動を始めないほ

うがいいという事だ。

持続可能な世界では nature based solution が
不可欠である。すなわち自然科学的知識を人

間社会行動に結び付ける間の一貫した共同作

業力がいる。関連する科学は大きく進んだが、

いま「気候危機」までに追い込まれたのは、

正しく本質的なことをわかりやすく発信する

べき科学者と、理解して行動する側のコミュ

ニケーション不足があったからではないか。

さらに、被害を受けながら削減行動せざるを

得ない当事者である、個人、企業、地方自治

体そして次の世代の人たちに、政府が明確な

方向性を示し得なかったし、当事者も指示待

ち姿勢で自ら立ち上がらなかったからではな

いか。こうした反省を検証し、続く持続可能

な社会作りに役立ててもらいたい。

再び持続可能な発展社会へ

いずれ省エネと自然エネルギーを軸とした脱

炭素社会はできるだろうが、大切なのはハード

ウェアではなく、その上にどう充足に満ちた日

常生活が続く社会をつくるかである。人類の持

続可能な発展とは、経済成長ではない。いつも

の生活の発展を言うのである。いつもの暮らし

に戻って仲間と遊び学んだ山古志村の少年も、

今ではおじいちゃんの知恵に加えた新しい村お

こしアイデアで、村のいつもの暮らしを支える

大人になり、充足した時間を経ておじいちゃん

になる。金目勘定の経済成長ではなく、そうし

た知恵の受け継ぎと集積こそ人類の成長、持続

可能な発展であろう。そんな社会が保証される

国をこの際目指してほしいものである。

＊今枝由郎『ブータンに魅せられて』岩波新書



緑の地球を残したい

亀山　康子　(かめやま　やすこ／国立環境研究所　社会環境システム研究センター　センター長 )
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確実に変化している気候

仕事柄、気候変動の話をすることが多い

人生を歩んできました。専門家の間では 30
年以上前から指摘されてきたことですが、

人間が石炭や石油などの化石燃料を燃やし、

森林を伐採し続けることで、大気中の温室

効果ガス濃度が増え、地球の平均気温は徐々

に上昇しています。現在では、地球の平均

気温は過去と比べてすでに１℃上昇してお

り、このまま対策をとらずにおくと、２℃

を超え、３，４℃と上がっていくと予想され

ているというような話は、この会報の読者

の皆様はよくご存じでしょう。しかしなが

ら、世の中全般では、この問題は十分に深

刻に受け止められず、温室効果ガス排出量

は増加し続けています。

一方、このような学術的なうんちくを知ら

ずとも、地球がすでにおかしくなり始めてい

ることは肌で感じられるまでになってきまし

た。国内だけ見ても、超大型台風や集中豪雨

とそれに伴う洪水、浸水、斜面の崩落で、多

くの人命や家屋、橋や道路などのインフラが

失われるようになりました。この夏の猛暑で

は各地で気温の過去最高記録が更新され、一

部の生物種が大量死するまでに至りました。

国外に目を転じると、現在、米国のカリフォ

ルニア州やオレゴン州では森林火災が複数の

場所で同時に発生しており、いまだに鎮火で

きていません。異常乾燥で山林が燃えやすく

なっているところに、落雷で自然発生的に発

火することが原因となっており、もはや人間

の力で予防できない状態となっています。こ

のような大規模な火災は過去１年でもオース

トラリアやブラジル・アマゾンで生じていま

すが、これでさらに二酸化炭素が大気中に放

出されることにもなります。

抜本的な温室効果ガス削減策

このような目に見える変化に不安を感じ

る人は着実に増えています。近年話題となっ

ているスウェーデンの少女グレタさんに賛

同する人が増えていることでも、また、気

候非常事態宣言を出す自治体が増えている

ことなどでも、そのことは示されています。

しかし、それでは、どうやって、温室効

果ガス排出量を世界全体で急速に減らして

いくことができるのでしょうか。2050 年ま
でにほぼゼロにまで減らさなくてはならな

いと言われているわけですが、この目標に

確実に達成でき、かつ、皆が合意できる方

法は、今のところ存在しません。

今年、コロナ禍で世界中で移動制限が実

施されたため、二酸化炭素排出量が一時的

に下がっていることが話題になっています。

しかし、これはあくまで一時的であり、こ

のまま元の生活に戻れば排出量も以前と同

様の水準まで戻るでしょう。停滞した経済

活動を立て直すために、各国とも多額の政

府資金を様々な施策に投入しています。

その中で、欧州やカナダでは、再生可能

エネルギーの導入や IT 技術の普及など、将
来の温室効果ガス排出量の削減にも資する

経済活動に集中的に投資することで、コロ

ナ対策と気候変動対策を同時に実現しよう

としています。

米国では今年 11 月の大統領選に向けた両
候補者の選挙活動が活発になっていますが、

民主党バイデン候補は、公約として、気候
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変動対策への積極的な投資を掲げています。

「グリーン・リカバリー」あるいは「ビルド・

バック・ベター」と呼ばれるこれらの経済

対策は、将来世代に、今より良いものを残

そうという考えが基礎にあります。

温室効果ガス排出量を減らす手段とし

て、様々な技術が選択肢として挙げられて

います。その中で、原子力発電や炭素地中

貯留（CCS）、ダイレクトエアキャプチャー
（DAC）、気候工学、といった技術は、確か
に温室効果ガスの大気中濃度を減らしたり、

気温上昇幅を抑制したりする効果はあります

が、気候変動以外のリスクが懸念されていた

り、コストが高すぎたり、追加的にエネルギー

を消費しなければならなかったりといった他

の問題を抱えています。これらの技術選択に

おいては、いかなる観点から評価するのかと

いう評価基準が重要になります。

将来世代に緑の地球を残す

将来世代にどのような地球を残したいの

か。私は、この観点から、気候変動対策に関

する技術選択を評価すべきだと考えていま

す。先ほど示した様々な最新技術だけでな

く、一般的に良い気候変動対策として推奨さ

れている再生可能エネルギー普及策も、今後

どれくらい導入するのが適切かを検討する上

では、やはり、将来世代に残すべき適量の観

点からの議論が必要と考えます。極端な例

で、太陽光パネルを世界中に敷き詰めれば世

界中の電力需要は賄えると言われています

が、このような地球は魅力的でしょうか。二

酸化炭素を減らす目標は達成できても、何か

大切なものを失うような気がします。

近年しばしば耳にするようになった

Nature-based Solutions（NbS） の 概 念 が、
気候変動対策の選択においても重要と考え

ます。NbS とは、環境問題に対策を講じる

にあたり、自然や生態系が有する様々な機

能や景観など、自然の恩恵を失わないよう

配慮すべきという考え方です。この考え方

に立てば、気候変動対策においても単に温

室効果ガスの大気中濃度を減らせればよい

ということではなく、できるだけ自然の恵

みを残し、あるいは活用しながら減らす方

法を優先的に選択することになります。

既存の森林を守りつつ、さらに面積を増

やすことは、NbS の観点から高く評価され
る気候変動対策です。冒頭に述べたように、

近年世界中で森林火災が発生し、森林面積

は減少し続けています。これに対して、中

国やイギリス、エチオピアなど、植林目標

を設定し、森林面積を増やしている国が増

えています。一部の論文では、森林面積の

増加が必ずしも気温上昇抑制に効果的とは

限らないという指摘もあるようですが、森

林は、二酸化炭素を吸収し炭素を固定する

だけでなく、保水機能や生態系保全、美し

い景観など、多くの恵みを人類に与えてく

れています。これらの機能を総合的に見て、

やはり、私は自分の子供たちに緑の地球を

残したいと思うのです。

森林面積を増やそうと思っても、課題は多

く残されています。多くの場合、土地保有者

は、森林のまま残すよりも開発した方が経済

的に得であるため、保全に対する追加的な経

済的インセンティブが必要となります。肉牛

の飼育のために森林を開発しているブラジル

などでは、牛肉を輸出して得られる対価以上

のメリットを森林保全で得られなくてはなら

ないということです。また、途上国では、人

口増加に見合った食料供給のため森林から農

地への転換が進まざるを得ません。森林の価

値を理解し、緑を残すことに対して共感する

人を増やし、森林の価値を適正に評価するた

めの制度が求められます。
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還暦を過ぎた身としては、もうワクワクす

るような夢を見ることも少ないが、かつて

「トウメイ高速道路」ができると聞いた幼少

時のワクワク感は相当なものだった。透明な

チューブのような道路が空中をはい回り、高

速度の車がすっ飛んでいく未来の交通システ

ムが頭の中でうごめいたからである。

さて、夢には大中小があるだろう。大は

この社会がどのようになって行くかという

ような夢、気候危機やコロナ禍を克服して

いった先の大きな未来図である。そして、

中くらいの夢は、小さな会社の経営に携わ

る身としてはこの会社の将来がどうなって

行くかという夢である。小さな会社の将来

だから小さい夢だろうとの突っ込みもあろ

うが、小は極めて個人的な将来の生活や生

き方に関する夢とすれば、やはり中くらい

の夢だろう。環境やまちづくり、途上国支

援等の業務領域とする中小企業である弊社

のようなシンクタンク・コンサルタント会

社の将来の夢を披露してみたい。

弊社は、来年 3 月で創立 50 周年を迎える。
高度経済成長期の都市問題や公害問題の解

決に資するべく大学の研究室からスピンア

ウトした若き創業者らが 1971 年に設立した
会社である。以来、顧客から託された課題

に向き合い、ソリューションを提案すると

いう業務を愚直にやってきたことが次の仕

事につながり、ということで同時期に創業

した多くのアトリエ系と言われる会社が姿

を消すなかで、何とか半世紀やってこられ

た。

この間、創業時に「設立理念」はあったが、

明文化された経営理念のようなものはなく、

毎年度ごとの事業計画はあったものの複数

年度にまたがる中期経営計画も直近 10 年ほ
どを除いては策定していなかった。

現在、次期の中期 5 か年計画を策定して
いるところだが、遅ればせながら創業 50 年
目に経営理念の体系化を試みている。弊社

の【存在目的（purpose）】として、「社会課
題解決の期待を抱かせる会社として社会に

貢献する～『魅力あるゴールイメージ』と

『具体的なソリューション』の両方を提供す

ることで、ステークホルダーと共に課題解

決に寄与できる会社～」を、また【ビジョン】

として、中長期的スパンで、何年後かにこ

うありたい姿として、「『持続可能な脱炭素

社会』をデザインし、プロデュースする専

門家集団」になることを、そして、【企業文化】

としては、「顧客に信頼され、社会に貢献す

ることのよろこびを知り、課題解決に情熱

をかたむける人々が集まる場」であること

を掲げたいと考えている。

2050 年の温室効果ガス実質排出ゼロの達
成を目指す年まで、あと 30 年は会社として
存続して、大きな夢の実現に貢献していき

たい。そのような会社に成長して行くこと

が私の中くらいの夢である。

さて、30 年後の夢は夢として、では 30 年
前はどのような状況だったのか、30 年スパ
ンで何が変わったのかを振り返ってみたい。

30 年前、1990 年時点では、気候変動やエ
ネルギーに関する領域は、シンクタンク・

コンサルタントの仕事にはほとんどなって

いなかった。低炭素も脱炭素もなかった。

1992 年のリオの地球環境サミットや 97 年
の COP3/ 京都議定書の前段階である。
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90 年代半ばに環境庁の仕事でエネルギー
関連の業務として、大気汚染（NO ｘ）対
策としての低 NO ｘ燃焼機器の普及やエネ
ルギー効率利用のための地域冷暖房やコー

ジェネレーションに関する調査をやったこ

とを覚えている。その後は、地方自治体が

策定する新エネルギービジョン（NEDO 補
助金）や温暖化対策推進法制定後は温暖化

対策実行計画の策定等も業務となった。環

境共生型地域づくり、今でいうスマートシ

ティという課題も登場し、ある地域でかな

り詳細に環境にやさしいインフラを導入し

た地域モデルの設計や事業性の試算等を

行った。当時は通常の地域整備に対して環

境にやさしい地域にするには、数十％から 2
倍近い費用が付加的に掛かることがわかり、

当然ながら実現するには至らなかった。し

かし、2000 年代半ば頃から、各地でデベロッ
パー企業等が事業主体となり、スマートシ

ティーが実現している。再エネ導入と IoT
普及が大きな役割を果たしており、さらに

東日本大震災後の自立分散型で防災にも強

いエネルギーインフラの構築が求められて

きた結果である。

ただ、90 年代半ば、この検討をする中で
DSM（デマンドサイドマネジメント）とい
う概念に出会った。80 年代後半の米国の電
力産業等で導入されたもので、エネルギー需

要家への働きかけを通じて需要量をコント

ロールすることにより、効率的で望ましい需

給関係を形成しようとするもの。当時、電力

は大手電力会社から供給され、小規模分散電

源や再生可能エネルギー等はほとんど普及も

していなかった中で、単なる省エネのマネジ

メントにしか思えなかった。現在、地域新電

力等の分散電源が普及しつつあり、DSM は
サプライサイドの発電・供給能力を抑えて、

事業性向上に大きな影響があるなどというこ

とは、全く考えつきもしなかった。

このように 30 年前の 90 年代に行った仕
事の中で、当時はかなりの課題と認識されて

いたものが現在は解決されていたり、現在で

は常識になっているものがそうではなかった

りといったことが色々あった。今後の 30 年
においても、多くの技術開発のロードマップ

が提案され社会経済システムの変更が行われ

るであろう。日本をはじめとする先進国の少

子高齢化と、人口増加がまだまだ予想される

途上国のいわば「爆発する世界と縮退する日

本」の将来像をどう描くか。

弊社では、今世紀半ばの 2050 年頃までを
見通した《 環境、エネルギー・資源》《都市
空間・地域社会》《途上国支援》の各領域の

普遍的な社会的課題として、以下のように

整理している。

１�．温室効果ガスの排出を実質ゼロにして

も持続可能な地球環境づくり

２�．人口減少や地方衰退が顕在化し、一方

で社会資本の更新・強靭化等が必要な国

内における持続可能な都市・地域づくり

３�．人口爆発や貧困などを含む特にアジア

を視野に入れたグローバルで持続可能な

環境・都市づくり

本来は、本稿でこれらの具体化や将来像

を描くことが求められていたと思う。大き

な夢の中身である。弊社では、来年にかけ

てその具体化を試みようと考えている。日

本のシンクタンク・コンサルタントという

のは、請負いの仕事ばかりで、弊社もほぼ

100％が受託調査や受託研究だが、新しい価
値や社会開発の提案といった手弁当で新規

のビジネスモデルを開発するような試みも

進行中である。本稿で展開できなかったが、

30 年後の『魅力あるゴールイメージ』と『具
体的なソリューション』の両方を描いてみ

せるつもりである。
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まだ社会を知らない未熟者だが、私の現在

の考えを発信したいと思う。理想を語るには、

私がどのような経緯でこのような考えに至っ

たかを知ってもらうことがまず必要だと思っ

たので、はじめに書かせていただきたい。

きっかけ

はっきりとした記憶はないが、地球温暖化

の問題に関心を持ったある日、家族にその話を

したところ、問題に対する感じ方にギャップが

あったことを覚えている。また、貧困が原因

で命を落としてしまう子どもたちが世界中に

いることを知った時、当時の私は不思議でた

まらなかった。「なぜ貧しくて亡くなってしま

う子がいる一方で、僕は何不自由なく生きられ

ているのだろう」と。人間社会の不公平な事

実を知ってしまってからは、私はそういった

問題を野放しにして生きることはできないと

思った。そのような考えに至ってからは、環

境問題は私にとっての一番の issueになった。
なぜなら、環境問題は途上国のみならず世界

全体、人間のみならず生命全体の基盤を脅か

すことに加えて、放っておけば将来世代にさ

らなる影響をもたらす問題であるからだ。

将来像

世界レベルでは「あらゆる制約なしに誰も

が等しく何かに挑戦できる社会」が理想だと考

えている。自分がなりたいもの、やりたいこと

を居住地や貧困などの制約にさらされることな

く、思う存分にできる社会。非常に理想が高く、

一人でできることには限りがあると認めた上

で、その理想を叶えるためにはたくさんのプロ

セスとアプローチが検討できるが、私にとって

は環境問題の解決がそれに当たる。上記で述べ

たように、環境問題は生命の基盤を脅かし、現

在ある人間社会の課題を複雑化させ得るもので

あるから、この問題解決は重要なのだ。

日本レベルでは分散型社会が理想であると

考えている。現在の都市は経済性や利便性を

求めた画一的な開発がなされているように感

じる。個々の地域には歴史や文化・地理等の

要素において、特徴的な部分が必ず存在する

ため、「Sense of place」を大切にした社会設計
が大事になる。また、一極集中は災害や感染

症に対する脆弱性を増幅させる要因にもなる

ため、変化が必要である。

個人レベルでは「余白を持つこと」。私の経

験則に基づくと、あらゆる側面において、人生

に余白を持たせることは非常に重要であると思

う。例えば、多くの予定をスケジューリングし

て忙しい日々を過ごしていると、視野がだんだ

ん狭くなって、他の事柄に目が向かなくなる。

価値観が多様化した現代こそ、自分を見つめ直

したり、関心外の事柄にアンテナを張って行動

したりする余白が大切だと感じている。

現実と解決への方向性

国際：公共財の考え方・指標の転換

人間が作った国家という権力が世界規模の

問題解決の足かせになっているが、環境問題

に国境はないのだから、その解決には国際的

な協調が欠かせない。それと関連して、指標

の転換も求められる。資本主義は競争や大量

生産・消費・廃棄を加速させ、有限な地球環

境に多大な影響を与えてきた。それと同時に、

私たちの生き方を混乱させているように思

う。なぜなら、人間は幸せになる為に生きて
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おり（不幸せになりたいと考える人はいない

と思う）、お金は幸せになるための手段であっ

て目的ではないからだ。手段の一つでしかな

いお金を「豊かさ」の指標とすることに疑問

を感じている。皆それぞれ幸せの定義が異な

るが、持続可能な社会に向けた新たな指標が

求められるのではないかと思う。

日本：教育・地方分権

個人レベルに繋がる話として、普遍的に大

切な教育が挙げられる。日本の教育が私の小

中学校時代からどれだけ変化しているか分か

らないが、ただ単に知識を暗記するのではな

く、「何のためにこの教科を学ぶのか」など

の「問い」を考えさせる授業形態にする必要

があると思う。自主的に思考し、目的と行動

が明確な人が日本にはどれくらいいるのだろ

うか。VUCAの時代を生き抜くには、柔軟な
思考力が求められる。

また、予測不可能な現代においてはスピー

ド感や地域の特性に合った個別具体的な対策

が重要になるため、中央集権型から地方分権

型にシフトする必要がある。また、行政がよ

り身近なものになることは、市民の問題や課

題に対する当事者意識や責任感を育むことに

繋がることが期待される。

個人：気候変動問題に対する考えと科学に

基づく知識のアップデート・ミニマリスト

国立環境研究所の江守先生がおっしゃるよ

うに、私も日本の気候変動対策に対する「負

担意識」が問題であると考える。2015 年の
世界市民会議の結果によると、世界と比較し

て日本は気候変動対策にマイナスイメージを

持っている。( 右図 )

 
研究で自治体が調査した個人の気候変動

対策行動に関するアンケート結果を調べたこ

とがあるが、「こまめに電気を消す」等の個

人の負担的努力の上に成り立つ省エネ行動の

項目が多くみられた。再エネを供給している

電力会社に切り替える（家庭の温室効果ガス

の約半分は電気由来）等の仕組みから変えて

いくことが重要で、個人の行動で頑張る省エ

ネでは脱炭素社会には到達できないにも関わ

らず、多くの国民の環境行動に対する知識は

アップデートされていないように感じる。ま

た、有名人が youtubeや twitter等で気候変動
問題を取り扱うと、視聴者が懐疑論やプロパ

ガンダに惑わされている（或いは発信してい

る）コメントが一定数見られる。対策として、

科学に基づく情報の普及が急を要する。

最後に、日本全体としてワーク・ライフ・

バランスの改善はもちろん必要だが、日本人

は長時間労働、低収入、情報過多、モノの浪

費などによって４つの意味（経済的、時間的、

物質的、精神的）で、余白が少ないように感

じる。そこで私としては「ミニマリスト」を

推奨したい。ミニマリストは不必要なモノを

持たないこと自体が環境負荷を抑えるが、モ

ノ以外にも情報や予定など、自分にとって大

切なことや必要なことを考え、取捨選択する

ことで本来のやりたいことに集中できると同

時に余白が生まれることで視野が広くなる。

価値観の多様性があることを前提とすると、

環境問題が大きな issueでない方にとっても、
余白があることで、環境問題をはじめとする

多くの課題に目を向けやすくなるのではない

かと思う。

出典：科学技術振興機構　世界市民会議開催報告書 (2015 年 )
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環文ミニセミナー (9 月開催 )

9月4日(金)、9月18日(金)にオンラインにて開催いたしました、環文ミニセミナーの概要をご紹介します。
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報 告

第 1 回　「プラスチックを考える」

日時：9 月 4 日（金）16:00 － 17:00

講師：田崎 智宏 氏

　　　( 国立環境研究所  資源循環・廃棄物研究

             センター  循環型社会システム研究室長)

プラスチック問題には 4 つの問題（非再
生資源依存、地球温暖化問題、海洋プラス

チック汚染、大量生産・消費・ 廃棄社会）
が含まれる。持続可能な社会の構築に向け

これらをバランス良く見ていくことが必要。

近年、廃棄物収集が十分でない新興国な

どで経済成長に伴いプラ使用量が増え、海

中のプラごみ量が増加。プラスチックは一

旦環境に出ると長期間分解せず、特に海中

のマイクロプラが海洋生物に与える影響が

注目される。海洋プラごみは誤食など水生

生物への影響のみならず、鰯などの食卓魚

やペットボトルの水にもマイクロプラ混入

の報告があるが、毒性や食物連鎖について

は不明点も多い。プラごみは環境問題に留

まらず、漁業、観光業にも大きな影響を及

ぼす経済問題で、OECD によれば年間 130
億ドルの損失が発生しているとのこと。

日本は海洋ごみ関連法を改正し、循環型

社会形成推進基本計画でも廃プラへの取組

みを示していたが、2017 年カナダ G7 サミッ
トでの「海洋プラスチック憲章」に署名せ

ず国内外の非難を受け取組みが進んだ。政

府は「プラスチック資源循環戦略」（2019 年
5 月）に基づき、従来の 3R に加えバイオマ
スプラなど素材代替を進める方向で、再生

から利用まで世界トップレベルのプラ対策

マイルストーンを掲げる。特に海洋プラ対

策では、3R とクリーンアップ活動やモニタ
リング（技術開発含む）を組み合わせた国

際協力枠組みの創設を目指す。

日本の年間プラごみ排出量は約 900 万ト
ン。回収プラは主に焼却 ( 発電 ) とリサイク
ルにより処理。焼却は発電効率の高い焼却

炉が、リサイクルはきれいな廃プラが、廃

プラを燃料化も高熱効率のボイラー整備が

必要。清掃活動で回収できるプラごみは年

数千トンで、2050 年までに海洋プラごみゼ
ロ達成は現状では難しい。日本は技術依存

や個人の自発的活動を促す対策をとるが、

プラ問題は大量生産・大量消費社会の構造

的な問題であり、EU のように経済的メカニ
ズム導入や生産時のクリーンアップ、普及

啓発費用を徴収して回収量を増やすなど構

造的な対応が望ましい。

「生分解性プラスチック（「バイオマス起

源のプラスチック」とは異なる）」は国際

的にも分解条件を満たす認証制度の整備が

不十分。またCO2と水にまで分解できるの

かも見るべき。「バイオマス起源のプラス

チック」はカーボンニュートラルだが生分

解しないものもあり、海洋プラ問題には対

応していない。また利用する再生可能資源

の枯渇にも要注意。

日本のプラスチック対応策のうち、冒頭

の 4 課題すべての解決策となり得るのはリ
デュースのみ。他の対応策は組み合わせて

実施する必要がある。従来リデュースは重

量で見ていたが、ごみ散乱に対応するため

には個数での削減に転換する必要がある。

リデュースにはレジ袋有料化は効果的だが、

その先を考えるべき。国のリデュース目標
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報 告

25％減には、まず「4 回に 1 回減らす」こと。
不要なモノは買わない・もらわない、分別・

リサイクルに協力する、どうしても使うも

のは長く使うか他の素材を選ぶ。また個人

を超えて、署名活動に協力、近隣の店舗に

働きかけ、 SNS やネットでの呼びかけなど、
生活者と事業者が連携・協力するオープン・

イノベーションの手法も取り入れるべき。

何よりも、自身でクリーンアップ活動に参

加して身体で理解することが重要である。

第 2 回　「環境文明論から見た

リニア中央新幹線の問題点」

日時：9 月 18 日（金）16:00 － 17:00

講師：加藤三郎　( 環境文明 21　顧問 )

JR 東海によるリニア中央新幹線事業は、
世界一速い夢の超特急事業のようなイメー

ジが先行し、沿線各地の経済効果への期待

も絡んで進められている。その目的として、

JR 東海は、①限界に近づいた東海道新幹
線の輸送力増強、②東海道新幹線の老朽化

対応と大震災時の東海道のバイパス、③東

京 ― 大阪を結ぶ巨大経済圏の構築としてい
る。国交省は 2011年 5月に建設計画を認め、
2014 年 10 月に品川 ― 名古屋間が着工 (2027
年開業予定 )。東日本大震災後の対応に追わ
れていた時期で、国民からノーチェックで

進められた感がある。

品川 ― 名古屋間の殆どを直径 14m（4~5
階のビルが入る位）の地下トンネル、特に

大都市圏では大深度トンネルで結び、超伝

導磁気浮上式（車体が 10cm ほど浮上）で最
高時速 505km、約 40 分で走行する。当初は
JR 東海の単独事業として開始したが、大阪
経済界の要請を受けて名古屋－大阪間の開

通を 8 年前倒しするため国が 3 兆円の財政
投融資をした。総工費約 9兆円超となったが、
JR 東海は利用者数増加を見込み料金は大き

く変らないと説明している。

環境問題は人間が豊かさ・便利さ・快適さ

を求めることに起因すると考えられる。有限

な地球環境の下では人間が欲求を抑制しなけ

れば危機に陥るため、万事「足るを知る」の

心得が必要となる。ローマ教皇フランシスコ

が「環境に関する回勅」（2015 年）で述べて
いるように、技術と経済（利益追求）が結び

つくと技術の負の影響が見えなくなる。　　

実際、地下深く電磁波の中を高速走行す

るため、騒音、振動、陥没、地下水枯渇な

どの環境負荷が懸念され、乗客・乗員、沿

線住民の安全にも疑問がある。非常時に一

列車 1000 人の安全な脱出が物理的に可能
か、トンネル内で上下線の高速でのすれ違

い（これまで実験なし）、大量のトンネル掘

削土の処分、地下水脈・景観・生物への影

響など不安点は多い。大深度地下使用法に

基づき 40m 以深の地下空間には地上権は及
ばないため、住民への周知はなおざりだっ

たが、工事の影響を受け各地で地権者によ

る訴訟が始まっている。更に、リニアの電

力消費量は現新幹線の約 4 倍でこの背景に
は原発や火力発電が前提としてある。また

安全走行には航空機並みのメンテナンスが

必要で莫大な経費がかかる。リモートワー

ク、TV 会議などで利用が想定どおり伸びな
ければ大赤字となる。

リニア事業は東海道線という幹線に関わっ

ており国民生活への影響も大きく、国民の税

金による財投資金も入り公益性が高い事業な

のに、広く国民の意見を聞かず、国土交通省

の審議会や有識者会議など狭い範囲の議論で

進めてしまったため、今になってあちこちで

問題が発生している。「原子力ムラ」による

原子力発電事業推進の流れと酷似しており、

JR 東海にとっても国民にとっても悲劇的な
結末となることが懸念される。

（文責：事務局）
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エネルギー政策についての素人の考え

ご投稿をお待ちしています

「みんなのページ」は会員のみなさまの交流の場です。
テーマは問いません。ご投稿をお待ちしています。

メール（kaihou@kanbun.org）または
郵送でお送りください。 

福島の原発事故の後始末は、何十年もかか

りそうです。その被害は放射線のなくなるま

で、タンクに貯めた処理水を太平洋に流すな

ど、とんでもないことです。それなのに、六ヶ

所村の再処理工場が基準に適合すると発表さ

れました。原子力規制委員会は、7 月 29 日、

日本原燃六ヶ所再処理工場が、安全対策の基

本方針が新規制基準に適合すると正式に決定

しました。

しかし、完成時期は当初予定の 1997 年から

24 年ずれこんでいる、 建設費も、7600 億円

から 2 兆 9000 憶円に膨張し、現在も 7000 憶

円を投じた追加工事が進んでいるそうです。

打出の小槌のように国民から税金を集める

から出来ることです。

日本は資源がないから原発を手放せないと

政府はいいますが、どうでしょうか。

日本中の住宅やビルの屋上に太陽光発電を

乗せたら、どれだけの電気が賄えるでしょう

か。山や海岸に風力発電の塔を建てたら、ど

れだけの電気が賄えるでしょうか。地熱利用

の手もあります。海に囲まれた日本こそ、海

の波のエネルギーを利用しない手はないで

しょう。

専 門家 の方 にこ の計 算を して いた だき た

い、得られる電力量と必要とする資金額とを。

原発と違って予定外の事故が起きても、そ

の被害は放射線のように何十年も後を引くこ

とはないでしょう。

石井玲子さん（千葉県在住）

は じ め ま し て。 今 年 の 8 月 か ら、 環 境 文

明 21 にてインターンをさせて頂いています。

岸波秀美（きしなみ　ひでみ）と申します。

私は現在、創価大学経済学部 4 年生で、環境

経済の分野を専攻しています。ゼミの中でよ

く環境問題について討議するものの、いざ「自

分の意見を社会に対して本当に主張できるの

か」と問われると、言い返せない自分がいま

した。 そこで、NPO として政府や企業に対

し政策提言を行ったり、地域住民に啓蒙活動

を行ったりと、環境問題の根本となる社会改

革に根差した環境文明 21 でインターンの経

験を積みたいと思いました。

まだインターンを始めて日が浅いのです

が、 環境問題について学びながら業務がで

きるところが私は大好きです。 今年から始

まったオンラインのセミナーに参加する度、

自 分 の 知 識 の 浅 は か さ を 感 じ る と と も に、

もっと知りたいという気持ちが掻き立てら

れ ま す。 さ ら に、 参 加 者 の 皆 さ ん の 意 見 や

質問にもたくさん刺激され、 学生同士だけ

でなく、 年代や分野の垣根を超えた対話が

重要なことを学びました。

ま た、 今 年 の イ ン タ ー ン は、 自 宅 で 業 務

に取り組む「在宅ワーク」という形式で行っ

ています。 今までに経験したことのない仕

事スタイルを経験し、 自分のできないこと

を思い知らされることが多いのですが、 離

れていても環境文明 21 の皆さんの温かさを

感 じ、 業 務 に 励 む こ と が で き ま す。 こ こ で

学んだことを、 これからも精一杯生かして

恩返ししていきたいです。

岸波秀美（2020 年度インターン生）

インターン生ご挨拶
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私は長いこと、気候の危機をはじめとする環境の危機は人類社会にとって重大な危機となり

得るので、これに正面から向き合い、対策を操り、これまでとは違った経済活動やライフスタ

イルに転換すべきと、NPO 仲間とともに声をからして呼びかけ続けてきた。しかし、真剣に
耳を傾け、活動の輪に加わってくれた人の数は全体から見たらごくわずか、という悔しい思い

をかみしめ続けてきた。それがコロナ危機では、人々や行政の対応が一変したのだ。

それならば、環境の危機に対しても、その恐るべき脅威を多くの人が実感をもって認識する

ようになれば、人々の行動も政治のプライオリティも劇的に変化するはずだ。ただ唯一の懸念

は、危機が暴走し始める前に政策の転換が間に合うかだが、変らないまま危機に突っ込むより

はよほどマシなはずだと思い至り、やっと「希望」が見えてきた。（本文より）

【目次・抜粋】

第１部　『環境危機』の実態　

　1-1 環境危機の特異性
第２部　不十分な対応

　2-2　なぜ不十分な対応を許してきたか
2-4　経済拡大の流れと環境対応の 60 年

第３部　希望は『環境文明』

　3-3　なぜ『環境』がそんなに大切か
第４部　急ぎ、何をすべきか

　4-1　憲法に『環境（持続性）原則』を導入
　4-2　経済のグリーン化
　4-3　技術のグリーン化
　4-5「片肺政治」を改める
第５部　知恵と戦略

　5-2　現代システムに伝統の知恵を組み込む
　5-3 市民の環境力を高める
　5-4　企業の経営を支える『環境力』
第６部　「環境立国」を今一度

　6-2　『環境立国』のポテンシャル
　6-3　希望は女性と若者の主体的な参加

危機の向こうの希望
　～環境立国の過去、現在、そして未来～

加藤三郎 著

プレジデント社　1,800 円 +税
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【推薦します】

昨年、80 歳を迎える頃から、頻繁に「遺言書のような本を書きたい」と言うようになっ
た加藤所長。「遺言書なんて縁起が悪いから、他の言い方にして下さい。」「いや、それくら

いの気持ちで書くということだから。」そんなことから本づくりは始まりました。

早い段階から構想はまとまったようで、年末頃から執筆が始まりました。と言ってもパソ

コンが打た（て）ない所長、手書きの原稿を秘書の尾利出さんが入力。ある程度入力される

と所長がそれに手書きで修正を入れ、彼女がパソコンで修正するという流れです。それも一

度や二度ではありません。というのも、普段はおおらかな（大雑把な）所長ですが、こと原

稿に関しては、何度も何度も細かく手を入れるのです。その上、執筆が佳境に入る頃からコ

ロナ感染が広がり、自宅勤務の日が増えたことから、互いの FAX でやり取りしたのですから、
尾利出さんは本当に大変だったと思います。一方所長の方は、コロナで外出自粛が続くこと

が幸いして、執筆に集中できただけでなく、モチベーションが維持され免疫力も高まってい

たようです。

そんなこんなでどうにか形になってきた段階で、原稿を拝見しました。しかし、正直、最

初に出てきた原稿は、いつも所長が話している内容であり、これまで書いてきたことの再掲

のようで、続けて読むのが苦痛なほど。これでは売れないと思ったのも事実です。編集の稲

本さんも、私ほど痛烈ではありませんでしたが、やはり物足りなさを感じていたようでした。

そのあたりのことは、本著「あとがき」にある通りです。

しかし、それに叱咤激励されたのか、そこが所長の強さなのか、次に出てきた原稿は、同

じ人が書いたものとは思えないほど、面白いものに激変していました。特に、公害・環境行

政時代の出来事やご本人の当時の思い、地球環境の危機に対する思いと決意は所長にしか書

けない内容です。また折々に様々な先人の思想や考え方が紹介されていて、これも歴史好き、

読書好きな所長ならではです。そして NPO として活動する中で感じた政府や体制に対する
疑問や提案は、元官僚ならではの迫力もあります。さらに、女性や若者に期待するという結

びには、長い付き合いの中での「教育」の賜物だと内心思ったりもしています。

「できるだけ多くの方に読んでもらいたい」そんな思いから、後半は私も編集者になった

つもりで、完成までかなりの時間を割いたので、出来上がった本を手にした時は、自分事の

ようにうれしくなりました。

是非会員の皆様には読んで頂きたいと思いますし、出来れば、周りにいる次世代の若者に

も薦めて頂ければと願っています。

そして、混迷を極めるこの日本と世界が、少しでもいい方向に向かえるよう、「頑張って

みようか！！」という仲間が、この本をきっかけに一人でも増えてほしいと願っています。

（藤村コノヱ）

　※直接書店でお求め下さい。入手困難な場合は、事務局にご連絡ください。
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今月のテーマ：こんな国・社会を残したい、創りたい
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環境文明 21 の主な動き（2020 年 9 月）

9 月   4 日 第一回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
9 月   9 日 グリーン連合幹事会 ( オンライン ) に

　　　　　藤村代表参加
9 月 11 日 第五回環境文明塾開催 ( オンライン )
9 月 18 日 第二回環文ミニセミナー開催 ( オンライン )
9 月 26 日 倫理部会 ( オンライン )

●環境倫理部会

日時　2020 年 10 月 31 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)
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 ★環文ミニセミナー
　　第５回　11 月 6 日 ( 金 )16:00 ～ 17:00

            「いつもの暮らしの持続可能な発展」( 仮 )　　

　　　　講師　西岡秀三（地球環境戦略研究機構　参与）　

　　第６回　11 月 20 日 ( 金 )16:00 ～ 17:00

            「緑の地球を残したい」( 仮 )　　

　　　　講師　亀山 康子（国立環境研究所　社会環境　　

　　　　　　　　システム研究センター　センター長）

※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。

★エコツアー
　　日時　11 月 28 日 ( 土 )13:30 ～ 17:00( 予定 )

　　内容　宮沢賢治を訪ねて

★全国交流大会
　　日時　12 月 12 日 ( 土 ) 午後

　両イベント共、オンラインにて開催いたします。　　　　
　詳細は来月号にてお知らせします。

■いつもなら小さな演奏会が続く時期で、週末の夜は練

習を楽しむ季節なのですが、今年は全て無くなり、寂し

い秋を迎えています。ただ、今年は練習があっても参加

できない状況に置かれています。夏の終わりに不注意で

転倒し、左手、左足を骨折。日常生活の些細なことで不

自由を感じています。手のギプスの影響で T シャツ以外

は着られず、右手首が左手首より太いため腕時計もはめ

られず、茶碗も持てません。ラップを切るのも一苦労。

大した怪我ではないのに、できないことが色々あり、世

の中は健常者が標準になっていると感じることが多い

日々です。目線が変わり気づくことも多く、怪我で学ぶ

こともあったと前向きに捉えつつ、二次災害に合わぬよ

う下を向いて歩く日々です。日頃の運動不足に加え、怪

我で動かなくなっているにもかかわらず、食事の量は変

わらないので、着られる服が少なくなりそうです。皆様

もどうぞ足元にはお気をつけ下さい。（Y）

■秋らしい爽やかな一日、窓からは金木犀の香りが漂っ

てきます。首都圏ではコロナは収まる気配はなく、変わっ

てほしい暮らし・社会も元に戻る気配ですが、この自然

の「恵み」は変わってほしくないものの一つです。／徒

歩通勤を再開した朝、リュックに子犬を入れて自転車通

勤する人、列をなして遠足に出かけるマスクと黄色い帽

子の小学生たち、ゆったりゆったり散歩する老夫婦、さっ

そうと駆け抜けるランナー、一つ橋を渡る間にも様々な

人との出会いがあり結構楽しい時間です。／米大統領選

では政治の劣化とレベルの低さを痛感しますが、日本

もリーダーが変わっても政治の劣化は止まらず、go to 
〇〇も結局富める人が利用し富める企業が儲かり、本

当に支援を必要とする人や病院や企業には届いていない

ようです。グリーンリカバリーの動きも殆ど見えないと

思っていたら、今度は学問の世界への介入。人事介入で

忖度官僚を増やし霞が関を弱体化させただけでなく、学

問の自由まで奪うなどもってのほか。政権の意に沿わな

い人を切り捨てる行為が、民主主義国家で許されて

いいはずはありません。（コ）
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