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正念場の気候変動対策

　増井　利彦

今月の
テーマ

2022 年 4 月に、IPCC（気候変動に関する
政府間パネル）の第 6 次評価報告書の第 3
作業部会が「緩和」に関する報告書を公表

した。本来は 3 月 29 日までの IPCC 総会が、
4 月 1 日まで延長されるなど異例の展開だっ
たが、なんとか政策決定者向け要約（SPM）
が承認された。第 3 作業部会は、他の作業
部会と異なり、温室効果ガスの排出削減と

いう政策課題そのものを対象としているた

め、まるでCOPでの交渉のような雰囲気だっ
たと参加された方から話を聞いた。SPM の
概要は、先月の会報でも紹介されているの

で、どのような内容かをご存じの方も多い

と思う。SPM が承認される過程では、各国
政府の代表者によって 1 行ずつ記載内容が
確認され、対象も日本ではなく世界全体と

なっているため、具体的に日本や身の周り

で何をすればいいのかピンとこない方も多

いのではないかと思う。

今年の秋には第 1 作業部会から第 3 作業
部会までの内容をとりまとめた統合報告書が

公表される予定で、第 6 次評価報告書として

区切りを迎える。パリ協定では、2℃目標や
努力目標としての 1.5℃目標が合意されたが、
2021 年にグラスゴーで開催された COP26 で
は 1.5℃目標の重要性が再確認された。IPCC
の第 3 作業部会報告書では、現状は 1.5℃を
実現する経路上にないとしており、1.5℃目
標を実現するには、世界の温室効果ガス排

出量を遅くとも 2025 年までに頭打ちさせ、
2030 年までに 2019 年比４割削減し、2050
年代初頭には世界の CO2 排出量を正味ゼロ

にすることが必要としている。

温室効果ガスと地球温暖化という現象は、

古くから知られており、気候変動問題につ

いて科学的なアセスメントを行う IPCC は、
1988 年に UNEP（国連環境計画）と WMO（世
界気象機関）により設立された。大気中の温

室効果ガスの濃度を安定化させることを究極

の目的とした気候変動枠組条約は 1992 年に
採択、1994 年に発効し、それ以降気候変動
問題が国際的な政策課題の 1つとして議論さ
れてきた。1997 年には京都で COP3 が開催
され、先進国に対して温室効果ガスの排出削



2 　環境と文明　2022年 6月号

風

減目標が設定され、日本では「チームマイナ

ス 6%」に見られるように、基準年（1990 年）
比－ 6% の削減目標が設定された。それが今
では発展途上国を含めて世界全体が温室効果

ガス排出量の正味ゼロを目指して取組をはじ

めている。こうした動きはもちろん歓迎すべ

きではあるが、気候変動による危機が表面化

していることの表れでもあり、もっと早く合

意できていれば、余裕をもって取り組むこと

ができたのにと思うし、私自身、1 人の研究
者として、早期の削減に貢献できなかったこ

とに対して反省している。

とはいえ、過去を嘆いてばかりいても仕方

がない。これ以上、将来の世代にツケを残さ

ないように、積極的に気候変動対策に取り組

む以外に方法はない。

温室効果ガス排出量削減の動きは、これま

でも何年かおきに起こっていた。しかし、今

回の動きがこれまでと大きく違う点は、自治

体や企業なども積極的に関わっている点であ

る。特に金融業界が気候変動問題に熱心なこ

とは、4 月の会報の「報告」でも書いた。環
境省は、脱炭素先行地域として 26 件の計画
提案を 2022 年 4 月に選定した（https://www.
env.go.jp/press/110988.html）。金融庁は「気
候変動関連リスクに係るシナリオ分析に関

する調査」報告書を公表し（https://www.fsa.
go.jp/common/about/research/20220412/01.
pdf）、日本経済新聞社は日経平均株価を
ベースにした「日経平均気候変動 1.5℃目
標指数」の算出、公表を 5 月 30 日から開
始している（https://www.nikkei.com/article/
DGXZQOUB133760T10C22A5000000/）。 金

融機関が気候変動問題に正面から向き合い、

融資の際に気候変動や持続可能性を考慮に

するようになれば、世の中が大きく変わる

と思う。

このように自治体や企業は大きく変わり

つつあるが、あまり変わらないのは一般の

消費者、市民ではないかと危惧している。

市民も変わらないと、先進的な取り組みを

行っている企業や自治体の行動は報われな

い。コロナ禍で厳しい経済状況であること

は理解しているが、自治体や企業が変わろ

うとしている中で、消費者や市民も行動を

変える時を迎えている。

世の中はそんなに急激には変われないし、

急激に変わろうとすると様々なところで歪み

が生じることは理解している。一方で、気候

変動の影響は顕在化、加速化している。幸い、

どのように対応すればいいかのヒントは、上

に示したような情報などいろいろなところか

ら入手できる。それらを参考に、気候変動に

関する問題をこれ以上先送りしないという決

意と、2050 年までに温室効果ガス排出量を
正味ゼロにするというビジョンを踏まえ、そ

の実現に向けて何ができるかを 1人 1人が自
分事として考えてロードマップを策定し、着

実に行動を進めることが求められている。実

際にできる取組は個人によって異なるので、

他人任せにせずに、各自が重要なプレーヤー

という自覚を持つことが大切である。

わが家については、10 年以上エネルギー
消費量のデータをとってきた。平均的な世帯

と比較すると、エネルギー消費量は大幅に少

ないが、それでもここ数年は消費量が増大し

ている。子どもが小さい時は、居間で時間と

空間を家族全員で共有していたが、中学生、

高校生と成長すると、それぞれの部屋で過ご

すことが多くなり、どうしてもエネルギー消

費量が多くなる。ライフステージが変わるこ

とで環境負荷も変わるのは当たり前ではある

が、実際にデータを目にして納得することが

できる。更なる気候変動対策のためには家族

の協力が必要だが、まずは私自身の夜型の生

活を見直すところからはじめたい。
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農業は自然環境の影響を受けるため、近

年ならびに将来の気候変動によって、大き

な影響を受けると考えられる。本稿では、

私たちの食料消費の現状を念頭に置きなが

ら、気候変動による農業と食料消費への影

響等についてみていきたい。

●食料消費の現状

はじめに、簡単に食料消費の概要と食料自

給率についてみておきたい。戦後、日本人の

食生活は大きく変化したといわれており、高

度経済成長期には国民の生活が豊かになる過

程で、コメの消費が減少して、代わりに、畜

産物と油脂類の消費が増加した。いわゆる食

生活の洋風化と呼ばれるものである。また、

1970 年代半ば頃から、女性の社会進出等を
背景に、家庭内で調理して食べる食事（内食）

の機会が減少し、代わりに、外食や購入した

総菜や弁当等（中食）の消費が増加している。

いわゆる食生活の外部化と呼ばれるものであ

る。このような食生活の変化を背景としな

がら、わが国の食料自給率は低下してきた。

農林水産省『食料需給表』で総合食料自給

率（供給熱量ベース）をみると、1960 年に
は 79％であったが、2020 年には 37％となっ
ている。品目別自給率の高いコメの消費減

少、品目別自給率の低い畜産物と油脂類の

消費増加、飼料自給率の低下の影響が大き

いように見受けられる（たとえば農林水産

省『令和 2 年度食料・農業・農村白書』p.64、
図表 1-1-3 等参照）。したがって、気候変動
による農業への影響は、国内だけでなく国

外での影響も、私たちの食料消費に影響を

もつものと考えられる。

●気候変動による農業への影響

気候変動による農業への影響については、

環境省が 2020 年 12 月に公表した『気候変
動影響評価報告書』（「総説」、「詳細」）で説

明されている。以下では、この報告書に基

づいて気候変動による農業への影響がどの

ように捉えられているかを確認する。

同報告書によると、国内の農業に対する

影響は、現状において既に、全国的に、多

くの作物で品質低下や収量減少が生じてお

り、畜産においても暑熱ストレスの影響が

生じているという。また、将来予測として、

収量の減少や品質低下、果樹の栽培適地の

変化、家畜の成長の低下等が指摘されてい

る。同報告書の中で、品目ごとの具体的な

評価がまとめられているが、水稲について

は以下の指摘がされている。すなわち、現

状の影響として、気温上昇によって全国で

品質が低下しており、一部地域や気温が極

端に上昇した年では収量減少も確認されて

いるとのことである。また、将来予測とし

ては、今世紀の後半の途中まで収量が全体

として増加傾向となり、その後、減少する

ことが指摘されている。さらに、高温によ

る品質低下の可能性等も指摘されている。

国外の農業生産への気候変動による影響に

ついては、現状でも世界全体で、コメ、小麦、

トウモロコシ、大豆の平均収量が減少してい

ると指摘されている。また、将来予測として、

世界全体での穀物の収量減少が指摘されてい

るが、その中でも、主要輸出国である米国で

は、小麦、トウモロコシ、大豆の収量減少が

指摘されている。

次に、素朴に、気候変動による国内での
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コメ生産と海外での穀物生産への影響から

の経済的な影響について考えてみたい。

わが国ではコメの消費量は長年にわたり

減少傾向にある。農林水産省『食料需給表』

から、コメ（主食用）の年間供給純食料の

変化を例えば 2000 年から 2020 年について
みると、全体では 792 万トンから 620 万ト
ンに減少しており、一人当たりでは 62.4kg
から 49.1kg に減少している。生産調整の取
組もあるため、収量の変動による経済的な

影響は判然としない。しかし、コメの品質

低下は、他の条件が同じであるとする場合、

コメの単価の低下につながるため、この点

で生産者は経済的損失を被ることになる。

海外からの輸入に大きく依存している小

麦、トウモロコシ、大豆の輸出国での収量

減少は、需給ひっ迫によって国際価格の高

騰をもたらし、それらの加工食品や飼料を

通じて、私たちの食料消費に大きな影響を

及ぼす可能性が高いと考えられる。また、

そのような影響は一時的なショックではな

い可能性に留意する必要がある。

ところで、気候変動に対する農業等にお

ける適応策に関して、2015 年に『農林水産
省気候変動適応計画』が決定され、既に数

次にわたって改定されている。同計画（2021
年改定）において、水稲では、高温への対

策として生産の基本技術の徹底、高温耐性

品種の開発・普及の推進等が挙げられてお

り、農林水産省『令和２年地球温暖化影響

調査レポート』を引く形で、高温耐性品種

の作付割合がすでに 10％を超えていること
が述べられている。一方、海外からの輸入

に頼る小麦、トウモロコシ、大豆については、

同計画では、情報の収集や分析等が挙げら

れている。また、先述した『気候変動影響

評価報告書』では、国内生産力の強化、輸

入先の変更・分散等により影響を低減でき

る可能性が指摘されている。

ただし、穀物の輸入に関しては、気候変

動の影響に対応しようとしても、輸出国と

他の輸入国の動向の影響を受けることにな

るため、より困難なものとなる可能性が考

えられる。

●コメ消費拡大への取組の重要性

気候変動による影響は、食料自給率が低

い私たちの食料消費の現状からみると、国

内農業への影響を軽視するわけではないが、

世界の穀物需給のひっ迫度が増すことの影

響が大きな問題であると思われる。そのよ

うな世界の穀物市場を経由した私たちの食

料消費に対する影響を和らげていくには、

食料自給率向上の取組が重要になると考え

られる。

食料自給率が低い現状は、経済的な条件

と消費者の嗜好の変化による食生活の変化

を背景としており、コメ消費の減少傾向も

その一部である。経済的な条件や消費者の

嗜好は容易に変わるものではないため、コ

メ消費の減少や食料自給率の低下に歯止め

をかけることは容易ではない。しかし、品

目別自給率の高いコメの消費量を増加させ

られれば、食料自給率の向上につながるこ

とになる。

コメ消費の拡大は、農業の多面的機能の観

点から重要と考えられるが、同時に、気候変

動による私たちの食料消費への影響を緩和さ

せることにも役立つと考えられる。そのた

め、中長期的な視野に立って、コメ消費の減

少を食い止めて増加させていくような取組

は、容易ではないものの、重要であろう。
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はじめに

最近の漁業の世界で見るようになった『地

球温暖化』という言葉は、時に魔法の言葉と

して使われる。ある魚が最近取れなくなった

が原因を調べたがよく分からない、資源の周

期的な変動でもなく、食物連鎖によるもので

もない、きっとこれは地球温暖化のせいに違

いない、という風に使われる。確かに、ある

特定の魚種が日本近海から姿を消し、今まで

漁獲されなかった地域で新しい魚種が漁獲さ

れるようになった。

ここでは、最近の我が国周辺海域の漁業

の動きと地球温暖化との関連性について紹介

し、我が国漁業の未来を少し想像してみたい。

1．漁業の分類

我が国の漁業は、大きく分けて沿岸漁業、

沖合漁業、遠洋漁業の三つに分類される。

沿岸漁業は漁場から陸地が見える程度の所

で主に日帰りで行われる漁業、沖合漁業は

もう少し陸地から離れて排他的経済水域の

200 カイリ（約 370km）内で 2、3 日から
1 か月程度の期間帰港せずに行われる漁業、
遠洋漁業は南太平洋やインド洋、大西洋な

ど、日本から遠く離れた海外の漁場へ行き、

長いものだと数か月から 1 年をかけて行わ
れる漁業を言う。漁船の規模もそれに応じ

て、沿岸漁業だと 10 トン未満が多く、沖合
漁業だと 20 ～ 150 トン、遠洋漁業だと 350
～ 500 トンにもなる。
漁獲の対象は、マグロ、カツオ、イカ、タ

ラ、サケなどおよそ 500 種類に上る。マグ
ロのように同じ魚種が沿岸漁業でも沖合漁業

でも遠洋漁業でも漁獲される場合もある。

２．漁場の形成

漁獲の対象となる魚は、群れで泳ぐことが

多い。回遊魚と言われるマグロ、サケ、サワラ、

ブリ、サバ、サンマ、マイワシなどは、日本

周辺の海流に乗って移動する。成長のための

索餌回遊、繁殖のための産卵回遊などがある。

魚は餌の豊富な所や、卵から孵化した子供が

育ちやすい所を求めて日本近海をめぐる。　

３．系群という考え方

魚類資源は、同じ種類であれば季節に応じ

て同じように魚群を形成して行動する。その

方が生残率も高いし、子孫を残す確率も高

い。ところが、同じ魚種でも異なる分布域で

生活し、ほとんど交じり合わない独立した集

団がある。それが系群である。例えばサワラ

の系群は、東シナ海系群と瀬戸内海系群があ

り、前者は広範囲を回遊するが後者とあまり

交じり合うことはないと言われている。

魚がいくつかの系群に分かれて分布してい

るのは、一つの系群が全滅の危機にあっても

別の系群が生き残り、種全体としては生き残

れるシステムになっているためと考える。

４．地球温暖化と海の生物について

気象庁によれば、日本近海における 2021
年までの海域平均海面水温（年平均）の上昇

率は＋ 1.19℃ /100 年で、世界全体での平均
上昇率（平均 0.56℃の上昇）に比べ大きく、
特に日本海側で顕著である（次頁図参照）。

水温上昇が緩やかであれば、生物はそれに

適応することもできるだろう。適応できない

場合は、移動手段を持つものは生息水域を変

えることにより種の存続を図ることができる。
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移動手段を持たない生物は突然変異の個体を

生むことにより種の存続を図るか、それがで

きなければ死滅するかのどちらかしかない。

先述したサワラを例にとれば、1999 年以
降日本海において急速に漁獲量が増加してお

り、東シナ海の資源量の増加と日本海の水温

の上昇が原因とされている。今では、北海道

を始め、青森県や宮城県でもサワラが水揚げ

されるようになった。また、北海道や東北地

方の定置網で漁獲されていたサケは激減し、

その代わりにブリが漁獲されるようになった

が、これも水温の上昇が原因とされている。

５．魚種交替と漁業

近年のいくつかの魚種について都道府県別

の漁獲量を見ると、サケは著しく減少する傾

向にあり、特に北海道で顕著である。代わり

に北海道では、ブリの水揚げ量が増加する傾

向にある。サワラについては、1999 年以降
特に日本海側での漁獲が増加している。

漁業が経済活動であることから、魚種交替

があったとしてもこれまで以上の漁業所得があ

れば誰も文句は言わない。例えば、日本海側で

最初にサワラが漁獲された時には、2足 3文で
売られていた。サワラを食べる習慣が福井や石

川の人になかったからだ。また、漁獲が始まっ

たころのサワラはサゴシと呼ばれ、サイズも小

さかった。魚が小さいと脂の乗りも悪いことか

ら安値で取引されていた。その後、温暖化が進

みサワラのサイズも大きくなり、漁業者の販路

開拓等により売値は上昇に転じた。

サワラのもう一つの系群を漁獲する瀬戸内

海の漁業者は、2002年から著しい減少傾向に
あるサワラ資源を回復させる取組として、漁

具の制限や禁漁期間の設置、種苗放流などを

行う資源回復計画を瀬戸内海 11 府県で始め
た。取組開始後、サワラ資源は順調に回復傾

向を示したが、日本海の安価なサワラが市場

に流入したことにより、取引価格は低迷した。

６．おわりに

2020 年度の水産白書によれば、サケは約 
5.3 万トン、サンマは約 3.0 万トン、スルメ
イカは約 3.7 万トンと、いずれも漁獲量は過
去最低レベル。その要因をサケについては稚

魚が降河する時期に生き残りに適した水温の

期間が短かったこと、サンマについては仔稚

魚の生残率の低下により資源量が減少したこ

とや、我が国沿岸の水温が高く漁場が沖合に

形成されたこと、スルメイカについては産卵

海域である東シナ海の水温が産卵や生育に適

さなかったことを挙げている。その上に、外

国漁船による漁獲が影響した可能性もあると

言われる。 
自然の要因と国家間の漁獲競争の中で、魚

は資源変動を繰り返しながら、その恩恵を

我々に与えてくれる。温暖化が進む中で魚が

生き残ること、漁業が生き残ること、その両

方を見つけなければ我が国の漁業が滅ぶとい

うのであれば、地球温暖化への取組は我々漁

業者にとっても緊急の問題である。

既に、CO2 削減のための省エネ機器への

換装や漁場データを漁船間で共有し余分な

燃料を使わないようにするスマート漁業へ

の取組は、一部漁業者の間で始まってはい

るが、今後さらにこれらの活動を拡げてい

く必要がある。

日本近海の海域
平 均 海 面 水 温
（年平均）の上昇
率（℃ /100 年）
( 気象庁 2022)
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「市民版環境白書 2022 グリーン・ウォッチ」の紹介

7

報 告

2016 年のグリーン連合設立以来、毎年
発行してきた市民版環境白書「グリーン・

ウォッチ」も今年で７冊目になる。その目

的は、①政府と異なる視点から日本の環境

の現状や環境政策の課題・問題点を分析し、

多くの人に知ってもらうこと、② NPO/NGO
の考え方や活動を知ってもらうことで、環

境問題への関心を高め解決に向けた市民の

参加や行動を促すことだった。

７年の間に、日本の環境政策のうち、気候

変動対策やプラスチック対策は世界と連動す

る形で少し進展したように思える。しかし短

期的経済成長に重きを置いた産業界に甘い政

策であることに変わりはなく、また私たち市

民団体の声が反映されることも少ない。そし

て脱炭素社会への取組も「成長戦略」の一環

として考えられているなど、本質的な変革を

促す政策とは程遠い状況にある。

一方 2020 年に国内で初めて確認されたコ
ロナ感染が依然として続き、今年に入って

からは最大の環境破壊である戦争が、ロシ

アによるウクライナ侵略という形で進行す

るなど、日本を含め世界は様々な課題を抱

え混迷の様相を深めており、市民の環境問

題への関心は停滞し取組も遅れがちである。

そうした中で、今年の市民版環境白書は、

これまで同様に、環境の現状や課題、私た

ちにできることや政策の方向性を提案する

ことと合わせて、具体的な政策の問題点や

すでに動き出している国内外の政策の一部

についても紹介した。

第１章では、脱炭素社会に向けた対応の主

軸となる気候変動と再生可能エネルギーに

ついて述べた。気候変動では最近出された

IPCC 第６次報告の概要を紹介する一方、日

本は 1.5℃目標を明確にせず石炭からも脱却
できていない点や、規制や炭素税もなく企業

の自主的取組に依存しているなど問題点を指

摘し、これらの改善を求めている。また再エ

ネについては、地域で始まった取組や省エネ

の具体的方法について解説している。　

第２章では、脱炭素に果たす第一次産業の

役割として、農業・食と林業の現状や課題、

今後の方向などについて述べている。気候変

動に正と負の側面を持つ農業だが、本来農業

が持つ機能を活かすこと、現在のような工業

的・化学的農業から脱却し、有機農業の推進

など、日本の風土に適した農業の推進とそれ

を可能にする政策とそれを促す消費行動が不

可欠なことを述べている。また海外に依存し

た日本人の「食」は生産・輸送そして消費や

廃棄の段階でも大量の CO2 を排出している

現状や削減に向けた具体的な取組などを述べ

ている。さらに林業分野でもこれまでのよう

な大規模林業が土砂災害など誘発している現

状から、小規模分散型の自伐型林業への転換

を推奨している。

第３章では、プラスチックと化学物質問

題に係る国内外の最近の政策動向を中心に

述べている。プラスチックは市民にもわか

りやすく取り組みやすいことから、プラ新

法など新たな制度や施策が展開されており、

その紹介やプラスチック対策の方向性を示

している。一方、化学物質は身近にありな

がら理解が得にくく、国内での施策は進ん

でいないことから、それらへの対応と提案

を EU の施策を参考に述べている。
第４章では、東京電力福島第一原発事故

から 11 年が経過した今でも、廃炉、汚染水、
人々の暮らしなど課題が山積している現状
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と、政府や東電の対応の遅れがそれらの問

題をますます深刻化させ、脱炭素化にも影

響を及ぼしていることを指摘している。そ

して、現在も多数の人が厳しい状況に置か

れていることを理解し、形だけでない真の

復興とは何かを福島の人だけでなく、私た

ち国民全体で考えていくことの大切さを訴

えている。

第５章では、脱炭素に向けた地域の先進

事例を３つ紹介した。ソーラーシェアリン

グ（営農型太陽光発電）導入の現状と課題

を千葉県の事例で紹介した。また生活クラ

ブの地域と連携した再生可能エネルギーへ

の取組の事例、そして持続可能な地域社会

の実現に向けた北海道下川町の事例を紹介

した。いずれも地域の人々と市民団体、自

治体や企業が連携している点が特徴である。

そして最後に、この 1 年のグリーン連合
の活動として、環境省との意見交換会の様

子、勉強会開催の様子、今年度のグリーン

連合としての政策提言の内容紹介、最後に

会員名簿も添付した。

この７年間、編集責任者を務めてきたが、

印刷物としてのグリーン・ウォッチの発行は

今年度が最後になるだろう。その理由とし

て、予算面もあるが、現在の玉石混こうの情

報の渦の中で多くの人に真に伝えたいことが

充分に伝えきれていないという反省もある。

それらを踏まえて、グリーン・ウォッチ発行

の目的や対象、ツールを見直すためである。

個人的には、市民版環境白書という名前

の通り、環境省とは異なる現場の視点から、

環境の現状を、良識ある市民や若者に、的

確に伝え続けることは大切だと考えている。

感染症や国民の不安を煽るような安全保障

問題もあるが、そうした中でも気候危機を

はじめとした環境の危機は静かに進行して

いる。さらにあふれる情報の中で何が正し

い情報なのか戸惑う市民も多い。勿論政治

家や官僚・行政に彼らとは異なる政策の方

向性を示すことも大切であり、それが政策

提言型 NPOの役割の一つでもある。しかし、
彼らに私たち市民団体の提案を受け入れて

もらうには、「多くの市民の声で動く」今の

政治状況にあっては、市民の理解と支援が

不可欠である。そのためにも、多くの市民

が誤った情報に惑わされることなく、正し

い判断のもとに、環境の危機や現在の困難

な状況を乗り越え、未来に希望を残すため

に行動できるよう、正しい情報を伝え続け

ることが大切だと考えている。

来年度以降の市民版環境白書の有り様につ

いて、グリーン連合の中で議論する予定だ

が、いずれにしても、政府とは異なる視点か

らの情報や考え方を、わかりやすく伝え続け

ることが私たちの使命の一つであり、形は変

わってもその役割を果たしていきたい。

なお、冊子ご希望の方は実費でお分けし

ますので、環境文明 21 事務局あてにご連絡
下さい。

　　( 藤村コノヱ )
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環文ミニセミナー ( 第 19 回 )

4月29日(金／祝)開催の、第19回環文ミニセミナーの概要、ディスカッションをご紹介します。
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第 19 回　脱成長～あらためて考えねば

講師：十文字 修 氏（佐渡島在住）

【話題提供】

神奈川県職員退職後、42歳で佐渡島に移住。
現在は佐渡にある社会福祉法人に勤務。仕事

を通じて佐渡の人々の暮らしを目の当たりに

し、日本の地方の現状を痛感している。20
代から都会で「環境」をテーマに活動してき

たことと、佐渡での暮らしの視点で「脱成長」

について考えるようになったが、今日は是非

皆さんの意見も伺いたいと考えている。

2021 年秋の衆院選では「成長」と「再分配」
が争点となったが、「脱成長」という言葉は

聞かれなかった。また SDGs でも経済成長
は必要とされ、ゴール 8（雇用）ではすべて
の人が「雇用」されることを前提としてい

る。しかし、例えば農業は「雇用」ではなく、

むしろ「暮らし方」ではないかと思う。

高度経済成長期に横浜市郊外で育ち、22
歳から 38 歳まで横浜市郊外の里山を守る活
動に関わったが、都市で緑地や里山を守るの

は限界があった。大都市圏に人が押し寄せ宅

地開発が進む現象は、都市だけでは解決でき

ない。そこで、なぜ地方から人が去っていく

のか、地方は一体どうなっているかを自ら見

たいと考え 2002 年に佐渡に移住した。
その後、時代の変化と生活地域の違いで

自分の考え方も変わってきた。移住した時

点で佐渡島民人口は 7 万人強でまだ社会の
体を成していたが、それから 20 年経った現
在は 5 万人程度まで減少、2045 年には 3 万
人程度まで減少する見込み。現時点でも総

合病院の閉鎖が続き、島での出産・子育て

も難しくなりつつある。医療崩壊の歯止め

がきかなくなると、それが人口減少の新た

な原因になり、更にそれが続けば社会が崩

壊する。都会で暮らしていた頃は、里山が

次々と住宅地に変わる様子を見ていたので

「脱成長」という概念に共感していたが、佐

渡に来て社会崩壊を目の当たりにすると、

やはり経済成長は必要ではと考えた時期も

あった。若い世代は都会、島には高齢者だ

けが取り残される状況では、企業誘致によ

る雇用創出が市役所の仕事となるのもやむ

なし。このままでは日本の中山間地、離島

は金持ちの別荘や変わり者が住む場所にな

りかねず、日本の「地方」は経済成長に期

待してしまいがちになる。しかし佐渡では

戦後一貫して少子高齢化が進み、好景気に

は多くの人が都会へ。経済成長はむしろ地

域の衰退の原因となり、好況や経済成長と、

地方が健康で文化的な生活を営むことは逆

の関係にあるのではと考えるようになった。

【ディスカッション】

十�文字からの問い「環境に対して破壊的、収

奪的でない経済成長はあり得るのか？」

� そもそも経済成長はよくないのだろうか。

それとも、中央集中型ではない、地方分散

型の経済成長というものがあり得るのだろ

うか。もしあり得るとして、それは地域や

地球環境にとって、破壊的・収奪的なもの

ではない ( 例：CO2 排出を減らす ) ことが可
能なのだろうか？

（参加者からの意見）

〇�日本の経済構造は中央集中だけでなく

地方分散もありえるのではないか。気候
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変動や生物多様性の減少から明らかなよ

うに、地球の環境容量が満杯なので「成

長」は難しく、むしろ「成長」を志向し

ない生活を見いだす必要があろう。「経

済成長」にとらわれない、地方分散型の

サステナブルな「経済」のやり方はあり

得るだろう。

〇�「脱成長」という言葉の明確な定義が必

要。経済成長は手段なのに目的になって

いる。何をもって成長と考えるかを考え

なければならない。ブータンは炭素中立

を最初に宣言した国で、そういう成長が

あることを示した。GNH(国民総幸福量)と
は、それを維持するための国の目的で、

政府予算と連動させ、70万国民の内3000
人に5年毎に状況聴取している。成長させ
たいことは全体の幸福を増やし、安全、

安心で充実した生活を皆が送ることが指

標となっている。「成長」は必要だが、

成長させるべきものは全体の幸福。何を

成長させるかの論議が最初にあるべき。

経済を回すとモノや自然への負担なしに

成長することが大事。文化や教育の向上

を重視すべきではないか。

〇�世を活発にし民を豊かにすることが経済

の目的。「成長」は、貧しい人を豊かにす

るために経済全体のパイを大きくする政策

論。貧しい人を豊かにするもう一つの方法

は分配の見直しだが、今の政治では手が付

けにくい。今のやり方でいけば「成長」は

「拡大」と同義になり、この路線では成長

の反対語は「停滞」になる。

十�文字：「脱成長」という時、我々の間

では「拡大」ではないやり方を意味して

いると考えて良いと思うが、こういう話

は仲間内の話になっていることが問題。

我々の間での合意より、社会との関わり

をどうできるかが課題。論理や言葉の使

い方を外に向かって発信できるような言

葉の強さを持つことが大事ではないか。

十�文字の考え「脱成長が必要だとして、にも

関わらず、脱成長論が寂れてしまったのは

何故か?」

a.�格差・貧困・地方の疲弊の進行による経済

成長待望が一般的になってきている。�　

b.�「脱成長」が「脱炭素」という言葉に置き

代わってしまった。両方とも環境を意識し

た言葉だが、人間生活の充実や社会の公正

などを含意していた「脱成長」が、地球環

境保全のための「脱炭素」という概念に覆

われた。

c.�「地球の有限さによる制約のススメ＝ガ

マンとオドシの論」の逆効果で、どうせ先

行き暗いなら「今だけ金だけ自分だけ」に

走ってしまう。

d.�無理やり「明るい脱成長」のイメージを

作っている。本心は資源を使った便利な暮

らしを求めているのに、有限な地球では我

慢が必要で、それなのに「脱成長」に方向

転換した方が幸せになれる、という論理展

開は浅くみえる。

問�「これまでの歴史を踏まえて、脱成長論

を再構築できないか？」

地球の有限さから来る「脱成長論」だけ

でない、もう一つの「脱成長論」があると

すれば、80 年代に言われた、地域社会の持
続や自治、民主主義、公正、協同など、い

わば「生の充実」の脈略で望まれる「脱成長」

ではないか。自分のあり方の充実のために

「脱成長」を選択するという道もあるだろう。

佐渡に移住する若者は、地球環境を考えて

「半農半 X」を実践しているわけではなく、
自分達の暮らしを充実させることが大事だ

と考えている。そうした生き方を「脱成長」



への回路として外に向かって発信するため、

外でも通用するような言葉として鍛えてい

く必要があるだろう。

80 年代にイヴァン・イリッチは、限度の
ないエネルギー消費により民主主義が崩壊

すると述べた。室田武も技術偏重が人間生

活のベースである水と土の喪失に繋がると

警鐘を鳴らした。しかしその後、地球環境

問題への対応として炭素放出抑制だけに傾

き、地域社会や働き方を脱成長と結びつけ

る語り口が影を潜めた。今後、そうしたこ

とと脱成長と結びつける論理を社会に定着

させ政治に反映していく必要がある。その

ために、未来への必要条件である「地球の

有限性を理由とした脱成長論」に、「生の充

実（個・社会）を前面に掲げた脱成長論」

を加える必要があろう。

（参加者から意見）

〇�環境教育の仲間では後者の考え方が主流

だが、大きな声に出さない傾向がある。

〇�有限論を訴え続けてきたが、その議論は

受け入れられてこなかった。

〇�佐渡に移住するのは地球環境保全などの

社会的正義感からではなく、楽しく幸せな

生活を求めているのでは。個人的目的で移

住しているから、社会に訴えることはしな

い。環境活動を義務的ではなく、好みの問

題に転換すれば社会に広がるのでは。

〇�日本人は政治的な活動を嫌う傾向があると

言われており、NPO活動にイデオロギー
的な臭いを感じて避けるのではないか。

〇�「半農半X」の生き方があることを具体的
に知らない人が多いのでは。多様な生き

方をモデルケースとして宣伝していく必

要があるのでは。

〇�移住の選択肢について具体的な知識がな

いのは事実。十文字さんのような生活が

理想と思うが、現在の社会で子育てしな

がら生活するという現実を踏まえると、

二の足を踏む人が多いのでは。

十�文字：中山間地や離島は普通の人がすんな

り住める場所ではなくなっている。その理

由を問い直すべきだが、社会の仕組みが個

人の幸せまで連動しているという、大きな

枠組みで物事を捉える視点を持たない人が

多すぎる。例えば、佐渡で半農半Xをやっ
ている若者は反原発の集会には来ない。根

底に政治への忌避感あるのは事実。佐渡ま

でやってきた若者の心情をくみ取るような

言葉のやり取りが全くない政治には期待で

きる足場がないので、政治や社会に働きか

けようとせず、自分の生活の満足に立てこ

もるしかない。これでは彼等の求める生活

の土台が崩れていく事態に対して無力だ。

一般の人びとに響く言葉の使い方を考える

べきであり、「おどしと我慢」に加え、も

う一つの生き方、「脱成長論」を言語化

し、論理化していく必要がある。教育も含

めて、我々先行世代は、そうした生き方を

整理し、伝わる筋道を作らなければならな

いだろう。この手の議論は、考えなければ

ならない、という点で合意はするものの、

そこで終わりがちである。

事務局から、この議論を継続していく提

案があり、実際にミニセミナーで議論して

いく予定である。　　　　　（文責：事務局）

「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。�

報 告
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コロナ禍によってデジタル

化は一気に加速しました。こ

の戦争もさまざまな変化をも

たらしています。そこから何

が見えて来るでしょうか。

●生活直撃！ エネルギー高騰

食料生活品の不足や値上げ

はないものの小麦粉・サラダ

油は陳列棚から消えました。

我が家が電気とガスを購入し

ているシェーナウ電力会社か

らはまだ値上げ通知はないで

すが、報道では電気代は平均

35% 値上し、ガス代は２倍、
今後３倍になるとのこと。

●９ユーロで公共交通シフト

月額 9 ユーロ ( 約 1200 円 )
のチケットで、6~8 月の夏季
休暇中、ドイツ全土のすべて

の公共交通機関 ( 高速鉄道を
除く ) が乗り放題。ガソリン
価格高騰を受けた政府による

負担軽減策ですが、自動車

ユーザーを電車利用へと誘導

する狙いもあります。

●脱露で加速、脱化石燃料　

欧州委員会が５月に発表し

た「REPowerEU」計画の詳
細は、ガス供給の多様化と、

化石燃料依存脱却を加速さ

せ、2030 年までにロシアへ
のエネルギー依存から完全脱

却する決意を示しました。

2030 年までに、再エネは
45％（現在は 15％）に、EU

全体のエネルギー効率化は

9% か ら 13% に、2000 万 ト
ンのグリーン水素供給による

天然ガス代替、公共・商業施

設・新築住宅へのソーラーパ

ネル義務化で太陽光発電の容

量を 4 倍増に、等々。
反面、ガス原油インフラを

増やし、アフリカからの天然

ガス・原油へのアクセスを改

善する計画もあり、環境 NGO
はこれを批判しています。

●大転換するロシア外交

ドイツも日本同様に「もう

二度と戦争はしない」と強く

誓い、軍事力ではなく外交と

対話を重視してきました。ロ

シアとも対話の力を信じ、貿

易関係を緊密にすることで緊

張を緩和し、戦争再発を防ぐ

方針をとり、ロシアからドイ

ツへ天然ガスを直接輸送する

海底パイプライン、ノルドス

トリーム１と２の建設を推進

してきました。

しかし現在、国民の多くは

ロシアへ宥和的だった過去を

誤りだったと考えています。

対ロシア政策は大転換。ド

イツ政府は国防費を 1000 億
ユーロ（約 13.6 兆円）に大
幅増加（21 年は 470 億ユー
ロ）、GDP 比で 2% 以上へ引
き上げると発表。ウクライナ

に戦後初の重火器供与する方

針を承認しました。

●タカ色の緑の党、支持拡大

5 月に実施された２つの州
議会選挙では、いずれも緑の

党が躍進。最新の世論調査で

も緑の党への支持率は高く、

共同代表のハベック副首相兼

経済・気候保護相、ベアボッ

ク外相のいずれも１、２位。

ハベック氏は政権内でウク

ライナへの武器供与を最初に

口にしました。緑の党は環境

保護・平和主義の政党だけに

党内は動揺。ベアボック氏も

当初は反論しましたが、現在

は戦地を視察し、重火器を送

るべきと強く主張。ロシアに

対して（中国にも）厳しい姿

勢をとっています。

ノルドストリーム２計画の

停止、ウクライナへ武器供給

など、戦後ドイツの国防、対

ロシア政策を根本から変えた

のはショルツ首相ではなく、

ハベック副首相の決断力によ

ると言われています。彼は地

方の党集会で「戦争扇動者」

との批判を受けているもの

の、国防問題に積極的に関与

したことで、同党への支持率

は拡大しています。

エネルギーシフトや食糧自

給向上は歓迎ですが、再び鉄

のカーテンの時代に戻らない

よう願うばかりです。

ロシア・ウクライナ戦争によって、大きく変わったこと

河内　聰雄（こうち　あきお／ドイツ・シュトゥットガルト市在住）
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環境文明社会づくり

         あれこれ (10)

源流（10）

加藤　三郎

前回記したように、私はス

トックホルムからパリに回

り、その翌年には OECD 日
本政府代表部で担当すること

になっている環境委員会関係

の仕事を現地で見聞した後、

東京に戻ってきた。そしてす

ぐに、ストックホルム会議と

はどんな会議だったのか、そ

の記録を整理し、文書化する

作業を国際課の全員で取り組

んだ。今、私の手元に残って

いるのは環境庁国際課編の

「国連人間環境会議の記録」

（非売品）である。最近、こ

の本を何度も読み返す機会が

あったが、環境行政の視点か

らは過不足のない記録になっ

ているのがうれしい。

さて、これら作業が一段落

すると、政府代表部の書記

官、つまり「外交官」になる

ため、外務省研修所で一通り

の研修を受け、その間に環境

庁の仕事もこなすというわけ

で、相変わらず忙しい生活が

続いていた。しかし私にとっ

ては、もう一つ大きな問題が

あった。それは、その頃、三

人目の子供を出産した妻の心

身が不調に陥ったことであっ

た。3 年間パリに赴任する身
であるので、家族帯同が原則

である。そこで医療機関での

検診や治療を受け、八方手を

尽くしたが、赴任間近になっ

ても回復が見込めなかった。

そこで、回復したら後から追

いかけるという前提で、病妻

と幼い三人の子を妻方の実家

に預けて、73 年 9 月 27 日夜、
家族や役所の先輩・同僚に見

送られて羽田を飛び立ち、翌

日午前、パリに到着した。こ

の日が私にとって極めて充実

した３年となるパリ生活の出

発点となった。

この時から約半世紀の月日

を経たが、パリでの 3 年間
がなかったら、私の人生は恐

らくもっと干からびた、つま

らないものになっていただろ

うと思えてならない。何故か

と問われれば、適切な答えを

探すのに窮する。かつてヨー

ロッパには「都市の空気は人

を自由にする」という言い方

があったそうだが、確かに私

は、東京・霞が関での超多忙

な日常から解放され、同じ役

人生活とはいえ、時間的にも

ゆとりがあり、一人で自由に

考えることが可能な環境を、

パリという飛び切り個性豊か

な都市で与えられたか

らかもしれない。いわ

ば深海に棲み慣れた魚

が、浅海に浮上して、

心の余裕を得たようなものか

もしれない。

そもそも政府代表部での当

時の書記官生活とはどんなも

のだったか、簡単に説明して

おこう。普通の大使館との大

きな相違点は、外交の対象で

ある OECD の役割機能に由
来する。つまり、OECD は
西側先進国間（赴任当時は

24 ヵ国）で広く国際に係る
経済・社会政策についての情

報交換や、必要に応じて調整

をする場であることから、館

員は外務省だけでなく、関係

省庁（当時は大蔵、通産、経

企、運輸、農林、文部、科学

技術、公正取引と環境の 9 省
庁）から１～ 3人の官僚が「外
交官」の身分で出向し、各専

門委員会を分担して対応して

いた。ということは、OECD
環境委員会の仕事は、形式的

には大使、公使、総務参事官

らの承認の下ではあるが、東

京からの指令に応じて、実質

的に私一人で対応すればよ

く、自由度は高かった。これ

が私の「自由」の源泉であり、

ここで何を学び、何を身に付

けたかは、次回以降に語る。
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事務局

気になる情報

気候危機が深刻化する中、グレタさん効果もあって、日本でも一部熱心な若者の環境行動が頻

繁に報じられている。そして長年環境活動を展開してきた人たちからも若者への期待や連携の声

が聞かれる。しかし、多くの若者がどんなことを考えているのか知る機会は少ない。

そこで、社会や政治との関わりに関連した若者の意識や実態を示す最近のデータと、一般国民

のそうしたことに関連する意識についてのデータをいくつか挙げてみた。こうしたデータからも

社会の変革を目的とする市民活動を広げることのむずかしさが見えてくる。

１．若者の意識

●自分と社会との関わり、自分と政治や選挙との関わりについて

��� 　　　※日�本財団が 2022 年１月～２月にかけて各国 1000 名の若者（17-19 歳の男女）を対象

とした調査　「第 46 回�– 国や社会に対する意識（6 カ国調査）–」�報告書より抜粋

●日本の「子どもの幸福度」の総合順位は20位（38カ国中）
　　・精神的幸福度：37位　（生活満足度が高い子ども の割合、自殺率）
　　・身体的健康：1位 　（子どもの死亡率、過体重・肥満児の割合）
　　・スキル：27位 　（読解力・数学分野の学力、社会的スキル）
　　　　※ユニセフ「レポートカード16」先進国の子どもの幸福度ランキング（2020年）より

●�連休中、NHKでは「君の声が聞きたい」と題する番組が組まれ、その中で、全国１万人の若
い世代に、“かなえたい願い”や“大人や社会に願うこと”をたずねる大規模アンケート結果を紹
介。 “かなえたい願い”で圧倒的に多かった回答は「お金が欲しい」。その理由の多くが、贅沢
な暮らしがしたいという類のものではなく、将来が不安、というものだった。

自分は大人だと
思う

自分は責任あ
る社会の一員
だと思う

自分の行動で
国や社会を変
えられると思う

国や社会に役
立つことをした
いと思う

慈善活動に寄
付したいと思う

ボランティア活
動に参加したい
と思う

日本 位 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

政治や選挙は自分
の生活に影響する
と思う

政治や選挙、社会
問題について関心
がある

政治や選挙、社会
問題について自分
の考えを持ってい
る

政治や選挙、社会
問題について積極
的に情報を集めて
いる

政治や選挙、社会
問題について家族
や友人と議論する
ことがある

日本 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

政治的・社会的な主張を行うためのデモは評
価できる

４５％ ４６％ ４６％ ５１％ ６７％

デモは政府や政治家に自分たちの意見を伝え
るための有効な手段である

５３％ ５３％ ５７％ ５２％ ６６％

デモは社会を良い方向に変化させるための有
効な手段である

４４％ ４６％ ３９％ ４１％ ５３％

デモは社会全体に迷惑をかけている ５１％ ５０％ ４７％ ４１％ ３２％

デモの主張は社会的に偏ったものである ６１％ ５６％ ５２％ ３９％ ３１％

デモは社会的に容認できないほど過激なもの
である

４４％ ４４％ ３１％ ２９％ １６％

自分は大人だと
思う

自分は責任あ
る社会の一員
だと思う

自分の行動で
国や社会を変
えられると思う

国や社会に役
立つことをした
いと思う

慈善活動に寄
付したいと思う

ボランティア活
動に参加したい
と思う

日本 位 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

政治や選挙は自分
の生活に影響する
と思う

政治や選挙、社会
問題について関心
がある

政治や選挙、社会
問題について自分
の考えを持ってい
る

政治や選挙、社会
問題について積極
的に情報を集めて
いる

政治や選挙、社会
問題について家族
や友人と議論する
ことがある

日本 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

政治的・社会的な主張を行うためのデモは評
価できる

４５％ ４６％ ４６％ ５１％ ６７％

デモは政府や政治家に自分たちの意見を伝え
るための有効な手段である

５３％ ５３％ ５７％ ５２％ ６６％

デモは社会を良い方向に変化させるための有
効な手段である

４４％ ４６％ ３９％ ４１％ ５３％

デモは社会全体に迷惑をかけている ５１％ ５０％ ４７％ ４１％ ３２％

デモの主張は社会的に偏ったものである ６１％ ５６％ ５２％ ３９％ ３１％

デモは社会的に容認できないほど過激なもの
である

４４％ ４４％ ３１％ ２９％ １６％

参考
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２．国民の意識

内閣府は、18歳以上の 3,000人を対象に「社会意識に関する世論調査」（令和３年）を行っており、
その中から、１. 若者の意識と同様の設問の結果や関連するデータを抜粋した。

●社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っているか

　　・思っている（63.9％）　　　　　　・あまり考えていない（35.1％）
●何か社会のために役立ちたいと思っているのは、どのようなことか（複数回答）

　・自分の職業を通じて（41.3％）
　・環境美化・リサイクル活動、牛乳パックの回収など自然・環境保護に関する活動（38.2％）
　・高齢者・障害者・子どもに対する身の回りの世話、介護、食事の提供、保育など社会福祉に

　　関する活動（31.4％）
　・自主防災活動や災害援助活動（27.0％）
　・子どもの登下校時の安全監視など交通安全に関する活動（24.9％）
　・家事や子どもの養育を通じて（21.9％）
　　　　※以上、20%以上の回答があった選択肢。選択肢の中に、政治的な活動は入っていない。
●全般的にみて、国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思うか

　・あまり反映されていない（50.2％）　　・ある程度反映されている（30.4％）
　・ほとんど反映されていない（16.7％）　・かなり反映されている（1.5％）
●どのようにすればよく反映されるようになると思うか

　・政治家が国民の声をよく聞く（29.3％）
　・国民が国の政策に関心を持つ（19.8％）
　・政府が世論をよく聞く（15.3％）
　・国民が選挙の時に自覚して投票する（11.0％）
　・国民が参加できる場を広げる（10.0％）
　・無回答（11.0％）
●デモに対する世代別イメージ

　　　　※経験も影響してか、若い世代ほどデモへの嫌悪が見られる。

（文責：藤村コノヱ）

自分は大人だと
思う

自分は責任あ
る社会の一員
だと思う

自分の行動で
国や社会を変
えられると思う

国や社会に役
立つことをした
いと思う

慈善活動に寄
付したいと思う

ボランティア活
動に参加したい
と思う

日本 位 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

政治や選挙は自分
の生活に影響する
と思う

政治や選挙、社会
問題について関心
がある

政治や選挙、社会
問題について自分
の考えを持ってい
る

政治や選挙、社会
問題について積極
的に情報を集めて
いる

政治や選挙、社会
問題について家族
や友人と議論する
ことがある

日本 位 位 位 位 位

アメリカ

イギリス

中国

韓国

インド

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

政治的・社会的な主張を行うためのデモは評
価できる

４５％ ４６％ ４６％ ５１％ ６７％

デモは政府や政治家に自分たちの意見を伝え
るための有効な手段である

５３％ ５３％ ５７％ ５２％ ６６％

デモは社会を良い方向に変化させるための有
効な手段である

４４％ ４６％ ３９％ ４１％ ５３％

デモは社会全体に迷惑をかけている ５１％ ５０％ ４７％ ４１％ ３２％

デモの主張は社会的に偏ったものである ６１％ ５６％ ５２％ ３９％ ３１％

デモは社会的に容認できないほど過激なもの
である

４４％ ４４％ ３１％ ２９％ １６％

参考

15



日程のお知らせ うらかた日記　抄　

発行所：〒 145-0071 東京都大田区田園調布 2-24-23
                                               ハイツ DORIKONO 301
                            認定 NPO 法人　環境文明 21
                            TEL  03-5483-8455    FAX  03-5483-8755
                             E-mail : info@kanbun.org
                             URL  http://www.kanbun.org/
年会費：9,600 円 ( 正会員・賛助個人会員・購読 )

郵便振替口座 00220 － 1 － 51770
ゆうちょ銀行 〇二九 ( ゼロニキュウ ) 店 当座 0051770

取引銀行　三菱 UFJ 銀行 武蔵小杉支店　普 3973465

発行人・編集人：藤村コノヱ　印刷所：株式会社大川印刷 

環境と文明

16　環境と文明 2022 年 6 月号

今月のテーマ：気候変動下における一次産業

〔風〕

正念場の気候変動対策…………………………増井利彦 1
〔ながれ〕

　気候変動による農業、食料消費への影響………住本雅洋 3
地球温暖化と我が国の漁業について………………森政次 5

〔報告〕

　「市民版環境白書 2022 グリーン・ウォッチ」の紹介
…………事務局 7

第 19 回環文ミニセミナー…………………………事務局 9
〔エッセイ〕………………………………………河内聰雄 12
〔環境文明社会づくり、あれこれ〕……………加藤三郎 13
〔参考〕

気になる情報………………………………………事務局 14
〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2022 年 5 月）

5 月 13 日 CSO ラーニング インターン生面接
5 月 14 日 府中かんきょう塾にて藤村代表が講師を務める
5 月 18 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加
5 月 28 日 食と環境に関する部会開催
5 月 30 日 埼玉県環境産業合同入社式にて藤村代表が

　　　   　講師を務める　　　

●「環境から見た食」部会

日時　2022 年 7 月 9 日（土）13:30 ～ 15:30
　　　※オンラインにて開催

●経営者「環境力」クラブ 2022 年度総会・勉強会

日時　2022 年 7 月 12 日 ( 火 ) 午後
　　　※オンラインにて開催、「環境力」クラブ会員対象

●第二期環境文明塾　第１回

日時　2022 年 7 月 22 日（金）13:30 ～ 17:30
　　　※オンラインにて開催、企業若手向け、有料

●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)

2022 年 6 月号
2022 年 6 月 15 日発行
第 30 巻　第 6 号　通巻 345 号

目次 (30 巻 6 号 )

■皆さんは「モツレク」という言葉を聞いたことがありま

すか？「モツ煮」の新バージョンではありませんよ（笑）。

モーツァルトの最後の作品となった「レクイエム」という

ミサ曲のことで、その筋（合唱フリーク）では難曲で知ら

れています。ソリスト 4 名を必要とするかなりの大曲で、

大人数の合唱団でなければなかなか歌えない曲でもありま

す。私が所属する湘南アマデウス合唱団では今秋の定期演

奏会でこの「モツレク」を歌うことになっており、4 月か

ら 2 年ぶりに練習を再開しましたが、困ったことがありま

す。コロナで 2 年間練習をお休みしている間に団員が減っ

てしまったのです。地元（神奈川県藤沢市）では知る人ぞ

知る合唱団ですが、平均年齢 80 歳＋の高齢者集団ですか

ら感染を恐れての休団もあり、かつて 100 名以上いた団

員が現在 60 名弱。定期演奏会では地元オーケストラとの

共演になるので、音のバランス上、なんとか 80 名程度を

確保すべく、モツレク経験者や歌ってみたい方などを募っ

ているところです。近隣の方でご興味があれば、是非ご一

緒しましょう。（O）

■コロナでジム通いを中止して以来、よく歩くようになっ

たが、初夏の一番のお気に入りコースは雨上がりの等々力

緑地から多摩川沿いの散策。歩く人も少なく新緑の公園も

歩道もほぼ独占状態で、誰に気兼ねすることなく鼻歌も歌

える。小さな幸せの時間です。でもその季節ももうすぐ終

わり。さて、夏のベストコースは？？／暖かくなったの

に、いまだに部屋で帽子をかぶっている所長。「いい加減

に脱いだらどうですか。頭寒足熱といって頭は冷やした方

がいいですよ」と言うと、「君たち凡人はそうでも、所長

のような天才は違うんだ」との問題発言。政治家は日頃隠

している本心をぽろっと言って問題発言になるが、所長の

場合はいつものことなので問題にもならず。それに、書き

出したらきりがない。／高校の国語で「論理」と「文学」

が選択になったとの記事。後日には国主導のファンドの運

用益を大学の研究資金に充てるとの法案審議が進んでいる

由。「教育を、学問を馬鹿にするな！」と叫びたくなる。

この国の将来が益々心配です。（コ）

 ★環文ミニセミナー
　

　第 20 回　6 月 17 日 ( 金 )15:30 ～ 17:00

      「地球サミットの原点から未来を展望する ( 仮 )」

        講師　河野 博子 氏 ( ジャーナリスト )

※参加をご希望の方は、各回の開催前日までに、事務
局へメールでご連絡ください。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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