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「2050 年カーボンニュートラル」を実現するには

加藤　三郎

今月の
テーマ

１．「脱炭素ドミノ」が始まった

昨年 10 月、菅義偉首相は所信表明演説で、
「2050 年カーボンニュートラル」、すなわち
CO2 等温室効果ガスの排出を 2050 年までに
実質ゼロにすると宣言した。これは安倍前政

権のエネルギー・環境政策からの大幅な離脱

であり、遅まきながら世界の潮流に合流する

出発点となった。政府は 12 月にはグリーン
成長戦略を策定し、洋上風力、水素、燃料ア

ンモニア等の 14 の重点分野の技術開発を支
援するとした。また同日、「国・地方脱炭素

実現会議」が小泉進次郎環境大臣主導の下で

開催され、長野県知事、横浜市長、壱岐市長、

岩手県軽米町長らも参加して、地方レベルか

らの脱炭素社会づくりを促した。本年 1 月の
施政方針演説でも、「もはや環境対策は経済

の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、

投資を促し、生産性を向上させ、産業構造の

大転換と力強い成長を生み出す、その鍵とな

るもの。」と、首相は再度強調している。

このように明確な政策転換があったこと

で、経済界も堰を切ったように脱炭素に向け

て動き出した。まず経団連が昨年末に「カー

ボンニュートラル実現に向けて」を発表し、

従来の気候変動政策に対する消極的な姿勢の

転換を表明した。また国会でも、コロナ対策

が緊急事態を迎えている中にあっても、予算

委員会で立憲民主党の岡田克也氏や自由民主

党の額賀福志郎氏が首相や関係閣僚の脱炭素

への取組や覚悟を聞いている。

こうした一連の動きを力強く主導した小泉

環境大臣は、「政権のど真ん中に脱炭素と環

境政策を入れ込む」とかねてから主張してい

たが、まさに日本でも脱炭素対策が政治の中

心部で動き出した感が深い。長いこと気候変

動対策が政治の中枢で議論されなければなら

ないと考えていた私にとって、ようやくその

時期が来たとの感を深くしている。各界にお

ける一連の流れを、小泉大臣は「脱炭素ドミ

ノ」と呼んでいるが、日本の社会が脱炭素に

向けて確実に動き出したと言えよう。

特に驚いたのは、炭素税や排出量取引制度

などで温暖化対策を進めることを強くけん制

していた鉄鋼業界が、本年 2 月、「CO2 排出
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2050年実質ゼロ」をついに正式に掲げたこと
である。この業界は、今世紀末にはゼロにする、

と言っていたのが、50年前倒しに追い込まれ
たのには政治的、経済的動きがあったとみる

べきであろう。菅内閣の実質ゼロ宣言の風圧

だけでなく、おそらく、欧米で盛んに議論さ

れている「国境調整税」の問題が今回の決定

の背中を押したのかと思われる。

２．今後 30 年で最大 12 億トンの削減が必要

昨年 11 月号の本欄で、「実質ゼロ」にもっ
ていくのは大変困難とグラフを用いて説明し

たが、同じことを数字を用いて簡単に説明す

る。日本政府が温暖化対策に乗り出したのは

1990 年だが、その年の日本の温室効果ガス
排出量は 12 億 7600 万トン。その後、社会
経済状況も変動し、特に 12 年の第二次安倍
内閣発足以来、経済成長を最優先にしてきた

こともあり、LED 照明、省エネ、ハイブリッ
ド車の出現などイノベーションも結構進んだ

が、排出削減は順調に進まず、直近の 2019
年度排出量は 12 億 1300 万トン。つまり過
去 30 年間、国民も企業もそれなりに温暖化
対策に努めてきたにも関わらず、削減された

排出量はわずか 6000 万トン程度である。
2050年に実質ゼロにするには、森林等によ
る吸収分を考慮に入れても、これから 30 年
間で 12億トン近く削減しなければならない。
政府が常に期待しているのは、技術革新だが、

これまでもそれなりのイノベーションがなさ

れてきたことを考えれば、その効果はさほど

期待できないのではなかろうか。

では何が必要か。一定の生活水準を維持し

ながら、ライフスタイルを大幅に改めて省エ

ネを徹底し、再生可能エネルギーを大幅に拡

大することだ。これまで太陽光や風力の活用

には相当努力してきたが、例えば太陽の熱利

用、日本列島を取り囲む海洋が持っているエ

ネルギー利用など幅広く進めるべきだ。さら

に森林から木質バイオマスを取り出し、同時

に植林、育林を国民運動的に展開する。都市

内緑化、建物の緑化（例えば屋上緑化、壁面

緑化など）といったあらゆる施策を本気で進

め、最大 12 億トン近くを削減するしかない。

３．少なくとも次の二つは必須

前述のように、今後はあらゆるセクターの

人々の力を総動員するしかないが、その前提

として次の二つは必須だと考えている。

第一に、これまで日本がわずかな削減に留

まった理由を公正に分析し、その結果を今後

の施策に反映することである。日本の他、ア

メリカ、ドイツ、フランス、イギリスでの削

減変化を見ると、その必要性がある程度理解

できよう。1990年の出発点での排出量をどの
国も 100とすると、資料がそろう直近の 2018
年はアメリカが 103.7、ドイツ 68.7、フラン
ス 81.1、イギリス 58.4、そして日本は 97.5で
ある。同じ先進国でも、ヨーロッパ三か国は

2割～ 4割近くの削減を達成したが、日本は
数％に留まっている。アメリカはこの間、温

暖化対策に積極的に反対したブッシュ政権 8
年、トランプ政権 4年の計 12年があるので、
これまでは日本より成績は悪い。日本では、

8年近くの安倍政権の不作為と共に、国民や
企業の側でもこの問題に対する関心や危機感

の薄さなどが、重大な停滞を招いたと私は考

えているが、詳しい分析により今後の政策展

開に反映させる必要がある。

二つ目は、これまでのようにごく限られた

専門家による審議会や専門委員会方式での

政策立案過程を抜本的に改め、女性、若者、

NPO などあらゆるセクターの積極的な参加

を促し、彼らの知恵を政策策定プロセスの中

に入れることだ。私の新著でも、この問題の

重要性を詳しく記述したが、一言で言えば、

「産官学」などと称するゆがんだ「片肺政治」

を続ければ墜落は免れないということだ。
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日本の再エネと「失われた 20 年」

菅首相の「2050 年温室効果ガス排出実質
ゼロ」表明を聞いて、「失われた 20 年」とい
う言葉が頭に浮かんだ。1997 年の京都議定
書採択を機に、日本が積極的に地球温暖化対

策に乗り出す機会は幾らでもあった。筆者は

ちょうどそのころ中央環境審議会の委員とな

り、地球環境部会などに 10 年ほど所属した
が、「厳しい温暖化対策を」という声はいつ

もつぶされた。中でも排出する CO2 に価格

を付けるカーボンプライシングの導入に猛反

対したのが、経産省、経団連をはじめとした

経済界と一部学者たちだった。

こうした消極さがあって、温暖化対策の

主役のはずの再生可能エネルギーが思うよ

うに普及しなかった。一部自治体や住民、

企業などが太陽光発電や風力発電の設置に

尽力したものの、2019 年度に総発電量に占
める再エネは太陽光 6.7％、風力 0.7％、水
力 7.7％など計 18.0％に過ぎなかった。再
エネ開発に勢いがつく欧州を見ると、ドイ

ツや英国などは既に 30％を超え、その差は
歴然としている。

日本の現行エネルギー基本計画の 2030 年
電源構成で再エネの目標は 22 ～ 24％であ
ることを考えればいい線を行く。2020 年上
半期には 23％に達した。だが頑張ってここ
まで来たのではなく、そもそも再エネに大

きな期待をかけず、代わりに原子力開発に

過度の予算を付け、結局は東電福島第一原

発事故を招いた。今夏のエネルギー基本計

画改定では、2030 年の再エネ比率を 2 倍程
度に高め、原発の比率をいかに下げるかが

焦点だ。

洋上風力に期待が高まるが

脱炭素社会に向けて政府は昨年末、グリー

ン成長戦略とその実行計画をまとめた。自動

車・蓄電池、水素、洋上風力、燃料アンモニ

ア、カーボンリサイクルなど 14 が重点分野
で、2050 年までの普及目標や支援策を明記。
乗用車の新車販売を 2030 年代半ばまでにす
べてガソリン車から電気自動車（EV）、ハイ
ブリッド車（HV）などの電動車に切り替え
ることや、水素の幅広い普及などを目指す。

再エネでは洋上風力発電に大きな期待をか

ける。日本では風力発電の総発電量は太陽光

に比べはるかに少なく、中でも 2004 年にデ
ビューした洋上風力の 2020 年 9 月現在の導
入量は 2 万 kw に過ぎない。それを 2040 年
には 3000 万～ 4500 万 kw と原発 30 ～ 45 基
分の発電容量にする計画だ。国内 9 地域ごと
の導入目標を示し、北海道と東北、九州で多

くの発電を見込んでいる。

だが洋上風力開発には多くの難題が待ち受

ける。数万点もの部品でできた洋上風力ター

ビンはもとより、基礎の製造、風車の組み立

てにサプライチェーンの構築が欠かせない。

建設や運転維持のための人材育成、拠点港の

整備、電気を消費地に運ぶ送電網の確保も重

要だ。こうしたノウハウに日本は弱い。設備

費などがかさみ、発電単価が割高になること

も十分考えられる。グリーン成長戦略全体に

言えることだが、突貫工事で作り上げた計画

だけにもろさ・不確かさが目立つ。

景観悪化や騒音などの制約も

太陽光発電など再エネには電力の供給はも

とより、分散型電源として地産地消し、災害
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時に役立てる側面がある。市民の出資によっ

て再エネで発電する「市民・地域共同発電所」

は、「小田原メガソーラー市民発電所」など

全国で 1000 基を超えた。長野県上田市の
NPO 法人「上田市民エネルギ ―」のプロジェ
クト「相乗りくん」には全国から一口 10 万
円で 270 人が出資し、企業や中学校、大学
など 53 カ所に太陽光パネルを設置した。
企業の進出もあって太陽光発電だけで電力

を賄える市町村も増えた。一方で中国系企業

が日本で固定格買い取り制度（FIT）を利用
して太陽光発電事業を手掛け、多額の利益を

得ながら所得隠しをしていた実態が明らかに

なった。他の外資系事業者も多数参入する。

得体の知れない発電事業に景観悪化などから

周辺住民の反発が強まるのは当然だ。

風力発電では、野鳥が風車に衝突するバー

ドストライクや騒音、低周波音などの問題も

ある。「日本風力エネルギー」（東京都港区）

は鳥取市の山間部に定格出力 14 万 4000kw
と国内最大の風力発電所建設を計画、2023
年に着工予定だった。だが周辺住民が騒音や

土砂災害、景観悪化が懸念されるとして建設

に反対、立ち往生している。

洋上風力発電も安泰ではない。陸上風力発

電の風車が 300 基以上稼働している秋田県
は洋上風力誘致にも熱心だ。秋田県沖の 3 海
域は政府が洋上風力への参入を促す促進区域

に指定され、昨秋から事業者の公募が始まっ

た。他の 2 海域でも指定に向け準備が進む。
だが風力発電に反対運動が起き、住民団体は

「もうこれ以上いらない」と主張する。

風力発電の環境アセスは今後大きな問題と

なりそうだ。河野行政改革担当相はアセス実

施の基準を、現行の定格出力 1 万 kw 以上か
ら、英国など主要先進国と同じ 5 万 kw 以上
にすることを要求。環境省は「生態系を軽視

できない」と考え、自治体の中にも住民への

配慮から 1 万 kw へのこだわりがある。海洋
を大規模に利用する洋上風力もアセスは欠か

せず、漁業者をはじめ海洋利用者や地域住民

との調整も重要になる。

地元の反対を押し切って大規模な風力発電

施設を建設し、電気を首都圏に送るのでは原

発と変わらなくなる。それは避けたい。

それでも「やるしかない」

政府が 2030 年代に新車のガソリン車販売
をなくすと表明したことに、日本自動車工業

会は「自動車業界のビジネスモデルが崩壊す

る」と強く批判した。EV は製造段階で CO2

をかなり発生し、化石燃料で作った電気を使

うのでは CO2 削減にならない。水素利用も

化石燃料を使った製造では意味がない。

脱炭素社会に向けて政府はグリーン成長戦

略で原子力を重点分野の一つにした。原発は

発電時に CO2 を出さないが、地震国日本で

は原発は安全性に難があることが福島原発事

故で示された。今年 2 月の福島沖地震は海底
下 55km の深さで発生した M7.3 程度の地震
なのに、宮城、福島両県で震度 6 強の激しい
揺れをもたらし、新たな不安を呼んだ。

政府が期待する CCS（CO2 回収・貯留）

はいつ実用化するか分からないし、カーボン

リサイクルやアンモニア発電も実現の見通し

は立たない。こう考えると石炭火力など化石

燃料使用の代わりに太陽光、風力発電を主に

再エネに頼らざるを得ないのが実情だ。

環境アセスを手を抜かずにやり遂げ、自

治体や住民の協力で再エネ普及に全力を挙

げるべきだ。政府は企業の脱炭素の技術開

発を支援する 2 兆円の基金を設けるが、見
通しがはっきりしない技術に将来を託すだ

けでなく、高い目標を掲げて再エネ開発や

省エネに取り組む必要がある。ゼロカーボ

ンや気候非常事態を宣言した自治体が増え

ても、2050 年カーボンニュートラルはハー
ドルが高い。

最近まで温暖化対策に背を向け日本の周回

遅れを招いた経産省の猛省も求められる。
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昨年の今頃（2 月初旬）、日本における脱
炭素化について、具体的な技術やプラクティ

スと関連付けてよりわかりやすく描くことは

できないか、IGES ではそんな検討をしてい
ました。しかし、所内でも意見の違いがあっ

て、これだという一つのイメージに合意する

ことは困難でした。それで「ロックインシナ

リオ」と「トランジションシナリオ」を設定

して、それぞれのスタッフが持つイメージが

この二つのシナリオのどこかに落ちる、そん

なものとして描き出すことにしました。

「ロックインシナリオ」は、家庭、業務、

運輸、産業などすべての分野で相応の省エネ

が進むが、依然として化石燃料主体の現状の

技術を延長したシステムを想定し、これに

CO2 の貯留や炭素の吸収を加えて、ネット・

ゼロ社会を達成するというものです。一方で、

「トランジションシナリオ」は、すべての分

野で再エネによる電化が進み、エネルギー利

用の効率化が徹底。基本、再エネによって支

えられる社会が構築されるというものです。

このような技術の比較をする時の視点とし

て重要なことは、想定しているものが「エン

ド・オブ・パイプ型」技術か、あるいは、従

来の技術とは抜本的に異なった「革新的な技

術」か、という点です。エンド・オブ・パイ

プ技術は、問題の根っこを残したままで、新

たなエレメントを付け加えることになるの

で、必ず元の技術より高価になります。ロッ

クインシナリオは、エンド・オブ・パイプ型

の解決策です。

比較分析の結果、上記の点に加え、CO2 の

貯留に関するリスクが少ないこと、膨大な額

の化石燃料の輸入代金（2015 年時点で約 19

兆円）を節約できること、さらには、エネル

ギー安全保障が改善できることなどの観点か

ら、トランジションシナリオを目指すべきと

の結論になりました。この結果は、昨年 6 月、
IGES リサーチレポートとして公表されまし
た 1。また、昨年の 12 月には英語版 2 が完成

し、現在、日本語の普及版を作成中です。

昨年 10 月には、日本も 2050 年カーボン
ニュートラルを宣言しました。その後、米国

でバイデン政権が成立し、米国も 2050年脱炭
素に向け動き始めました。欧州や中国もすで

に脱炭素にコミットしており、今年の COP26
を契機に、脱炭素に向けた動きがグローバル

に大きく進展していくことになります。

このような全体状況を受けて、IGES では
アジアにおける脱炭素化はどう展開するか検

討を始めています。脱炭素化は、もちろん日

本国内で独立して進むのではく、広く国際的

に進展するものです。アジアを見ることで日

本の脱炭素戦略にも新たな視点を提示できれ

ば良いと考えています。

アジアの脱炭素化を考えるに当たり、何

が日本と大きく違うのかを明確にすること

が大切です。英国の経済学者、ラワワース

が作成した、「オックスファムのドーナツ（図

参照）」が、その違いを端的に示しています。

この概念は、プラネタリー・バウンダリー

を提唱し、その範囲内で経済活動が行われ

る必要があると主張したロックストローム

が著した「Big World Small Planet」3 でも紹

介されています。この図は、「人類の活動は、

貧困や医療、教育などの社会的な基盤をしっ

かりと整備する一方で、気候変動などの地
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1 https://www.iges.or.jp/jp/pub/net-zero-2050/ja
2 https://www.iges.or.jp/jp/pub/net-zero-2050en/en
3 日本語版は、「小さな地球の大きな世界：プラネタリー・バウ
ンダリーと持続可能な開発」、2019 年、丸善出版。

オックスファムのドーナツ

球環境問題にきちんと対応し、地球の容量

の範囲内で収める必要がある」ことを示し

ています。図の「人類にとっての安全かつ

公正な空間」に該当します。 
しかし、現実には、その空間に入っている

国はありません。先進国は「環境の天井」を

突破してしまい、途上国は「社会的な床」を

整備できていません。つまり、途上国の脱炭

素化を議論するに当たっては、この社会的基

盤の整備を最優先するとともに、先進国の進

めてきた「大量生産・大量消費」とは異なる

モデルをどう構築してくかが焦点となるので

す。脱炭素リープ・フロッギングが求められ

ているのです。

この議論をするときによく出される例が、

携帯電話です。もう 30 年も前、私がアジア
開発銀行で働いていた時には、固定電話によ

る通信は途上国にとって高根の花で、膨大な

施設とインフラを整備するには何十年もかか

ると考えられていました。その後、膨大なイ

ンフラを必要としない携帯が発展したこと

で、コミュニケーションに関して、途上国は

一気に先進国と同様な状況を作りだすことが

できました。

この例は、エネルギーの脱炭素化にも当て

はまるでしょうか？実は、アジアの途上国

は、自然エネルギーのポテンシャルが膨大で

あり、太陽光や風力などの再エネで、十分に

自らのエネルギー需要を満たせることが明ら

かになっています。また、再エネのコストは、

既にアジアの多くの途上国でも、既存の石炭

火力の利用よりも低くなってきています。し

かも、太陽光や風力の技術は、分散的で小型

で、かつ維持管理が容易であり、途上国でも

十分に使いこなせるものです。だから、再エ

ネが携帯と同じような展開をする可能性は、

今後、十分にあると思います。

アジアは、今世紀半ばにかけて、ますま

す世界の工場としてその経済的な活動を活

発化させていきます。そのアジアは、今、

すでに石炭中毒（Coal Addiction）と国際
的に非難されています。その化石燃料に依

存した状態を放置することは、現状をさら

に悪化させるだけなのは明白です。石炭に

使う資源を再エネに転換することで、世界

で最も深刻な大気汚染の状況を改善し、何

百万人もの早期死亡を根絶することができ

ます。また、自ら使いこなせる再エネを普

及させることは、地方の経済を発展させ、

多くの仕事を作りだせます。さらに、安価

なエネルギーへのアクセスが向上し、例え

ば夜にでも勉強できるようになり、教育や

能力開発も進みます。もちろん、国際収支

の改善やエネルギー安全保障の改善により、

国全体にとっても大きな便益があります。

再エネは、このように多くの共便益（コベ

ネフィット）を生み出すことができ、特に社

会的な基盤が弱い途上国でより効果が高いの

です。日本とアジアが、お互いに強みを補完

しあって脱炭素化を進めていくことができれ

ば、アジアの未来は明るいと信じています。
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三上　直之 ( みかみ　なおゆき／北海道大学　准教授　環境社会学・科学技術社会論 )

新型コロナの緊急事態宣言が延長される

中、森喜朗氏の口から飛び出した差別発言

は、結局、本人がオリンピック・パラリン

ピック組織委の会長を辞任して責任を取る形

となった。弁解の余地のない問題発言であっ

たが、「女性がたくさん入っている理事会は

時間がかかる」という言葉には、皮肉にも真

実が含まれていた。「女性」に限らず、それ

まで公の議論の場から排除されてきた人たち

を迎えて話し合おうとすれば、「時間がかか

る」のは当然のことだからである。マジョリ

ティが無視したり、意図せずとも見落とした

りしてきた事柄が、「わきまえない」人々に

よって新たに持ち出されて、時には議論が紛

糾するような状況が生じることをむしろ期待

するのでなくて、何のためのクオータ制だろ

うか。「時間がかかる」ようになるのを参加

者の性別のせいにするのはお門違いも甚だし

いが、話し合いに長い時間をかけるのを一概

に好ましくないことだと決めつける姿勢にも

問題がある。

そんなことを感じたのは、昨年秋から暮

れにかけて、大阪大学や国立環境研究所の

共同研究者らとともに、脱炭素社会への転

換をテーマとした、ある意味で「時間がか

かる」会議を開いたばかりだったからかも

しれない。「気候市民会議さっぽろ 2020」と
名づけたその会議は、2019 年頃からフラン
スや英国を始め欧州の国や自治体に広がっ

ている無作為抽出型の気候市民会議（climate 
citizens’ assembly）を、全国に先がけて試行
したものだった。脱炭素社会に向けた議論

を、日本でも本格的な市民参加で行う可能

性を探る研究の一環として、札幌市や北海

道環境財団、RCE 北海道道央圏協議会と協
働して行った。

16 歳以上の札幌市民 3000 人を無作為抽出
して案内状を送り、応募者の中から、年代や

性別が市全体の縮図に近づくようにさらに抽

選し、10 代から 70 代の参加者 20 人を選ん
だ。会議は完全にオンライン（Zoom）で行い、
11 月上旬から 12 月中旬にかけての 4 回の日
曜日に、計 16 時間、議論した。
札幌市は昨年２月、2050 年までに温室効

果ガスの排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボ

ンシティ」の宣言を行い、気候変動対策の新

しい行動計画を策定中である（今年 3 月に策
定予定）。そこで会議では、「札幌は、脱炭素

社会への転換をどのように実現すべきか」を

テーマに掲げ、実質ゼロを実現したまちのす

がたを構想する「脱炭素社会の将来像」や、「エ

ネルギー」「移動と都市づくり、ライフスタ

イル」といった論点を設定し、これらを一つ

ずつ取り上げながら話を進めた。

会議終盤に行った投票の結果、参加者は、

2050 年までに排出実質ゼロを無理なく実現
できる対策を求める意見で一致し、20 人中
7 人は、より早い時期の実質ゼロ達成を目指
すべきだと考えていることも示された。脱

炭素化したまちの姿として、「住宅の断熱性

性能の向上」や、「蓄電池が普及して災害に

も強いまち」「空気のきれいなまち」などの

将来像が、圧倒的多数の参加者から支持さ

れた。他方で、自転車利用の拡大や「自家

用車の利用削減と脱マイカー社会」、大量生

産・大量消費・大量廃棄の経済社会システ

ムの改革といったビジョンをめぐっては、

実現を強く求める意見と疑問や反対意見と
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があり、市民の間で引き続き議論を深める

べき論点も浮き彫りとなった。これらの結

果は速報版の報告書として公表し、１月下

旬には札幌市にも正式に報告した。今後、

新たな行動計画を始めとする市の気候変動

対策に活用される見通しである。

この会議について重要なのは、初めから気

候変動対策やエネルギーの問題にとくに関心

の高い人だけが集まった場ではなかった、と

いうことである。参加者の一人である主婦

は、会議を振り返って「聞き慣れない専門用

語も多くて、最初はちょっと場違いな所に来

てしまったのかなと思ったが、話していくう

ちに、（住宅の）断熱のことも、電気自動車

のことも、自分たちの生活に関係することが

多く、今までこういうことを考えずに生活し

てきたので、参加してよかった」と話してい

た。大学生の参加者も「環境問題って、偉い

人たちがだらだら話し合っている、自分から

遠いところの話だと思っていたけれど、身近

な問題として考えられた」と述べていた。

また、別の参加者は「実質ゼロにするた

めには、色々と制限されて生活が大変にな

るというイメージしか抱けなかったけれど、

話し合っていくうちに脱炭素社会に転換す

ることで、他の面でもプラスに働くことが

あると気づいた」という。ふつうの市民が、

くじ引きで選ばれたことをきっかけに議論

に加わり、問題を自分に身近なものとして

引き受け、解決策について熟慮する態勢が

生まれていく過程が、ここにはある。

札幌での試行を通じて、気候市民会議とい

うやり方が、脱炭素社会への動きを市民の議

論を通じて加速させるための方法として、日

本でも大きな可能性を有するものであること

は明らかになった。ただ、これは間違いなく

「時間がかかる」会議である。参加者は、各

論点の議論に先立って、国立環境研究所の江

守正多さんを始めとする、総勢 11 人の参考
人からレクチャーを受けて学習した。その上

で、オンラインでも議論しやすいよう 4 人ひ
と組の小さいグループに分かれ、毎回 1 時間
から 2 時間程度、議論を重ねた。各回の議題
の構成や、情報提供を行う参考人の人選につ

いては、私たち主催者側が、地元の関係者、

専門家の助言も受けつつ、あらかじめ 3 カ
月以上かけて検討した。これまで議論に深く

関わってこなかった一般の人たちが参加する

会議には、手間や時間がかかる。しかし適切

なステップを踏めば、それは十分実行可能で

ある。そのための気候市民会議というフォー

マットなのである。

しかもこれは、ただ実行可能なだけでな

く、必要なことでもある。脱炭素社会への

転換は、どんな方法で行われるにしても、

大多数の人の生活に著しい変化を生じさせ、

経済社会のあり方を劇的に変容させること

になるだろう。それぞれのまち、地方、そ

して日本全体で、いかなる方針や方法でこ

れを実現すべきかについて、異なる立場の

人々が参加して議論を行い、広範な合意を

形成することが欠かせない。その点で、既

存の社会的意思決定のしくみは力不足であ

り、話し合い方、物事の決め方にも新機軸

が求められている。こうした「民主主義の

刷新」（democratic innovation）を同時に起
こせなければ、脱炭素社会への転換は到底

実現しえない。このことに多くの人が気づ

き、行動し始めている現実が、欧州での気

候市民会議の広がりの背景にはある。

このような動きを日本でも起こしたいと望

むなら、悠長に構えている余裕はない。個人

的には、これからの数年が重要な局面になる

と感じている。札幌での気候市民会議の経験

が広く参照され、脱炭素社会に向けた真の対

話が各地に生まれることを期待したい。
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2．新型コロナについて

新型コロナによる米国での死者数は 40万人
を超え、第二次世界大戦での死者数を超えた

とも言われ、日本の死者数は既に中国の公式

報告数を超えている。新型コロナはインター

フェロン（免疫を高める物質）を抑制して重

症化させるが、エクアドルでは抑制機能が上

り強毒性化した系統進化の可能性も指摘され

る。ウイルス学的にも、感染力と環境適応力

が非常に高く温度も湿度も関係なく広がる特

異性があり、無症状から重症まで症状も様々

で特効薬もない。発生から 1年経っても猛威
を振るい続ける油断ならないウイルスだ。

さらに不顕性感染事例が多いため、何も対

策をとらなければ重症者の発生可能性が続く。

発見されて間もない感染症でわからないこと

も多いので、十分な警戒が必要だ。絶えずコ

ロナを意識し、まず他人に感染させない・感

染を拡大させないことが重要だ。経済と感染

対策を天秤にかけるのではなく、感染対策の

先に経済発展があるとの一つの軸で考えなけ

ればならない。Withマスク、Withソーシャル
ディスタンスを常識に、新しい生活様式をベー

スにした経済・社会システムの進化が必要だ。

新型コロナと同様、他のウイルスも常に

進化している。例えば 2009 年に大流行した
豚インフルエンザがいずれヒト型に進化す

るのではとの懸念があり、その場合は現在

のワクチンはすべて無効になる可能性も懸

念されている。国際政治・経済の流れの中

で WHO のパンデミックに対する動きは後
手に回りがちで、2014 年のエボラ出血熱で
も対応の遅れから被害が拡大したことから、

各国は国際機関に頼らず自国を守るとの意

識を持たざるを得ない。

３．コロナ禍から学んだこと

新型コロナは自然界の摂理として人間社会

を襲っているとも言える。自然界は太陽光エネ

ルギーのみを元にした、上位の生物ほど数が少

なくなる安定した生態系ピラミッドによる輪廻

転生、完全無欠の循環システムだが、人間の登

場によりシステムに狂いが生じた。78億ほど
の人間は生態系ピラミッドの最上位捕食者とな

り、下位の生物相からあらゆる資源を吸い上げ

て生物を滅ぼし、生物多様性の劣化を引き起こ

した。更に、太陽のエネルギーと資源だけでは

足りず、化石燃料を掘り出しエネルギーとして

使い、プラスチックなどの化学物質の生産にも

充てた。しかし化学物質を分解して循環させる

菌類は自然界には存在せず、環境内に残留し環

境汚染となる。また石炭、石油の燃焼により発

生する大量の温室効果ガスを森林が吸収しきれ

ず地球温暖化がもたらされる。温暖化、廃棄物、

生物多様性劣化という地球環境の三大問題の根

源はすべて人間の大量消費大量廃棄にある。

増えすぎた「種」には天敵が現れ数を減少さ

せバランスを取り戻すのが自然界の摂理で、新

型コロナを含む感染症もそのメカニズムとして

誕生したといえよう。生物多様性の保全は人間

社会の持続性のための安全保障と捉え、生物多

様性の破壊を止め自然と共生する社会を構築し

ていくしかない。

自然との共生は、ゾーニングにより野生生

物界と人間社会が棲み分けて、各々が取り分

と住処をわきまえて生きていくことで実現す

るが、人間はそれを破壊して野生生物の領域

に入り込みすぎたため、多くの生物が滅ぼさ

れ、逆に人間もウイルスの攻撃を受けている。

人類の危機を乗り越えるには生活変容が必須

だ。資源搾取型のグローバリゼーションの社会

1月22日(金)開催のミニセミナー、五箇公一講師による「生物多様性と新型コロナ」の後半をご紹介します。
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から脱却し、地方分散型のローカリゼーション

/ 地域に根ざした持続的社会へとパラダイムシ

フトし、あらゆるシステムを地域で回していく

「地産地消」のライフスタイルが求められる。

コロナ禍は、医療用マスク不足に象徴される

ように、効率化と経済性重視で異常なまでに発

展したグローバルサプライチェーンがもたらし

た災害とも言える。今後は、SDGsの精神に則り、
それぞれの国や地域が自立した独自の経済・社

会を持ったうえで、お互いに適度な張力でバラ

ンスをとり、それぞれの持ち味でグローバルに

共生するという自立連携に基づく健全なグロー

バル化に向かわなければならないだろう。

地方分散、地域分散型の経済社会の構築が

必要であり、その際には、人的資源としての

多様性・個性、地域資源としての環境や文化

の固有性を尊重・活用することが肝要だ。

４．日本の将来に向けて

歴史的に見て、日本ほど自然共生型の持

続性の高い社会を維持してきた国はないだ

ろう。縄文時代という自然共生社会が 100
世紀も続いたが、農耕文明に進化した他の

地域に比しても当時の日本の文明は進んで

いたとされる。江戸時代には鎖国政策のも

と世界有数の経済大国となり、里山での農

耕主体の生活様式（村社会）をベースに、

幕藩体制により持続的な地方分散型社会を

確立した。放置すれば極相林となって生物

多様性が劣化する温帯モンスーン気候の日

本で、里山が生物多様性を高め、日本人は

豊かな生物多様性が生み出す生態系機能か

ら「自然の恵み」を受けてきた。

しかし現代になって共生関係は崩壊し、農

業は集約化＝化学肥料依存により循環型では

なくなり環境を劣化させた。更に農産物の輸

入により第 1 次産業が衰退したことで里山
は劣化し、里山で育まれた固有生物が減って

劣悪な環境でも生きられる外来種が跋
ば っ こ

扈する

こととなった。今や資源消費大国、海外の資

源に依存するパラサイト状態の資源依存貧大

国・日本には、自然災害や感染症のみならず、

経済的な危機、国際競争力の低下、海外から

の資源枯渇など様々な危機が迫っている。

新型コロナをきっかけに、日本を自立した

国として立ち直らせなければならない。まず

は IT や自動化技術を活用して第一次産業を
活性化し、地方社会にスマート技術を実装し

て地域格差をなくし、若い人材を地方に分散

させて地域社会を盛り立てる。更に地域環境

に適した再生エネルギーシステムを採用して

地域ごとにエネルギー循環を実現する。

注目の EV車は大量のレアメタルが必要に
なるという盲点があり、化石燃料の採掘を途

上国のレアメタル採掘に代替させているだけ

で、現状では製造工程から廃車に至るまでの

CO2 排出量はガソリン車より大きいという試

算もある。電力生産においても、メガソーラー

の設備は多量の廃棄物となるだけでなく、地

方の景観を損なう。都市部の電力需要を地方

が供給するのではなく、地域のエネルギー需要

は地域で満たすべきだ。また持続的な商工業の

維持のためには、いずれ撤退する大型施設では

なく、地元密着型の商店街の育成が必要だ。

地方分散型社会の構築には、自然災害に対

するオールマイティな危機管理体制の確立が

必要だ。喫緊の課題である新興感染症対策に

ついても中心的な組織を作るべきだ。感染症

対策の根本には生物多様性の管理があること

から、環境省が主体となって、様々な省庁と

連携して進めるべきである。東京一極集中が

新型コロナ感染症の終息を妨げていることか

らもわかるように、危機管理の強い国にする

には首都機能分散が肝要だ。技術革新により

地方分散型社会は実現可能になりつつあり、自

然循環型の持続的な国家をめざして政治機能の

分散に踏み出して初めて、日本は開かれた強い

自立国家になれるだろう。　　（文責：事務局）



環文ミニセミナー ( 第８回 )
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報 告

2月5日(金)にオンラインで開催いたしました、第8回環文ミニセミナーの概要を紹介いたします。

第8回「学び考え行動する人をどう育てるか」

日時：2月5日（金）16:00－17:00
講師：浅利 美鈴 氏
　（京都大学大学院地球環境学堂　准教授）

大学院で、食品ロス、プラスチックごみ、

災害廃棄物などをテーマにごみ問題を扱って

きたことをベースとして、SDGs をキーワー
ドに、学生と取り組んで来た事例を紹介する。

日本では COP3 京都会議（1997）の後で地
球環境問題への意識が盛り上がったが、2010
年頃になると関心・認識がかなり下がってき

た。私は学生時代に「京大ごみ部」を立ち上

げて普及啓発活動を行ってきたが、2013 年
から「エコ～るど京大」を学生と共に開始

し、学生の発案で様々なプロジェクトを実施

している。学生の着想と実行力は素晴らしく、

2018 年には、「京都着物企画」という京大学
部生の活動とのコラボで、「Kistory」( 着物、
ストーリー、ヒストリーをかけた造語 ) とい
うイベントを開催し、毎年２回開催している。

現代の若者は大量生産、大量消費型の社

会の変革が必要と考えているようだ。モノ

に苦労したことのない世代で、モノへの執

着がなく「シェア」することへの抵抗もな

い、モノより心の豊かさを重視する彼等を

見ていると、モノの所有に対する感覚が変っ

てきていると感じる。

そうした活動を企業が黙って見ているわけ

もなく、協力企業も増えている。例えばラジ

オ局とのコラボで、早朝 6：45 から「今日
も明日も SDGs」という Zoom 番組を放映し、
17 日間で SDGs の 17 目標を一つずつ取り上
げ、わかりやすく解説した。

2015 年の SDGs 採択の翌年に入学した学

生からの、中学や高校では盛んな SDGs を学
ぶ機会が大学にはないとの指摘から、SDGs
について学び始めた。議論だけに終わらない

よう、学生の気付きをベースに SDGs の 17
目標をひとつずつ具体的に考え、翌年以降は

17 項目をそれぞれ掘り下げた活動を、学生
の発案で続けている。

それに加え、地元京都の小学校からの依

頼をきっかけに、SDGs をキーワードとした
環境教育＝ SDGs 教育プログラムも実施し
ている。SDGs についてレクチャー（5 年生
対象）し、その後「SDGs ノート」に 1 ヶ月
間の気付きや発見を各目標のページに記載

するという宿題を出し、後日グループワー

クで意見交換を行う。これらの作業により

17 項目の社会問題を見る目が養われ、子供
達は SDGs の観点から物事を見るようにな
る。ある小学校では、SDGs17 項目の視点で
地域内の課題や継続すべきことを見つけ出

して SDGs マップに記載し、地域住民も参
加する発表会を行ったところ、地域計画に

反映されたという実績もある。

授業自体は総合学習の時間に行うが、先生

方の工夫により他の教科とも連携できてお

り、共通の素材である SDGs を媒介として各
教科の繋がりが出来ている。さらに、幅広い

社会問題を扱う SDGs を考えることで、子供
達の多様な関心を高め、彼等の個性が発揮で

きる場になるのではないかと考えられる。

SDGs は「世界共通語」であり、SDGs 教
育により若い世代の社会的センスが磨かれ、

社会課題を体系的に整理して学ぶことが可

能になる。私も、ごみを研究するにあたっ

て体験した閉塞感が SDGs により解消した
と感じている。



第 13 回 (2020 年度 ) 経営者「環境力」大賞　授賞理由

2021年 2月 26日、2020年度「経営者」環境力大賞顕彰式をオンラインで行いました。この日は、コロ
ナ感染拡大のため急遽中止となった 2019年度顕彰式も併せて行いました。　
　例年とは異なる顕彰式の詳細は来月号でお伝えしますが、ここでは今年度(2020年度)大賞受賞者の皆様の
受賞理由についてご紹介します。(なお2019年度の方については会報318号で紹介しています。)
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加山興業株式会社　代表取締役　

　加山 順一郎 （かやま じゅんいちろう）氏

名古屋市を中心に、産業・一般廃棄物の処

理・再生を行う会社で、創業以来「とっても

頑固なごみ屋さん」として適正処理を続けて

いる会社。優れている点は、

・ 中小企業向け SBT 策定に当たり CO2 排出

量データの公表に努め、再エネ 100% 目標
を設定するなど、パリ協定はじめ国際的動

向を把握し率先的に取り組んでいる点。

・ 地域との共存を図るため、環境指標生物の
ミツバチを飼育したり、小学校への出前授

業を積極的に行うなど、地域とのつながり

を重視している点。

・ 従業員のグループ討議で目標設定を行った
り、家族の社会見学会も行うなど、共に成

長するパートナーとして、心身ともに健康

で働き甲斐のあふれる職場づくりに励んで

いる点。

・ 途上国の環境保全にも貢献したいと JICA
の案件にも参加し、その経験を今後も活か

していきたいという国際的な視点も持って

いる点。　

株式会社フーゲツ　代表取締役社長　

　千葉 智 （ちば さとし）氏

段ボールなど包装資材の設計、製造、新製

品の開発を行う会社。優れている点は、

・ 会社として大切な価値観と仕事上の総合的
ガイドラインを記した「道」を作成し、「道

をもって人と為す」の企業理念とご本人の

倫理観を明確にし、それを社員と共有する

ため、社員満足度調査を毎年行い分析に沿っ

て日々活動している点。

・ CO2 削減を成果指標とし、不良品削減、生

産性向上、納期遵守率向上、在庫回転率向

上など環境保全と感じない目標設定に沿っ

た活動を行い、CO2の大幅削減を成し得た点。

・�「会社とは、社員その他の利害関係者の幸

せ追及の場」として、業務報告会を教育訓

練の場とし、自由闊達な組織づくりに向け

たチーム活動を奨励し、実践的な教育を重

視している点。

・�売上高ではなく経常利益向上のため、営業

地域は会社から半径 30㎞以内、顧客は価値
観を踏まえカテゴリー分けするなど他社と

の差別化も図り、安定した高収益が出せる

体質に改善している点。　

株式会社流機エンジニアリング　

代表取締役社長　

　西村 司 （にしむら つかさ）氏　

� 流体機器、圧力流量制御装置などの設計・

開発から原子炉廃炉対策や宇宙産業向け製品

も扱う「宇宙から地中まで扱う環境装置メー

カー」。優れている点は、

・�100 年先を見通し、社員には実感できる将
来として 10 年、20 年後の事業骨子を示し
て実現のためのマイルストーンを作成し、

毎年の目標に落とし込むなど社員を巻き込

んだ計画策定を行い、中長期的な戦略性を

持っている点。

・�新技術開発では他社と連携し共同特許をと

るなど、業績の向上が社会貢献の規模との認

識のもと、社会全体の環境改善と共に経済と

環境の一体化こそが経営基盤として、それを
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実現しようとする強い意志を持っている点。

・�「働くことの価値」に一番力を入れ、どの

ような注文にも必ず応えられる技術集団と

してのスタッフを育成し、絶えず成長や挑

戦が求められる世界で、目的を介して皆が

力を合わせ充実した楽しい時間が過ごせる

会社を目指している点。　

株式会社浜野製作所　代表取締役 CEO　

　浜野 慶一 （はまの けいいち）氏　

金属の複合加工を行う会社。優れている

点は、

・�危機に瀕した町工場への思いから、地元墨

田区一丸となって町工場を PR し、他社と
も連携して持続的に成長する「町工場」を

増やす努力をしている点。

・�「おもてなしの心」の経営理念のもと、常

に先進領域への技術挑戦も続け、「新たな先

進都市型のものづくり」を目指している点。

・�社員が自分の仕事と向き合いながら毎年の

経営計画書を作り、その目標を基に定点観

測を行うなどして、発想力とやり抜く力を

備えた技術者を育成している点。

・�アイデアはあるがモノづくりのノウハウがな

い起業家や新規事業開発に対し、アイデアを

具現化し製品を市場に出す支援を行い、環境

配慮型のベンチャー企業を生み出している点。

・�下請け体質脱却のため加工技術を深化さ

せ、脱炭素化に熱心ではない大企業にも積

極的提案を行うなど、よりよい環境を残す

責任を果たそうとしている点。　　　　

株式会社日吉　代表取締役社長　

　村田 弘司 （むらた ひろし）氏

� 国内外の環境問題解決にむけ、科学的手法を用

い、分析測定、施設管理、工業薬品販売、環境

保全などに取り組む企業。優れている点は、

・�「会社は社会に貢献できなければ存続できな

い。それを支える技術を持って初めて社会に

貢献できる」の経営理念のもとに、地元琵琶

湖の水質保全からスタートし、その経験を活

かし、国内外で、測定・分析などの科学力を

持って環境課題の解決に尽力してきた点。

・�エッセンシャルワーカーとしての事業に留

まらず、それらを基礎とした事業で、経済

と環境の一体化を図ってきた点。

・�JAICA などを通じて、途上国の人材育成に
尽力し環境エキスパートを数多く輩出する

一方、地元では小学校への環境研修会や中・

高生のインターンシップなど、次世代の人

材育成に努めている点。

・�在宅勤務制度や育児介護休暇制度などをい

ち早く導入し、働き方の多様性を確保して

きた点。　　

ヤマダインフラテクノス株式会社　代表取締役　

　山田 博文 （やまだ ひろふみ）氏　

自ら開発した循環式エコクリーンブラスト

工法を用いた塗装で、橋などの構造物の長寿

命化を進める会社。優れている点は、

・�橋の架け替えなどで生じる産業廃棄物を大

幅削減するとともに、作業工程で生じる粉

塵やCO2の排出量を抑制する工法を開発し、

日本に定着させたいとの思いから、特許は

取らずに普及に取り組んだ点。

・�新設に拘りがちな建設業にあって、腐食や

金属疲労を防ぎ、長持できる構造物を目指

して、業界全体の変革を促している点。

・�地元工業高校生に塗装教室を開いて「鉄の

町」の伝統を伝えたり、従業員には定期的

な勉強会を開催するなど、人材の育成と、

建設職人全体の底上げ、処遇改善に尽力し

ている点。

・�従業員には常に「人として」立派になって

ほしい、人としてのマナーや生き様を社員

とともにつくり上げていきたいという思い

から、顔の見える適切な事業規模を維持し

ている点



環境文明 21 での活動を通して

岸波　秀美　( きしなみ　ひでみ／ 2020 年度インターン生 )
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環境文明 21 でのインターンを通して感じ
たことや、学んだことを書かせて頂きます。

1．環境を守るためには人間の根本である

文明を改革していくこと

今日に至るまでの環境破壊は、他でもな

く人間の文明の発展と共に進んで来ました。

21 世紀最大の課題である環境問題に立ち向
かう為には、これまでの社会そのものを変え

ていかねばなりません。現在、「エコ」「サス

テナブル」「SDGs」という言葉が世間一般的
にも広まり、社会が変わりつつありますが、

それでも本質的な問題はまだまだ取り残され

ているような気がします。その本質的課題と

は、人間の価値観の対立や不調和にあると思

いました。これらは多くの人間の心に潜在す

る「今だけ、金だけ、自分だけ」という欲望

の元から生まれます。この欲望をふと立ち止

まって考えられる人間を増やす為に必要なの

が、「環境教育」であり、現代人に失われつ

つある「倫理観」なのだと思います。

また、このような内面的変化は、放置して

いて生まれるものではないため、国のシステ

ム自体が変わっていく必要があります。すな

わち、国の舵を切る政治が環境への意識を向

けていることが非常に重要となります。しか

し、政治も放っておいて動く訳ではなく、国

民が声をあげ、政治を動かさなくてはなりま

せん。だからこそ、国民の最前線に立ち各々

の市民力を高め、今ある政治に対して長期間

的視点で政治提案を行い、国の経済・環境の

行方を左右する企業へ環境への配慮を促す、

「環境文明 21」こそが日本の未来を変えてい
く大きな鍵であると感じました。インターン

生として環境文明 21の一員になれたことは、

自分も未来を変えていく人間の一人になっ

た、という思いで、今後も日々の勉強を積み

重ねたいと思いました。

2. 自己成長としての学び

インターンを通し感じたことは、1つ目に
「環境に関する勉強は深くも広くも必要」とい

うことです。環境文明 21主催の勉強会や倫
理部会では、これまで自分の知らなかったこ

とをたくさん知ることができました。例えば、

日本での NPOの位置づけであったり、カー
シェアリングの存在であったり、リニアモー

ターカーの問題であったりと、どれも自分一

人では知り得なかった事柄でした。環境に関

する討議の中でも、教育から、政治・経済、

海外事情や日本の歴史など、環境問題に取り

組むためには広い範囲での知見が必然的に求

められると感じました。また、広く浅い知識

ばかりだけでなく、特に関心のある分野はと

ことん掘ることも大事だと思いました。一口

に環境と言っても、様々な分野で活躍なさっ

ている方々が集い、それぞれの得意分野に基

づいて話し合う姿を目の当たりにし、私も関

心ある分野について専門性を高めていきたい

と思いました。２つ目に、「人から学ぶこと」

です。このインターン期間、環境についての

知識や、環境に纏わる仕事や働き方など、多

岐に渡って多くのことを学ばせて頂きました。

その中でも、様々な経歴をお持ちの方々と出

会い、これまでの経験や、今どんな思いをお

持ちなのかなど、ここでしか聞けないような

貴重なお話を伺えたのが何より刺激的で嬉し

かったです。私は１月でインターン生として

の役目を終えますが、これからも環境文明 21
の皆さんの元で成長していきたいと思います。
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「ボラセン」をご存知ですか?

東日本大震災の発災から

10 年が経ちました。改めて、
亡くなられた方たちのご冥福

と、被災した方々の苦しみが

一日も早く癒えますよう、お

祈り申し上げます。

読者の中には、先の大震災

やその他の災害時に自ら災害

ボランティアとして被災地に

赴いた方も多くいらっしゃる

と思います。

ところで、あなたがお住ま

いの地域では、災害ボラン

ティアセンター（通称「ボラ

セン」）がどこに設置されて、

どのように運営されるのかを

ご存知ですか？

ボラセンは、大規模災害の

発生後に臨時で設置され、困

りごとを抱えた被災者と駆け

つけたボランティアとをつな

ぐ機能を果たします。行政

が設置して、地元の社会福

祉協議会が運営主体となり、

NPO・ボランティアなどが協
力するものが多いようです。

今年 1 月、私は、地元の市
民活動団体「復幸ボランティ

ア やらざあ駿河」の一員と
して、静岡市駿河区でのボラ

セン立上げ訓練に参加しまし

た。地域福祉共生センター

「みなくる」がボラセンの拠

点施設に決まったのは、2 年
半前 (2018 年 10 月 ) のこと。
今回の訓練は、資機材もま

だ揃わない中、さらにコロ

ナ禍で「密」を避けながら

の試行となりました。

うまく行く訓練は失敗!?

専門家の講義を聴きなが

ら、訓練は、机や椅子の搬

出に始まり、テントの組み

立て、ボランティア受入れ

のシミュレーション（受付、

支援ニーズのマッチング、

資機材の貸出など）へと展

開。私は、市社協の職員さ

んと「やらざあ駿河」のメ

ンバーと 3人でニーズのマッ
チングを担当しました。

これまでに災害ボランティ

アに何回か参加し、また専門

の講座も受講して、ボラセン

でやることは自分なりに理

解していたつもり…。でも、

ボランティア役のチームか

ら「どんな作業をしたらいい

の？」「飲み物は支給してく

れないの？」「どうやって現

地に行けばいいの？」などの

質問責めに遭うともうパニッ

ク！たった数時間ではありま

したが、実践を想定した訓練

はとても勉強になりました。

翌月の定例会では、「流れ

がイメージできた」「わから

ないことが、わかった」「活

動報告の聞き取りが十分で

きていなかった」などの気

づきや反省点を共有。「やら

ざあ駿河」相談役の大石学

さん ( 清水災害ボランティア

ネットワーク代表 ) が、防災

分野のある格言を教えてく

れました ――「うまく行く訓
練は失敗である。うまく行

かない訓練でみんなが課題

を考え合うほうが、いい訓

練だと言える」と。

あなたも、機会を見つけ

て地元のボラセン訓練に参

加してみてください。その

経験はどこかの被災地の復

興とあなたの地元の防災に

きっと役立つことでしょう。

6 脚のテントも 3 人で
建てることができます
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今月のテーマ：国内外で加速する脱炭素社会

〔風〕

　「2050 年カーボンニュートラル」を
実現するには…加藤三郎 1

〔ながれ〕

  脱炭素社会へ周回遅れスタートの苦難…………横山裕道 3
脱炭素化と日本、そしてアジア……………………森秀行 5
気候市民会議と民主主義の刷新…………………三上直之 7

 〔報告〕

環文ミニセミナー ( 第 7 回後半、第 8 回 )……事務局 9
第 13 回 経営者「環境力」大賞授賞理由……事務局 12

〔インターン報告〕

環境文明 21 での活動を通して………………岸波秀美 14
〔エッセイ〕

「ボラセン立上げ訓練」体験記………………松尾和光 15
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2021 年 2 月）

2 月   3 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加
2 月   5 日 第 8 回環文ミニセミナー開催
2 月   6 日 環境倫理部会開催
2 月 12 日 中央環境審議会に藤村代表参加
2 月 19 日 古河第三高校化学部への授業
2 月 26 日 経営者「環境力」大賞顕彰式および発表会

※全てオンライン

●環境倫理部会

日時　2021 年 4 月上旬～中旬を予定
　※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 3 月号
2021 年 3 月 15 日発行
第 29 巻　第 3 号　通巻 330 号

目次 (29 巻 3 号 )

「みんなのページ」への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。

環境や暮らしについて思うこと、ミニセミナーや本の感想

等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。 

■車通勤で足腰の衰えを感じたので、NHK の「旅ラン 10
キロ」っぽくジョギングしている。だいぶ続けて走れるよ

うになって、最近では近所の探検と称して、かなり遠くま

で出かけることもある。しかし先日、ランの前に娘のアパー

トにおかずを届けたところ、「その格好で走ってるの？か

なり怪しく仕上がってるわよ。」と言われてしまった。確

かにすれ違うランナーさん達は高価そうなウェアで、それ

なりの出で立ちだ。私はといえば、ランニングシューズだ

けは購入したが、後は家にあった誰かのお下がりのピンク

水玉パーカー＋短パンと派手なスポーツ用スパッツ、誰か

のお土産らしいシアトルマリナーズの「S」マークが入っ

たキャップ、それにサングラス＋マスク姿。颯爽と走る責

任世代の皆さんやシニアマラソン常連さんのような方々に

追い抜かれつつヨタヨタ走っていると、むしろ哀れを誘う

かも。しかし、何より最近の強敵は「花粉」。ここ横浜で

は 2 月末～ 3 月初旬がスギのピークらしいので、しばら

くお休みして、その間にウェアでも揃えましょうか。(O)

■春は名のみ ♪ の今日この頃、首都圏は緊急事態の再延

長。「お願い」「要請」頼みの延長では事態は収束しない

こと、本質的な政策が必須と多くの市民が思うのに、な

ぜできないのか ???。／昼休み、ワクチン接種の順番が話

題に。「そんなのはコンピューターの得意技でしょ。所長

は使えないからわからないかもしれないけれど」とちょっ

とからかうと、「それくらいわかるさ。使えなくても仕

組みはわかっている。なんせ、君らと違って工学修士だ

から！」と逆襲。コロナ禍でも相変わらず、こんなやり

取りを楽しんでいます。／月一度のグリーン連合幹事会、

各団体の活動内容も異なりメンバーの個性・経歴も多様

なことから時には激論になることも。それを聞いていた

Ｏさん、「タフな議論でしたね。でもそれが大切なんです

よね」と。その通り。質問にまともに答えず、質問も甘

い今の国会の議論は議論とは言えず。その上優秀なはず

の官僚も人事権を握られ忖度が蔓延る。そんな中から真っ

当な政策が生まれてくるとはとても思えず。まさに市

民の出番だと思うのですが…。（コ）

 ★環文ミニセミナー
　

　第 10 回　4 月 9 日 ( 金 )16:00 ～ 17:00

           「気候市民会議と民主主義の刷新 ( 仮 )」

     　　講師　三上 直之 氏（北海道大学　准教授　

環境社会学・科学技術社会論）

※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。
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