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過去に学んだことを活かそう

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

この 3月 11日で東日本大震災と東京電力福
島第一原子力発電所事故から 10年が経過しま
す。あの時の恐怖や危機感は直接被災したわ

けではない私でもいまだに忘れられません。

当時、想定外という言葉が盛んに使われま

した。しかし、大地震は歴史的に繰り返され

ていたし、少なくとも福島原発事故に関して

は、大津波はデータにより想定されており、

それによって何が起きるかは東電内の専門家

を含め良識ある関係者であれば想定できたは

ずです。にもかかわらず、東電の原発に対す

る過信と「原子力ムラ」と呼ばれた閉鎖的な

組織は、想像力を殺いだのみならず、人命よ

り経済優先の姿勢は科学的知見や歴史を軽視

して取るべき対策を怠りました。そして国も

国策民営だったことから東電のそうした姿勢

を見過ごし、国民への適切な情報開示も行わ

ず、結果的に福島のみならず後世にも大きな

ツケを残す大事故になりました。これはいわ

ば人災とも言えますが、その後も、政治的責

任が問われることはなく、東電トップの責任

もあいまいなままで、いまだに被災された方

の苦難は続き、納得のいく解決の方向性も見

いだせていません。そんな中、脱炭素社会に

向けた動きを口実に、またしても私たち市民

の目を掻い潜るかのように原発継続の政策が

進みつつあります。誰もコントロールできな

い原発技術、誰も責任を取らず、正しい方向

性を示せない閉鎖的な原発政策への不信は募

るばかりです。

一方、あの時私たち市民の多くが、原発の

怖さを認識し、省エネや日常の普通の暮らし

の有難さを学んだはずです。しかし 10年経っ
た今、どれほどの人が当時の思いを忘れずに、

学んだことを活かしているかは疑問です。

そして福島事故から 10 年目、日本のみな
らず世界中がコロナ感染拡大に苦しんでいま

す。そして、これも人間が本来の生息域を超

えた開発行為を続け、グローバル化を拡大さ

せる中で、決して想定外の出来事ではなく、

予測できた事だと思います。“ ウイルスは人
類の出現以前から存在し、パンデミックを引

き起こしたのは人間側の要因による ” と、山
本太郎長崎大熱帯医学研究所教授が語ってい
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ます。しかし、ここでも人命よりも経済を優

先する従来の政策（例えば、保健所統合など

規制緩和による公共サービスの低下等）が医

療崩壊という現状を生み出し、科学的知見を

軽視して、命と経済を天秤にかけるような現

政権の姿勢が国民の生命のみならず経済にも

大打撃を与えています。残念なことに、政府

の責任だけでなく、私たち市民の中にも、命

あっての経済であることや、一人ひとりの行

動が社会と繋がっていることを忘れて利己的

な行動をとる人、感染者や関係者に差別的な

言動をとる人がいることも否めません（これ

は原発に関しても同様）。

そうした中、国内外で気象災害も頻発して

いますが、これも福島やコロナ同様、科学を

軽視し人命よりも経済を優先する現在の政治

や社会経済システム、そして貪欲な人間の行

動が生み出した人災だと思います。ただ、福

島やコロナがある意味で突発的で事後的な対

策しか取れなかったのに比べ、気候危機への

継続的な取組は、例えば秩序ある再エネの拡

大が原発を止めることに繋がり、行き過ぎた

開発行為や永久凍土の溶解を止める取組が今

後の感染症出現を食い止めることにもつなが

るなど、副次的な効果も期待できます。時間

はあまりありませんが、考え議論し、判断し

て行動する時間はまだ少しあるように思うの

です。そのためにも、私たち皆が、少なくと

も記憶に新しい福島やコロナの経験から学ん

だことを、気候危機を乗り越えるために生か

していく必要があります。

例えば、IPCC が長年蓄積してきた科学的
知見に基づき、専門家や官僚・企業だけでな

く、市民の知恵も取り入れた先見性ある政策

立案と実施が必須です。そのためには産官学

の閉鎖的組織の限界を知り、開かれた市民参

加、特に現場を知り利害関係に左右されない

様々な知恵を持つ NPO/NGO の本質的な参
画が不可欠です。また地方自治の重要性も昨

今の災害や感染症の経験から明らかで、気候

危機に対しても行政と住民が一体となった政

策立案が有効です。地域での取組は「自分事」

として考えやすく、想像力も働き、実践力も

出てくるからです。

また計画作りの際には、経済や技術、暮

らしや教育等についても考えてほしいもの

です。例えば、緊急事態宣言が出る毎に、

倒産や失業、生活苦に陥る人が増え、格差

を広げるような今の経済の仕組みは決して

持続的ではありません。従来の成長を基盤

とした経済システムのままで、新しい脱炭

素社会の創造など不可能だと思います。ま

た脱炭素社会に向けた国の長期戦略は技術

重視ですが、技術が何でも解決してくれる

わけではありません。特に政治と資本が結

び付いた巨大技術、気候工学など効果も不

透明な技術を安易に選択するのではなく、

今ある確実な技術を中心に、コントロール

可能な技術か？本当に社会や人々を幸せに

する技術か？を考え選択することも大切で

す。そして何より私たち自身が、不確実性

の増すこれからの暮らしの中で、本当に大

切なもの・幸せとは何かを見つめ直し、助

け合いや人を思いやる利他的な価値観を大

切する、そして経済優先の考え方や際限な

い人間の業欲が、現在の格差を広げ社会の

混乱を招き、人々を苦しめる根源になって

いることを自覚し、少しでも「変わる」「変

える」ための努力が大切だと思うのです。

勿論、これらを可能にする基盤は教育や学

びだと思います。

菅総理の脱炭素化宣言以降、国も地方も

計画作りが加速されていますが、官僚や一

握りの専門家に任せるだけでなく、皆で学

び考え議論して危機を乗り越え、新しい社

会をつくる、これこそが民主主義です。是

非皆さんも地元のそうした活動にも参加し

てみてください。
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伴　英幸 ( ばん　ひでゆき／認定NPO法人原子力資料情報室　共同代表 )

福島原発事故から 10 年が過ぎようとして
いる。福島第一原発の廃炉作業はますます

困難さが見えてきている。また、避難指示

が解除されても、若い世代の帰還が少なく、

町や村の将来が見通せない状況だ。汚染状

況では、山林の除染が行われていないこと

から、山菜やキノコ類、竹の子類、あるい

は野生の鳥獣類に高い汚染状況が続いてい

る。以下は、廃炉と帰還を中心に報告する。

廃炉に向けた取り組みの現状

貯蔵されている汚染水の海洋放出計画が

社会問題となっている。東電ホールディン

グスは 1 ～ 3 号機の溶融燃料の冷却を続け
ているが、これに建屋に流入した地下水が

混じって汚染水となっている。当初より 3
分の１程度まで減少したが、それでも 19 年
度の平均では日量 180m3 ずつ増加している。

東電は今後さらに 150m3 に、2025 年までに
は 100m3 に減少させるとしている。

汚染水は放射能除去装置を通して除染し

た上でタンクに貯蔵している。貯蔵量は 124
万m3を少し超えた（2020年 12月 17日現在）。
他方、貯蔵容量増強工事が 20 年末までに終
了し、137 万 m3 まで増加した。

汚染水には除去装置でも取り除けない放

射性水素（トリチウム）、セシウムやストロ

ンチウムなどが基準を超えて含まれている。 
溜まり続ける汚染水に対して、経済産業

省は海へ放出する計画を進めようとしてい

る。その際に再度、除去装置で二次処理を

行い、トリチウム 含めて基準以下に希釈す
るという。

しかし、海洋放出には、農林漁業者の各

団体や福島の自治体の中に非常に強い反対

の声がある。全国漁業者団体連合会、福島

県漁業者団体連合会、農業協同組合、森林

組合が反対し、県内自治体の７割を超える

43 の市町村議会が反対もしくは慎重な扱い
を求める意見書を決議している。市民が集

めた反対署名も 45 万筆に達した。中国や韓
国など近隣諸国からも懸念や反対の声があ

がっている。

政府は昨年 8 月にも放出を決定する予定
だったが、こうした状況から 21 年 1 月時点
でも未定の状況が続いている。

原子力市民委員会は貯蔵継続と汚染水を

モルタルで固化する代替案を提案している。

これによって海洋放出を避けることができ

るからだ。汚染水の行方は今年の大きな焦

点となるだろう。

展望なき放射性廃棄物の行方

溶融燃料を取り出すことが廃炉の最大の

課題と言える。溶融燃料は炉内の構造物と

混ざり固まった燃料デブリやコンクリート

と混ざり固まったコリウムと呼ばれる状態

となっている。東電は 2021 年内に 2 号機
から燃料デブリの取り出しに着手する計画

だったが、新型コロナの影響で機器製造が

遅れているとして 21年中の着手を断念した。
まずは極めて少ない量を取り出し、状態を

分析したのちに本格的な取り出し計画を策

定するのだが、その先には非常な困難が待

ち構えている。なぜなら、デブリがどこに

どのように存在しているのか詳しくは調べ

られていないからだ。強い放射線量下で無

線が使えない、集積回路が破損する、カメ
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ラのガラスが変質して曇るなど技術的に未

解決の問題があって長時間の調査ができな

いことが、最大のネックとなっている。

原子力規制委員会は 1 ～ 3 号機の格納
容器上部のコンクリート製の三層構造の蓋

（シールドプラグ）がそれぞれ非常に高く汚

染されているとの調査結果を報告した（2021
年１月 26 日公表の中間報告案）。人が近づ
ける状態ではなく、今後の廃炉作業に影響

を与えることは必至だ。

さらに廃炉作業の将来を考えたとき、第

一原発内にある放射性廃棄物が県外に搬出

できず、敷地内に残らざるを得ないことが

ネックとなってくる。引き受ける県外の自

治体があるとは到底考えられない。放射性

廃棄物の総量は、2020 年 7 月に公表された
原子力学会の福島第一原子力発電所廃炉検

討委員会の中間報告書「国際標準からみた

廃棄物管理」の試算によれば、784 万トン
である。これは事故がなく廃炉となる原発 3
機分より１桁多い量だ。

福島復興には「更地」しかないというこ

とが福島県の希望かもしれないが、廃棄物

の搬出ができないとなると、実現できない

ことになる。第一原発の最終的な姿を見据

えた上で、現行の廃炉計画全体の見直しが

迫られていると言える。

すすまぬ若者の帰還と村の将来

ここでは飯舘村のケースを取り上げたい。

飯舘村は 17 年 3 月末までに大部分で避難指
示が解除されたが、被ばく線量が年間 20 ミ
リシーベルトを超える長泥地区だけが帰還困

難区域として残った。帰還困難区域では特定

復興再生拠点計画を提出して、区域指定を受

けたエリアのみが除染対象となり、指定から

5 年後にそのエリアが区域解除となる。
飯舘村の長泥地区の復興再生拠点計画で

は、地区内農地に村内の除染で発生した汚

染土を敷き詰め、上に盛り土をして農業の

再生を計画している。環境省は１kg あたり
セシウムの汚染が 8000 ベクレル以下の土壌
を道路の路盤材など全国の公共事業で再利

用することを推奨している。ただし反対が

強く実施された事例はいまだない。飯舘村

では 5000 ベクレル /kg 以下を利用するとし
ている。当初は食用にしない花卉類の栽培

を計画していたが、実証試験と称してキャ

ベツやジャガイモ、豆類など食用植物の栽

培も計画するようになった。帰還して農業

を営む住民が少ないと想定されていたため、

菅野典雄前村長（2020 年 10 月 19 日で退任）
が農業法人を立ち上げるなどして、相当強

引に進めてきた結果である。さらに汚染さ

れた樹木を使用したバイオマス発電計画も

進めている。

菅野前村長は、長泥地区の特定復興再生

拠点区域以外に新たに公園の設置など文化

施設の整備計画を練り、除染しないままで

の帰還困難区域解除を政府に要請した。こ

れを受けて政府は 20 年 12 月 25 日に居住せ
ずに土地を活用する場合に限った特例措置

として除染なしで帰還困難区域を解除する

ことを決定した。

こうして飯舘村は全村が避難指示から解

除されたが、20 年 11 月 1 日現在、村へ戻っ
た人はおよそ 2 割である（下表）。
住民帰還へ向けた努力が続けられている

が、果たして、若い世代が少ない中で、10
年後の町や村の様子はどうなのだろうか？

事項 人数 世帯数 1 世帯
人数

備考

事故前 (2011.1.11) 6,544 1,716 3.81
事故直後 6,544 3,200 2.05 世帯分離避難の結果
2020 年 11 月 1 日現在 5,282 2,265 2.33 住民登録数

帰還者 1,254 643 1.95 村内で居住していると
届け出た人

転入 184 90 2.04
出生 6
村内避難 4 3 1.33 長沼地区住民

未避難 6 3 2.00 一度も避難しなかった

いいたてホーム入居 31 31 1.00
村内居住者 1,485 770 1.93

村の状況 (2020.11.1 現在 )　　避難指示解除　2017年 3月 31日

(村内在住の伊藤延由氏作成、原子力資料情報室通信559号より)
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満田　夏花 ( みつた　かんな／国際環境 NGO FoE Japan　事務局長 )

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

とそれに続く東電福島第一原発事故から 10 年

が経過した。しかし、まだ事故は継続している。

原発事故の被害は多岐にわたり複雑だ。広

範囲にわたる放射能汚染により、自然のめぐ

みとともにあった人々の暮らしは失われ、様

がわりしてしまった地域も多い。

原発事故は多くのものを奪った。「生業」、

「生きがい」、「友人と過ごすかけがえのない

時間」、「平穏な日常」…。いわば、人が人と

して生きてきた基盤が失われてしまったの

だ。家族やコミュニティの分断、健康や人生

に対する不安が生じても、「復興」のかけ声

のもとに、放射能汚染の実態や、健康被害や

不安を口にだせない空気が醸成されている。

解除される避難指示　人々は…

避難指示はどんどん解除され、また、避難

者向けの住宅提供などの支援も打ち切られて

いる。

2017 年 3 月 31 日 と 4 月 1 日 に、 川 俣 町 山

木屋地区、富岡町、浪江町、飯舘村の避難指

示解除準備区域、居住制限区域が解除となり、

2019 年 4 月に大熊町の避難指示解除準備区域、

居住制限区域が解除となった。事故直後に 11
市町村約８万１千人に出されていた避難指示

は、対象区域の７割以上が解除となった。

2020 年 3 月 4 日には帰還困難区域の常磐

線双葉駅（双葉町）の周辺、5 日には大野駅（大

熊町）の周辺、10 日には、夜ノ森駅（富岡町）

の周辺が解除された。

しかし、相次いで避難指示が解除されても、

帰還は進まず、旧避難指示区域の居住率は 3
割以下にとどまる（企業関係者、新規転入者

含む）。若い世代が帰還せず、高齢者の１～２

人世帯が点在する地域が多くなっている。

復興のカタチ

2017 年 4 月 1 日に居住制限区域と避難指示

が解除された富岡町では、避難指示を解除し

てから 3 年近く経過した 2020 年 12 月時点で、

富岡町の解除地域の居住率は約 13％。これに

は転入者も含まれているので実際の帰還率は

それ以下だ。高齢者が住む家が点在し、あと

は作業員や東電・関連企業関係者が暮らす。

「近所では次々に家が取り壊された。もと

もとのコミュニティの形は跡形もない。これ

が本当に “ 復興 ” なのか」と富岡町に帰還し

た 91 歳の男性は語る。

政府は、2021 年度、原発の周辺 12 市町村

へ 移 住 す る 人 に 最 大 200 万 円 の 支 援 金 を 出

す方針を固めた。困窮している避難者への支

援は容赦なく打ち切る一方で、金にものをい

わせて、「復興のカタチ」を演出するともと

れる政府の方針には疑問が多い。

避難者たちの孤立と困窮

原発事故による避難者の多くが、災害救助

法に基づく借上住宅制度（みなし仮設）を利

用して生活をしてきた。2017 年 3 月、 この

制度に基づく政府指示の避難区域以外の避難

者（いわゆる自主的避難者）約 2 万 6,000 人

の住宅提供が打ち切られた。わずかに続いて

きた低所得者向けの家賃支援も 2019 年 3 月

に打ち切られた。

また、旧避難区域ですでに解除された川俣

町、川内村、南相馬市小高区、葛尾村、飯舘

村の帰還困難区域以外などからの避難者の住
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宅提供は 2019 年 3 月に打ち切られ、2020 年 3
月には、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の

帰還困難区域向けの住宅提供が打ち切られた。

区 域 外 避 難 者 は、 子 ど も や 家 族 を 守 る た

め、賠償も支援もなく避難を決断した人が多

く、ようやく認められた賠償も一律少額で、

避難に伴う経費をカバーするには程遠い額で

あった。孤立し、困窮化しているケースも多

い。中には、高齢者、障がい者を抱えている

人や、シングルマザーで頼る人がいないとい

う人もいる。避難後の離婚も多い。

東京都は、2017 年 3 月に住宅提供が終了

となった区域外避難者向けにアンケートを実

施した。その結果、月収が 10 万円以下の世

帯が 22％に、20 万円以下の世帯が過半数に

上り、東京への避難者の経済的困窮が明らか

になってきている。また、日常的に連絡・相

談できる相手が「誰もいない」とした回答が

都内避難者で 16.5％にのぼっている。

コロナ禍が追い打ち

関西学院大学災害復興制度研究所の研究グ

ループが、原発事故による避難者を対象とし

て 2020 年 実 施 し た 調 査 で は、 避 難 に よ り、

臨時雇用、パート、アルバイト、無職の割合

が増加した。世帯分離も進み、避難により、

単身世帯になった、もしくは子どものみと同

居するようになったケースが増加している。

また、離婚が増加し、母子避難者が増えた。

母 子 避 難 者 の 年 収 は 100 万 円 未 満、100 ～

200 万円未満が大幅に増え、困窮化が進んで

いることがうかがえる。

避難者の困窮に、新型コロナウイルス感染

症が一層の追い打ちをかけている。区域外避

難 者 の 約 6 割 が、 コ ロ ナ の 影 響 が「大 変 あ

る」「少しある」と回答している。月収が月

10 万円以上減少したという回答が 20％を占

め、仕事を失ったという人も 11.4％いた。「避

難元の家から『反対を押し切って避難したの

だから、給付金の権利はない』と言われたケー

ス、「世帯主が受け取っているので渡しても

らえていない」といったケースもあった。

新潟県は、原発の安全性や原発事故の影響

に関する県独自の検証を行っているが、この

一環として、原発事故が住民の生活にもたら

した避難などの影響について検証する生活分

科会が報告書を取りまとめ、2021 年 1 月 21
日、花角知事に提出した。

報告書では、「長引く避難生活に加え、様々

な『喪失』や『分断』が生じており、震災前

の社会生活や人間関係などを取り戻すことは

容易ではない」「避難者は、仕事や生きがい、

人間関係の喪失などの点で多くの犠牲を払っ

ている。母子避難をした場合の孤立感や移動

に伴う苦痛、心身の不調等もある」としている。

このように、困窮し、孤立し、追い詰めら

れる避難者がいる中、その全貌は明らかでは

ない。国はこれまで、避難者の実態を把握し

ようとせず、支援を次々に打ち切ってきた。

避難者救済のための法・制度・実行体制を抜

本的に整えることが求められる。 

出典：新潟県「福島第一原発による避難生活に関する総合調査」
(2018.3)

就業形態の変化
新潟県の避難者の場合

出典：東京都「平成 29 年 3 月末に応急仮設住宅の供与が終了
となった福島県からの避難者に対するアンケート調査の結果に
ついて」(2017.10)

世帯月収
東京都への避難指示区域外からの避難者の場合　n=172
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小林　友子 ( こばやし　ともこ／双葉屋旅館女将、小高商工会女性部長　他 )

東日本大震災から 10年という月日は、ずっ
と、必死になりながら、なんとかしたいと

の思いで走って来た 10 年でした。あの日か
らの事を思い浮かべてみることが多くなり

ましたが、これからも、もう少しだけ走り

続けていきたいと思います。

今、コロナウイルスの蔓延で、日本中、

世界中が対策に追われています。この事を

考えてみると、あの時の原発事故での対応

を思い浮かべてしまいます。放射能に対す

る対処は、自己責任という名の下で行われ

ました。国も市民も、未経験な事ばかりだっ

たからです。

コロナウイルスは命との戦いですが、原

発事故は、健康と環境問題、食と農業の再生、

エネルギーの多様化への転換のはずでした。

しかし、残念ながらどちらも経済優先の中

に埋没しているように思います。

私の震災復興は、放射能との闘いです。ど

う向き合い、生きて行くのかです。事故が起

きて、原発は決して安全ではない事を知り、

改めて原発と放射能を見つめ始めました。放

射能は、目に見えないけれど、測る事が出来

る事を知りました。あの時、放射能は全ての

ものに降り注ぎ、家の中も汚染されてしまっ

た事も、測る事で確認出来ました。これはチェ

ルノブイリ原発事故から学んだ事です。しか

し、汚染された田畑でも、口にできる物が作

れる事を知り、菜の花を植え、菜種油を作る

団体のメンバーになりました。さらに放射能

測定センター、南相馬とどけ鳥のボランティ

アメンバーとして、500㎡を 1 ポイントとし
て測定し、放射能線量マップを作成し、10

年の推移を見て来ました。そうした活動を通

じて、事実を知る事の大切さを学ぶととも

に、その事でリスクを回避でき、そこで暮ら

すか他に移るかの選択の目安になる事も知り

ました。測る・知る・学ぶ事が大切です。

私と主人は早い段階で、戻るという選択

をしました。2012 年 4 月 16 日から 24 時間
立ち入り自由だけど、住むことはできない

準備区域に入ってしまったことや、いずれ

帰っても良い区域になるという思いからで

す。2012 年 4 月 16 日 か ら 2016 年 7 月 12
日までの間、小高区は、国と市のキャッチ

ボールが続き、治外法権状態でした。国道

6 号線を通り自分の家に入る時は、市に住
所、氏名、年齢、車のナンバーを連絡する事。

片付けで出たゴミは自由に出せず、市の焼

却場にも持ち込めませんでした。国の管轄

下だったからです。一方、線量の高さでは

なく、線量の高い飯館村のゴミは、早い段

階から持ち込まれていました。焼却場は南

相馬市と飯舘村の広域連携による共用施設

であったからです。

その中で小高商工会を中心として 2013 年
から秋祭りが再開され、誰もいない町から少

しずつ暮らしの匂いがして来ました。私もこ

れからの町作り委員会のメンバーとして参加

しましたが、既に作られるものが決まってお

り、委員の提案は殆ど取り上げられませんで

した。住民の意見では無く行政の議案が優先

されるのです。全ての復興は前例の当てはま

らない原発事故であるにもかかわらず、既得

権益と前例の当てはまらない法律を当てはめ

るのです。そしていつの間にか、あれほど厳

しかった放射能被ばくの基準や、土壌汚染の
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基準、森林伐採と山土の持ち出し、水質汚染

などの環境破壊を、復興の名の下に容認され

てしまっている現状は、いずれ我が身に返っ

てくるように思います。この小高の豊かな里

山が削られ、無くなっていく姿を見る事は悲

しい限りです。

福島県は、首都圏の電力供給地として原

子力、火力、水力発電所が造られてきまし

たが、今、戻ってきた私達の周りは、メガソー

ラーで埋め尽くされています。火災が起き

た時の消火が難しい事、除草剤の散布、撤

去された資材の処分場がないなどのリスク

が解決されないままメガソーラーが今も作

られています。

人が住めなくなった福島第 1 原発から 20
㎞圏の除染土の仮置き場が、元の田畑には

戻されずソーラー設置の場所となり、また

電力供給地となってしまいました。戻れる

と言われながら、住めなくなってしまった

家の多くが壊され、田畑は耕作放棄地にな

り元の町の姿が判らなくなっているのが今

の現実です。

10 年が経ち、降り注いだ放射能も、自然
減衰と除染で環境的には住めるようになっ

た所も増えましたが、まだまだ住めないだ

ろうという場所も多くあります。今、多く

の避難民は、避難先で仕事を見つけ、子ど

も達も今の環境に慣れ、福島は戻る所では

なくなってしまったのも現実です。

私達は、原発避難民となって、難民の思

い、広島、長崎、チェルノブイリの事を知り、

福島の現状を伝えたいと思いました。そこ

で 2013 年にチェルノブイリ原発被災地を巡
るツアーに参加し、以後三回にわたり訪問

して忌憚無く話が出来る様になり、この小

高へも 2017 年、2018 年にはウクライナか
ら消防士や医師を招いて講演会を開催する

など交流を続けています。

南相馬市小高区を含め避難区域となった

地域の多くは三世代で住んでいましたが、

現在では別世帯となり、戻ってくる世帯の

殆どが老人世帯です。避難しなくて良かっ

た区域との大きな違いです。それでも、小

高は、13000 人の町から 3600 余の人たちが
住む街になりました。少ないと思われるで

しょうが、避難区域で一旦立入禁止になり、

全員避難した地域としては決して少ない数

ではないのです。帰還住民 3000 人、移住者
600人と言われていますが、避難解除後、戻っ
て来た高齢者の多くが亡くなっているのを

見ると、よく戻ってきたと思うのです。

震災後には多くのボランティアさんに助け

られました。老人世帯には多くの人が駆けつ

け、津波による瓦礫や土砂、長年空き家にし

た事で荒れ果てた家屋の片付けに尽力して頂

きました。阪神淡路大震災以降、芽生えたボ

ランティアが定着し我が国の文化になったよ

うで感謝の思いで一杯です。現在でも人数こ

そ減ったもののいまだにボランティアも来て

くださり、人と人との繋がりを実感させられ

ます。その繋がりから南相馬市小高区に移住

し地域再興に取り組む方も多くいる一方、昨

今、多発する地震や台風などの被災地域への

ボランティア活動に対し、コロナ蔓延防止の

観点から断らざるを得ない自治体が多くある

とのニュースを見ると心が痛みます。

震災以前より知り合いが増え、地元の人

達と話す機会も増えました。子供たちの姿

も見かけるようになり、県立高も再開しま

した。移住者も増え、これまでなかったも

のに挑戦してくれています。私も、若い人

達の力を借り、欲しいもの、今までここに

なかったものを目指して、この小高でもう

少し頑張って生きたいです。共に生きる、

これが目標です。
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明日香　壽川 ( あすか　じゅせん／東北大学　東北アジア研究センター　教授 )

福島第一原発事故から 10 年が経とうと
している。この 10年間で日本のエネルギー・
温暖化政策は変わったかと聞かれたら、変

わっていないと筆者は答える。

2020 年 10 月 26 日、菅首相が、新たな目
標として「2050 年カーボン・ニュートラル
（温室効果ガス排出実質ゼロ）」を表明した。

しかし、その後の 2020 年 12 月 25 日に政
府から出された「2050 年カーボン・ニュー
トラルに伴うグリーン成長戦略」は、現行

の目標や政策の大きな変更は全く見られず、

逆に、「2050 年カーボン・ニュートラル」
に必要な対策を後回しにすることを堂々と

宣言するような内容であった。原発政策も

新技術頼みもほとんど変わっていない。筆

者が察するに、経産省が先手をとって、温

暖化対策強化の動きを牽制するために、省

庁間の調整もせずに速攻で作成したのだろ

う。よくあるパターンである。いずれにし

ろ、このままでは、「2050 年カーボン・ニュー
トラル」は単なる政治的スローガンあるい

は原発推進の口実にするためだけの「絵に

描いた餅」に終わってしまう可能性が極め

て高い。そう思ってしまう理由は、これま

でも似たような政府のコミットメントがあ

り、それらが実際に「絵に書いた餅」であっ

たこともある。ここでは下記の二つを紹介

するが、共に日本の温暖化政策の根本的あ

るいは根源的な問題を孕んでいる。

2050年80％削減

第一は、すでに政府が持っていた「2050
年に 80％削減」という目標だ。経緯を説明
しよう。まず 2007 年の第一次安倍政権の際

のハイリゲンダム・サミットで、日本政府

は「2050 年に 50％削減」という長期目標を
各国に提案した。2008 年 6 月、福田首相（当
時）は、G8 北海道洞爺湖サミットに向け、
日本の 2050 年までの長期目標として現状か
ら 60 〜 80％の削減を目指すことを発表し、
2008 年 7 月には閣議決定もした。2009 年 7
月の G8 ラクイラ・サミットでは、世界の
GHG 排出量を 2050 年までに半減する目標
を再確認し、この一部として、先進国全体

で 80% 以上削減するとの目標を支持する旨
が表明された。これにより、「80% 削減」が
日本を含めた先進国では共通目標となって

いき、2009 年 11 月の鳩山首相（当時）と
米オバマ大統領（当時）との共同メッセー

ジには、「両国は、2050 年までに自らの排
出量を 80%削減することを目指すとともに、
同年までに世界全体の排出量を半減すると

の目標を支持する」とある。さらに、2012 
年 4 月、野田内閣（当時）は、「長期的な目
標として 2050 年までに 80% の温室効果ガ
スの排出削減を目指す」という文言がある

『第四次環境基本計画』を閣議決定している。 
すなわち、日本政府は、「2050 年カーボン・

ニュートラル」の前に、すでに「2050 年に
80％削減」という目標にコミットしていた。
しかし、恐らく国民の大多数は、そのこと

を知らない、あるいは忘れている。また、

ながく永田町や霞ヶ関の人々の生態を見て

きた筆者の感覚では、政治家や官僚にとっ

て、30 年後や 40 年後の 80% も 100％もそ
れほど大きな違いはないのだろうなと推察

する。特に次の選挙で頭がいっぱいの政治

家は、その意味や難しさをほとんどわかっ
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ておらず、かつ気にもしていないように思

う。そして、実際に、「2050 年に 80％削減」
を実現するような政策は、自民党政権にお

いても民主党政権においても取られなかっ

た。彼らにとって、数値目標の重みという

のはそんなレベルなのである。

1990年比25％減

第二は、民主党政権の「1990 年比 25％
減」だ。2009 年 8 月に政権をとった民主党
は、同年 9 月に鳩山首相（当時）が「2020
年に温室効果ガス排出を 1990 年比で 25％
削減する」という目標を明言し、同月の国

連会議で日本の目標として紹介した。25％
という数字は、国際社会が持つ共通目標と

公平な負担分配を考慮した結果である。当

時の IPCC 第 4 次報告書などでは、2 度目
標を達成するためには、公平な負担分配を

考慮すると、90 年比で 25~40％削減が先進
国に求められる数値目標だとしていた。す

なわち、民主党政権は、「先進国が担うべ

き負担割合」の下限値を選択した。それで

も、政権交代前の 2009年 6月に麻生首相（当
時）が発表した目標は「90 年比 8% 減」だっ
たので、環境 NGO は大歓迎であった（筆
者も単純に喜んだ）。

しかし、問題なのは、民主党の「1990 年
比 25％減」が、「主要排出国が野心的な目
標を持つ場合において」という条件付きで

あったことだ。おそらく官僚のだれかが入

れさせたのだと思う。このいかようにも解

釈できる文言を入れ込むことで、実質的に

「1990 年比 25％減」の否定をなし崩しに出
来るようにし、実際に否定した。

これについては、筆者の個人的な体験を

紹介する。2010 年頃に、イギリスの大学で
開催された研究者と政府関係者の両方が参

加する小さな研究会があった。そこで、日

本から参加した政府関係者が、「主要排出

国が野心的な目標を持つ場合において、と

いう条件は満たされていないので、日本は

1990 年比 25％減というコミットメントを
実質的には持たない」と発言した。筆者は、

それなりに驚いたが、筆者以上に唖然とし

ていた EU メンバー国の会議参加者の顔が
忘れられない。本来であれば、「主要排出

国が野心的な目標を持たないとはどういう

場合を意味するのか」について議論がある

べきだ。しかし、そのような議論は、筆者

の知る限り、少なくともオープンな場では

なされなかった。裏であったとしても、省

庁間で合意があったとは思えない（あった

可能性もある）。いずれにしろ、民主党の

「1990 年比 25％減」は、言葉はきついかも
しれないものの、日本国民と世界の人々の

両方を欺いてきた数字と言えなくもない。

空疎な言葉

結局、「政治家や官僚の言葉は空疎」の

一言に尽きる。対策や目標が数十年後のも

のであれば簡単にコミットする。理由は単

純で、その頃には政治家自身が選挙の洗礼

を受けないからだ。官僚も数年で異動する。

一方、温暖化対策を遅らせたい人々は、と

にかく喫緊の問題解決に必要なコミットは

先送りすることを考える。仮に、コミット

しても、実際にはコミットしなくてもよい

ような抜け道を巧妙に仕掛けておく。先送

りに関しては、将来世代が何とかしてくれ

るという勝手な期待（責任を押し付けると

いう勝手な所業）のもと放射性廃棄物の問

題などを先送りして原子力発電を推進して

きた構図と全く同じである。

なので、2021 年も、市民社会がプレッ
シャーをかけ続けないと何も変わらない。コ

ロナで気が休まらない日が続きますが、みな

さん、頑張りましょう。今年もよろしくお願

いいたします。



事務局

環文ミニセミナー ( 第７回・前半 )

1月22日(金)にオンラインにて開催いたしました、第7回環文ミニセミナーの概要を、前後半の二回に
分けてご紹介します。
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第 7 回「生物多様性と新型コロナ」

日時：1 月 22 日（金）16:00―17:20

講師：五箇 公一 氏

（国立環境研究所　生物・生態系環境研究

センター 生態リスク評価・対策研究室長）

1．生物多様性について

生物多様性とは複雑な階層性を持つ概念で

ある。一般には「種」の多様性が注目されが

ちだが、実際は遺伝子⇒種⇒生態系⇒景観に

至るまでの様々なレベルの多様性があり、こ

れらすべての生き物が織りなす多様な世界を

総じて生物多様性という。生物多様性に支え

られた地球上の様々な生態系機能が生物圏と

いう安定した空間を創り出しており、人間は

生物多様性が生み出す様々な生態系サービス

を享受している。更に生物多様性は人間社会

の多様性や文化の豊かさ、ひいては経済効果

をも生み出している。つまり生物多様性の保

全とは、地域性、固有性、個性を守りすべて

の生物との共存・共栄を図ることにより、む

しろ人間生活の必須基盤を守ることであり、

安心安全で豊かな人間社会を維持・発展・持

続するための活動と捉える必要がある。

近年、生物多様性の劣化が急速に進み、

史上最悪の生物絶滅の時代を迎えている

として大きな地球環境問題となっている。

IPBES（生物多様性及び生態系サービスに
関する政府間科学政策プラットフォーム）

報告書（2019 年 5 月）によれば、陸地の
75％が人間活動で大幅に改変され、約 100
万種の動植物が絶滅の危機に瀕しており、

この絶滅速度は過去 1000 万年間の平均と比

べて 10 ～ 100 倍以上とされる。
生物の大絶滅は太古の昔から 5回位発生し

ているが、その中でも最大のものはペルム紀

末に 200 万年続いた温暖化によって、95％
の生物が絶滅したと考えられている。現在進

行中の温暖化による温室効果ガスの排出速度

は当時を上回るもので、温暖化が生物の絶滅

に与える影響も注目されている。しかし実

際には温暖化は絶滅原因の 12％程度であり、
絶滅の主な至近的要因は、森林破壊、乱獲、

化学物質による環境汚染、外来種の持込みな

どの人為的要因である。

中でも生物種の 50 ～ 70％が生息するとい
われる熱帯林（ジャングル）の破壊が地球規

模の生物多様性に与える影響は非常に大き

い。主に途上国に位置するこれら森林は、焼

畑農業、プランテーション、牧畜、木材生産

等により 1年間で東京ドーム 1万個分が消滅
しつつあるが、そこから生産される安価で豊

かな農・畜作物や材木を消費するのは先進国

だ。日本も東南アジアの森林の 6 ～ 7 割を消
費しているとされ、またアマゾンを始めとす

る焼畑農業で生産された安価な食糧に大きく

依存している。特にこの数年で熱帯林の破壊

が急速に進んでおり、2019 年の人為的とさ
れるアマゾン熱帯林の大火災に続き、2020
年にはオーストラリアや米国西海岸で温暖化

に起因する大規模な山火事が発生し、日本の

面積の 1.7 倍が焼失した。
乱獲も絶滅の大きな原因である。例えば日

本は、多くの水産・海産物を世界中から輸入

している。世界の 8～ 9割のタコを日本人が
食べているとも言われ、また乱獲と河川環境
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（生育環境）の悪化により日本ウナギも絶滅危

惧種になるなど、日本人の食文化が絶滅リスク

に大きく関わっている。

水の汚染については、公害を経験し企業に

厳しい規制が課されている日本では、家庭

からの生活排水が汚染原因の 70％を占める。
このように我々の便利で豊かな日常生活が環

境を大きく痛めつけていることになる。

グローバル化に伴う人や物の行き来に伴

い、外来生物による影響も深刻化する。日本

では 2017 年以降ヒアリが毎年侵入し、既に
巣も発見されている。グローバル経済の進行

に伴う外来生物との闘いに終わりはなく、水

際で食い止める努力を続けるほかない。

同様に感染症も世界中に拡散しており、近

年では人間のみならず野生生物にもカエルツ

ボカビを始めとする感染症が広がり始めてい

る。調査の結果、病原体・寄生生物にも本来

の生息地があり、そこでは野生生物との共生

関係が成立しているが、生物の輸出入やエコ

ツーリズム等により菌が拡散して他の地域の

野生生物に被害を与えていることがわかっ

た。また 1970 年以降増え続けている SARS、
エボラ出血熱、HIV などの新興感染症につ
いても、野生動物のすみかを人間が破壊した

ため人間界に病原体がスピルオーバーして発

生するというメカニズムがわかってきた。

一方、病原体・寄生生物は増えすぎた生物

集団に病気を発生させ数を減らすと同時に病

気に強い抵抗性系統へと進化させ、生態系の

バランスを取る監視役を果たしている。従っ

て、生物多様性の保全においては、病原体や

寄生生物も生態系の一部としてセットで管

理・保全しなければならない。病原体や寄生

生物を管理して感染症対策を行うには生態学

の知見も必要となるため、国立環境研究所で

は「感染症の生態学」という新たな研究分野

を展開している。

2．新型コロナについて

生物多様性の破壊が進行するにつれ、新興

感染症の種類も増加しており、その約半分は

野生生物から発生した人獣感染症で、その大

半がウイルス性である。最近の報告によれ

ば、一番多種のウイルスを保有しているのは

家畜動物だ。家畜の飼育エリアが野生生物の

生息地の近くまで入り込んでいるため、野生

生物が保有するウイルスが家畜に供給される

からだ。新型コロナウイルスもこの流れで発

生したもので、中国・雲南のキクガシラコウ

モリが持つ RaTG13 型のウイルスが起源と
考えられる。既に 40 年ほど前には誕生して
いたらしいことがわかっているが、雲南から

武漢までどのように移動したかは未解明だ。

現在、武漢型からヨーロッパ型に進化して

感染力が最大 6倍もアップしたウイルスが世
界中に広がっている。日本では最初に春節頃

に武漢型が入ったが、1 ～ 2 月には完全に制
圧されていた。しかし国際検疫が強化されな

かったため、3 月になってヨーロッパ型が旅
行客などにより持ち込まれた。これも緊急事

態宣言で一旦押さえ込んだが、その後 Go To
トラベルやイベント制限の緩和などで夏場に

第 2 波が発生し、東京型に進化したウイル
スが大流行した。秋には一度落ち着いていた

が、Go To Eat やイベント再開などで、第 3
波が到来することとなった。

～ 3 月号に続く～　（文責：事務局）

【紹介】国立環境研究所動画チャンネル　(YouTube)

「新型コロナウイルス発生の裏にある“自然からの警告”」

https://www.youtube.com/watch?v=1g3Y36z772Q

マダニの天敵 
カニムシ　
©五箇公一
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第 13 回 (2020 年度 ) 経営者「環境力」大賞　受賞者発表

事務局

2020 年度も「経営者『環境力』大賞」の募集を行いました。今年度も、環境に対してすばらしい理

念と優れた実行力を持った経営者から多数のご応募がありました。

これを受けて、2021 年 1 月 12 日に審査会を開き、応募資料、およびヒアリング結果を総合して審

査を行い、その結果、大賞 6 名、奨励賞 1 名の受賞が決定しました。

今年度も、受賞者様の理念や活動を多くの人に知っていただきたく、2021 年 2 月 26 日（金）にオ

ンラインにて「経営者『環境力』大賞顕彰式および発表会」を開催します。

また、今年度は第二部としまして、「真のグリーン・リカバリーとは～ 2 つの危機を乗り越えるため

の価値観と仕組み～」をテーマに二名の方に話題提供をいただきます。

環境力あふれる受賞者の方々のお話、脱炭素社会に向けた課題や企業の取組、さらにコロナ後の新

たな企業活動の方向性などについて学べる貴重な機会ですので、是非ご参加ください。（詳細は 14 頁）

大　賞

奨励賞

（敬称省略、五十音順）

（敬称省略）

氏名 会社名・業種

加山　順一郎
（代表取締役）

加山興業株式会社（愛知県名古屋市）
産業廃棄物処理業（産業廃棄物収集運搬業・処分業、解体業、
再生可能エネルギー事業、環境機器販売事業、養蜂事業）

千葉　智
（代表取締役社長）

株式会社フーゲツ（新潟県小千谷市）
製造業（段ボール、プラ段、パルプモウルド、成形品、緩衝材、

包装資材全般）

西村　司
（代表取締役社長）

株式会社流機エンジニアリング（東京都港区）
製造業（環境機器の設計開発・リース・販売等、トンネル工事粉じん、

石綿、放射能、DxN、土壌汚染、PM2.5 対策、大気浄化から水再生を創出）

浜野　慶一
（代表取締役CEO）

株式会社浜野製作所（東京都墨田区）
製造業（各種装置・機械の設計開発、架台・筐体設計・製作、精密板金加工・

レーザー加工、金属プレス金型設計・製作　等）

村田　弘司
（代表取締役社長）

株式会社日吉（滋賀県近江八幡市）
環境・食品・衛生等の分析・測定、浄化槽・上下水道施設維持管理、

工業薬品販売、廃棄物処理・道路清掃等の環境保全サービス

山田　博文
（代表取締役）

ヤマダインフラテクノス株式会社（愛知県東海市）
建設業（鋼構造物塗装、各種ブラスト工事、各種プラント塗装、

特殊塗装等）

氏名 会社名・業種
坂本　昇

（代表取締役社長）
雪ヶ谷化学工業株式会社（東京都品川区）
製造業（化粧用スポンジ、産業用途スポンジ）
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第 12 回 (2019 年度 )、第 13 回 (2020 年度 )
経営者「環境力」大賞 顕彰式および発表会

2021 年 2 月 26 日 ( 金 ) ( オンライン開催 [Zoom])

　　　時　間　＜第一部＞顕彰式・発表会　13：00 ～ 15：30

      　  　　                         　＜第二部＞話題提供　　      15：40 ～ 17：10  

【プログラム】

＜第一部＞

１．開会挨拶 環境文明 21 ＜ 13：00 ～ 13：05 ＞

２．祝辞　経営者「環境力」クラブ　 ＜ 13：05 ～ 13：10 ＞

３．2019 年度　受賞者発表と受賞理由の紹介 ＜ 13：10 ～ 13：30 ＞

４．2019 年度　大賞受賞者による「私の環境力」 発表 ＜ 13：30 ～ 14：10 ＞

５．2020 年度　受賞者発表と受賞理由の紹介 ＜ 14：10 ～ 14：35 ＞

６．2020 年度　大賞受賞者による「私の環境力」 発表 ＜ 14：35 ～ 15：30 ＞

＜第二部＞

７．話題提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜ 15：40 ～ 17：00 ＞

真のグリーン・リカバリーとは～２つの危機を乗り越えるための価値観と仕組み～             　
　　　「緑の復興からネットゼロ社会へ（移行の課題）」

　　　　　　　　　　松下 和夫 氏（京都大学名誉教授）

　　　「企業が考える SDGs と日本社会のリデザイン」

　　　　　　　　　　中島 伸二 氏（東京ガス株式会社　サスティナビリティ推進部部長）

８．閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　    ＜ 17：00 ～ 17：10 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　（注）お時間は前後する場合がございます。

※本来ならば年度毎に行う顕彰式ですが、コロナウイルス感染症拡大の影響で昨年度の顕彰式が
　　　　　　 開催できなかったため、今年度の顕彰式は、第 12 回、13 回の合同となります。　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　 2019 年度受賞者につきましては当会 HP にてご確認いただけます。

http://www.kanbun.org/kankyouryokutaisyou/links.html

【お申込み・お問合わせ】　申込締切：2021 年 2 月 24 日（水）
　　参加ご希望の方は事務局まで E-mail にてお申し込みください。

　　招待 URL と資料をお送りいたします。

　　E-mail：info@kanbun.org　　（事務局：松倉／尾利出）

　　　　　　　　　　          主　催：認定 NPO 法人環境文明 21　　　　後　援 ：環境省

　　　　　　　　　　　         協　賛：西武信用金庫、公益財団法人 SOMPO 環境財団、武州工業株式会社、

　　　　　　　　　　　　　　　        株式会社リガルジョイント、リマテックホールディングス株式会社



IT 社会化とコロナ鬱
新村　保子（にいむら　やすこ／東京都豊島区在住）
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環境文明 21創設時からの
読者です。かねてから加藤顧

問と藤村代表の市民からの環

境運動と市民目線の環境情報

発信に敬意を表しております。

私は 10 年前に退職し 4 年
前には転居を機に地域活動も

やめて何もしていない隠居で

す。優雅な独居老人として国

内外の旅行や観劇、趣味の追

求、やり残したテーマの勉強

会、友人たちとの会食、子供

や孫との交流などで満たされ

た生活をおくっているはずで

した。

昨年からのコロナ騒動はこ

の計画をすっかり挫折させま

した。後期高齢期をこんな形

で迎えてどうしてよいかうろ

うろしています。ハイリスク

年齢だから動くな、逆に籠っ

ているとフレイル老人になる

よと言われたり。不要不急の

活動は自粛と言われても隠居

の活動はすべて不要不急では

ないかと居直りたくなります。

このコロナ騒動を機に社会

の IT 化がすごい勢いで進ん
でいるようです。息子たちは

ほとんど家で仕事をしていま

す。去年大学に入学した甥は

まだ大学に行ったことがない

と言ってました。友人との会

合も ZOOM を介した会合に
なりました。子供や孫との

新年会も誕生日パーティも

ZOOM です。
高齢者といえども IT 化の

進展による生活の利便性は享

受しています。買物もイン

ターネット依存割合が大きく

なりました。パソコンで注文

して家まで配達してくれる、

なんて便利でしょう。銀行に

もいかないし年賀状も E －
メールでくださる方が増えま

した。ネットニュースを見れ

ば翌日の新聞はすべて読んだ

記事ばかりです。世界中の素

晴らしい景色もパソコンで見

ることができます。コンサー

トや演劇もネット配信される

時代になりました。活動自粛

の下でも物不足は生じていま

せん。これも生産活動の IT
化によるものでしょうか。

巣籠生活を支えているイン

ターネットですが、副作用も

ありそうです。インターネッ

ト上には虚実の定かでない情

報が氾濫しています。隠居に

はどの情報を信じてよいかわ

かりません。またインター

ネットにアクセスするたびに

自分の行動がネットワークに

からめとられているような気

がします。「あなたにはこの

記事 ( 商品 ) を」などという
標的広告を見るとアルゴリズ

ムだとはわかっていても見張

られているような気がしま

す。コロナで接触情報アプリ

COCOA をスマホに入れまし
た。気が付くと私の行動のす

べてが誰かに把握されている

のだと考えて背筋が寒くなり

ました。

自由に動けない、ヒトにあ

わない、しゃべらないでパソ

コンやスマホに向かう日々は

独居高齢者のコロナ鬱を引き

起こします。さらに急速な IT
社会化を自粛生活の中で体験

して往年の SF愛読者として
は人間の尊厳を十分考慮しな

い IT 化の進展は、自由の制
限される監視社会や人間を超

えたAIが人間を支配するディ
ストピアに行きつくのではな

いかとの不安に駆られていま

す。時代遅れの高齢者の憂い

かもしれませんが、これがコ

ロナ鬱を増幅しています。

ヒトとの実際の触れ合いや

自然とのかかわりがどれほど

心にとって重要かを痛感して

います。若者や子供たちに

とっても先生や友人との対面

コミュニケーションの不足や

自然とのふれあいの不足が精

神に及ぼす影響が心配です。

早くこのパンデミックが終

息して自由な活動で心の薬が

得られるようになることを切

望しています。
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今月のテーマ：福島の今

〔風〕

　過去に学んだことを活かそう………………藤村コノヱ 1
〔ながれ〕

福島の今～厳しい状況が続く………………………伴英幸 3
原発事故から 10 年―継続する被害の現状……満田夏花 5

    東日本大震災および福島第一原子力事故から
10 年目を迎えて思う事…………小林友子 7

    2050 カーボンニュートラルが「絵に描いた餅」で
終わりませんように………明日香壽川 9

   〔報告〕

環文ミニセミナー ( 第７回・前半 )……………事務局 11
第 13 回 経営者「環境力」大賞受賞者発表…事務局 13

〔エッセイ〕

　IT 社会化とコロナ鬱…………………………新村保子 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2021 年 1 月）

1 月   6 日 仕事始め。多摩川浅間神社参拝
1 月   7 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加
1 月 12 日 環境力大賞審査会開催
1 月 13 日 環境省意見交換会に藤村代表参加
1 月 18 日 環境コミュニケーション大賞審査会に

　　　　   藤村代表参加
1 月 22 日 第 7 回環文ミニセミナー開催
1 月 26 日 中央環境審議会地球環境部会に藤村代表参加

※ 1/7 ～ 1/26 全てオンライン

●経営者「環境力」大賞顕彰式・発表会

日時　2021 年 2 月 26 日 ( 金 )   午後
　※オンラインにて開催。詳細は 14 頁。

●環境倫理部会

日時　2021 年 3 月 13 日 ( 土 )13:30 ～
　※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。
(tomato331.konomidaisy@gmail.com)

2021 年 2 月号
2021 年 2 月 15 日発行
第 29 巻　第 2 号　通巻 329 号

目次 (29 巻 2 号 )

 ★環文ミニセミナー
　

　第 9 回　3 月 5 日 ( 金 )16:00 ～ 17:00

           「福島の今～厳しい状況が続く ( 仮 )」

     　　講師　伴 英幸 氏

　　　　（認定 NPO 法人原子力資料情報室　共同代表）

※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。

■ 1 月開催のミニセミナー。五箇公一先生にお話しいた

だいたのですが (11 頁参照 ) 背後に映ったお部屋には大量

のフィギュアが！画面をみて「ゴジラ？キングギドラ？？」

とかなり気になりました。というのも、私は幼少の頃、特

撮好きな弟の影響で、ゴジラ、ガメラ、ウルトラマンなど

怪獣が出てくる作品 ( 当時放送のものだけでなくレンタル

ビデオで過去作品も ) を色々観ていたからです。これらの

シリーズは昭和 30 ～ 40 年頃からあり、今も新しいもの

が撮影されています。海外で「KAIJYU」という単語は通

じるそうですし、日本の文化です！ちな

みに、１年程前から息子 (4 歳 ) に少しず

つ ” 怪獣モノ ” を勧めているのですが、

今のところ気に入ってもらえたのは怪獣

を可愛くデフォルメしたキャラクターく

らい。コロナが収まったら淡路島にある

ゴジラのアトラクションに行きたいので

家庭内での普及活動をがんばります。(M)
■外出制限が続く中、朝日を浴びて咲き始めた鉢植えの花

に春を感じてちょっと幸せな気分。そして朝のニュースで、

貧困層の為にグラミン銀行を立ち上げノーベル平和賞を受

賞したユヌス氏が “ 太陽と同じように皆が平等にその恩恵

を受けられるように ” とコロナワクチンを特許とせず世界

の公共財にするよう求めていることを知り、また一つ幸せ

な気分に。環境も含め公共財の意味を理解し、それを食い

物にするような政治や経済から脱却できれば、もっと幸せ

が増えるのに、と思うのは私だけ？／「寝る前の 10 分体

操を 20 分に伸ばした。ストレッチが大切と言われたから。」

と所長。毎日のウォーキングも続け、最近は読書傾向も少

し変わって、現在は島崎藤村の『夜明け前』にはまってい

る様子。口うるさいけれど面倒見のいい女性陣に囲まれて、

まだまだ元気です。／佐渡に住む十文字さんの活動が TV で

何度も紹介されたり、事務所のアイドルＲ君４歳が自転車に

乗れるようになったり。コロナ禍は当分続きそうですし、脱

炭素に向けた活動も長期戦になりますが、こんな小さな

幸せを見つけていくことも持続性の秘訣かと。（コ）

多摩川浅間神社の

ゴジラ自販機
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