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「人」と「教育」の力を信じて

藤村　コノヱ

今月の
テーマ

今夏は、日本では猛暑日日数が過去最高と

なり、８月には東北・北陸などで豪雨が続き

ました。一方スペインやフランスなど欧州で

も猛暑が続き、干ばつや豪雨も世界各国で発

生するなど、気候危機がいよいよ本格化の様

相を強めています。

一方国内ではコロナ感染拡大も止まらず、

医療機関のひっ迫、検査キットの不足など、

これまでの課題が３年目を迎えても繰り返さ

れ、結局は自己責任という流れになるなど、

政府の、経済優先の姿勢、問題の先送り、無

責任体質はトップが変わっても変わりません。

国際競争力ランキングで日本は 34 位（ス
イス国際経営開発研究所、22 年）という状
況や昨今の不安定な経済状況から「その回復

を」と考えることは理解できます。しかし、

これまでのやり方は既に限界にきていること

は明白であり、持続可能な脱炭素時代を実現

するには、政治・経済の仕組みやそれらを掌

る私たち人間の行動や価値観が変わらない限

り、停滞と後退は止まらないのではないかと

思います。ただ課題が山積する中で、どこか

ら手をつけるかについては様々な意見があり

ますが、「人」と「教育」の力を信じている

私は、抜本的に教育を変えていくしか日本が

生き残る道はないと常々思っています。改正

前の教育基本法（1947 年制定）の前文には、
『われらは、さきに、日本国憲法を確定し、

民主的で文化的な国家を建設して、世界の平

和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示

した。この理想の実現は、根本において教育

の力にまつべきものである。』と国家建設の

基本が教育にあることが明記されています。

教育の目的には、個人の人間性・徳の成長

と、社会の一員としての市民道徳の成長があ

ると思います。勿論前者は個人差もあります

が、同じ人間である以上、最低限求められる

人間性・徳といったものは時代や人種が違っ

ても大きく変わるものではないように思いま

す。一方市民道徳に関しては、多くの場合

各々の国の体制や方向性が反映されます。そ

れ故、国がどのような社会を目指すのかを明

確にすることが特に学校教育には重要です。

日本の場合、明治以降は「富国強兵」、さ



2 　環境と文明　2022年 9月号

風

らに戦後は高度成長期から現在に至るまで

「経済成長」を政府も企業も市民も目指して

きました。そのため、安倍政権下で行われた

教育基本法改正や教育再生会議でも、「市場

経済に巻き込まれている現在の教育を、持続

可能な社会を支える教育としてどう立て直す

のかという本質的観点は見られず、現在の経

済システムを是とした議論でしかない」（07
年４月号「風」）という状況でした。その結果、

例えばプログラミング教育の必須化や個々の

児童・生徒に端末を配布するなど、産業界の

意向に沿った人材育成を目指す教育政策が現

在も続いています。

しかし、経済発展の裏で、気候危機など地

球環境の悪化や、人や自然とのつながり、ゆ

とり、社会への関心、利他の心など様々なも

のが見失われた今、これから目指すべき社会

は、気候変動やコロナなどの感染症にも耐え

うる「持続可能な脱炭素社会」であり、貧困・

格差などのない「全ての人が安心・安全に心

豊かに暮らせる社会」しかあり得ないと思い

ます。そして、その実現に向けては、「今だけ、

金だけ、自分だけ」といった現在社会を覆う

利己を脱し、「自覚、中庸」などの人間性や

徳を培い、「他者への思いやり」を忘れない

社会道徳を育むような教育が大切だと思うの

です。

しかし、そうした教育を行うには、日本の

現状はあまりに厳しい状況にあります。

全ての教育の出発点であり、家族との触れ

合いを通じて、人間性や徳の原点を育む場で

あるはずの家庭にも、ゲームや習い事といっ

た形で商品化された経済が侵入し、家庭でし

か得られない人間性や徳の習得機会が大人の

都合で失われています。さらに心身ともに調

和のとれた人間になるための基礎・基本を培

う場であるはずの学校も、前述のような状況

に加え、全国公立学校 1897 校で 2558 人の

教員不足（昨年４月時点）、教育予算の継続

的削減など、「教育を成果や効率性といった

経済論理だけで議論し判断する日本のリー

ダーたちの教育に対する認識の低さ」（08 年
９月号「風」）が災いして、偏ったものになっ

ています。実際ある会合で、現場の教員か

ら、世界一労働時間が長い日本の教員の労働

環境改善、正規教職員採用増加のための予算

確保、地域社会の理解と支援を求める声明が

出されたそうです。

しかし、そんな厳しい状況の中でも企業で

はわずかな変化も見られます。

私は数社の企業研修に関わっていますが、

継続的な研修により、受講生は自らの成長だ

けでなく、常に会社や社会、次世代にも思い

を馳せる習慣がついてきて、経営にも反映さ

れ始めています。また企業では、社会での存

在意義を問い、それを軸にした「パーパス経

営」が流行りだそうです。企業存続には自社

だけでなく社会の利益も考えようという「三

方よし」と似ていて、今更という気もします

が、学びを通じて従業員一人ひとりにも浸

透し、そこで働く意義や個人の価値観とす

り合わせができれば、個人の成長にも「四

方よし」の経済活動にもつながっていくよ

うに思います。

誰もが関わる「教育」に誰もが関心を寄

せ、家庭、地域、学校、職場など自分が関わ

れる場所から行動を起こす。また、賢い消費

者として行動することで、がんばる企業を応

援する（参照：提言「脱炭素」時代を生きる

覚悟と責任）。６月号で増井利彦氏は、企業

や自治体が変わろうとする中、あまり変わろ

うとしない消費者や市民も行動を変える時が

きたと記しましたが、教育を変え、私たち市

民・消費者が変わることで（卵と鶏の関係で

すが）、経済が変わり、社会が変わる、そん

なうねりを生み出したいものです。



企業の環境関連施策拡大の構造

小村　智宏 ( おむら　ともひろ／未来経済研究室）
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企業の環境問題への対応施策が急速に拡

大してきている。世界の多くの地域、産業

の有力企業の大半が、事業活動におけるカー

ボンニュートラルや SDGs の重視を掲げる
ようになっている。まだ道半ばではあるも

のの、環境関連の活動家や NPO、NGO の、
過去半世紀以上にも及ぶ尽力の成果である

ことに異論はないだろう。ただ、この変化

には、企業に社会的な課題への対応を促す

新しいタイプの枠組みが成立したことも、

大きく寄与している。

●民意と公的指針の結合

従来、企業に社会的課題への対応を促す手

段としては、法律や公的な補助等の制度の設

定と、デモやボイコット（不買運動）等の市

民による抗議活動が一般的であった。しかし、

気候変動問題をはじめとする地球規模の環境

問題に対しては、国家間の利害調整が必要で

あるため制度の設定は難航した。また、市民

の抗議活動も、きわめて多くの企業が対象と

なるため、有効な手段とはなり難かった。

そうした状況に変化をもたらした要因の

一つとして、2010 年代の SNS の普及が挙げ
られる。NPOや NGOも主体的な役割を担っ
た SNS 上での意見交換を通じて、環境問題
に関するコンセンサス、民意が醸成、拡散

された。企業側も SNS に注目するようにな
り、アップされたデータを分析することで

消費者の意識や動向を把握しようという試

みも活発化していた。その過程で、環境問

題に関する民意の高まりが企業サイドでも

可視化され、直接的な抗議活動をともなわ

ない状態にもかかわらず、企業への影響力

を持つことになった。

さらに、2015 年の国連サミットで採択さ
れた SDGs が、盛り上がった民意に具体的
な指針を提供した。SDGs では貧困や格差、
差別等を含む社会的課題に対して 17 のゴー
ル（目標）を設定している。その 13 番目に
気候変動対応、14 番目と 15 番目に海洋、陸
上の環境、資源、生物多様性の保全が挙げ

られている。敢えて、法的な拘束力を持た

ない「目標」にとどめることで、錯綜する

国家間の利害関係を棚上げして、早期に加

盟国の合意を得ることに成功した。目標と

は言っても、国連の舞台で加盟各国が正式

に合意したものであり、大きな権威を有す

る公的な指針と位置付けられる。

環境問題に対する漠然とした危機意識に

過ぎなかった民意は、SDGs という公的な指
針を得て、より具体的なコンセンサスに進

化した。同時に、法的な拘束力を持たない

SDGs は盛り上がった民意を背景とすること
で、企業に対する影響力を増幅させたので

ある。

●金融セクターの圧力

SDGs の影響力を高めるうえで大きな役割
を果たしているのが世界各国の金融機関や投

資家で構成される金融セクターである。

主要国の金融当局と IMF 等の国際機関で
構成される金融安定理事会は、SDGs の採
択を受けて、「気候関連財務情報開示タスク

フォース（TCFD ＝ Task Force on Climate-
related Financial Disclosures）」を立ち上げ
た。そこでは世界の主要金融機関が中心と

なって、気候変動問題に対する金融セクター
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の対応策が検討されている。2021 年には「自
然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD
＝ Taskforce on Nature-related Financial 
Disclosures）」も組成され、対象を自然環境
全般に広げた議論が進められている。

これらのタスクフォースで検討されている

のは、世界各国の企業に気候変動問題や環境

保護への取組状況を開示させ、金融機関の投

融資判断の材料にする仕組みである。取組が

進んでいる企業には有利な条件で投融資を実

行する一方、遅れている企業には、資金の貸

し手や株主の立場から対応を促し、最悪の場

合、投融資の対象から外す。世界の金融機関

が共通の基準で投融資を判断するようにな

ると、多くの企業にとって死活問題となる。

SDGs は、それ自体に法的拘束力がなくても、
金融セクターの圧力によって、相当な強制力

を持つことになる。

こうした金融セクターの取組は、民意に応

えるためという側面もあるが、自らの利害得

失に直結する動きでもある。環境保護の民

意に対応しない、あるいは、できない企業

は、いずれ消費者や消費者の意を汲んだ顧客

企業から遠ざけられ、事業を維持できなくな

る可能性がある。各企業の対応状況のチェッ

クは、投融資先企業がそうした事態に陥らな

いため、またはそのような企業に投融資を行

わないための施策でもある。このような経済

合理性がベースにあることは、この金融セク

ターの取組がうわべだけのものではないこと

を担保する材料と言えるだろう。

●ソフトローのパッケージへの期待と懸念

環境問題を対象として構成された、民意と

公的な指針、それに金融セクターの圧力を加

えた 3 点パッケージは、過去に類例のないも
ので、事実上の拘束力、強制力を有する、い

わゆる「ソフトロー」と位置付けられる。こ

のパッケージは、環境問題に限らず、利害調

整の困難さ等の要因で拘束力のある法律や条

約といったハードローを制定することが困難

なイシューや局面では、それを代替する存在

となり得る。国際秩序が著しく動揺している

現在の世界では、決定打とは呼べないまで

も、きわめて有用な選択肢となるだろう。た

だ、このパッケージには、留意すべき懸念材

料もある。

第一に挙げられるのは、金融セクターの恣

意性への懸念である。企業に対する直接の圧

力が金融セクターによるものであり、それが

彼ら自身の経済合理性に基づくものである以

上、金融セクターの利害を優先させたものと

なる可能性は否定できない。それを踏まえる

と、金融セクターの取組自体をウォッチする

仕組みが必要になるだろう。

第二の懸念材料は、強制力が及ぶ範囲には

限界があるということだ。たとえば、ある電

力会社が CO2 排出の多い石炭火力発電所を

手放す際に、民意を無視し得る確信犯的な投

資家がその発電所を購入して稼働を続けさせ

るようなことも考えられる。この場合、電力

会社は石炭火力を切り離して排出量を削減で

きるが、全体としての CO2 排出量は変化し

ない。この点はソフトローの限界であり、強

制力が及ばない主体の存在が、課題の解決を

阻害する可能性がある点には留意していく必

要がある。

そしてもう一つ、最大の懸念として、民意

の脆弱性への不安が挙げられる。近年では、

環境問題への認識だけでなく、国益優先、移

民排斥といった利己的、排他的な民意も SNS
を通じて醸成、拡散され、極右、極左を含む

大衆迎合的な政治勢力の台頭を招いている。

さらには SNS を通じた議論の誘導によって
民意が歪曲、捏造される事態も想定される。

合理的で健全な民意の醸成を支えていく上で

は、情報発信主体としての NPO、NGO への
期待は、依然としてきわめて大きい。



あぁでもないこぉでもない「経済」談義

浅利　美鈴 ( あさり　みすず／京都大学大学院地球環境学堂　准教授）
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これまで経済を語ることはほとんどなかっ

たが、「循環経済」が注目を集めるようになっ

て、私ですら循環とセットで「経済」という

単語をよく使うようになった。それでも、経

済については素人のままであるが、頂いたお

題を、自分なりに考えてみた。

 「経済」とは何か？辞書によってさまざま

に表現されているが、とあるものに「人間の

生活に必要な物を生産・分配・消費する行為

についての、一切の社会的関係。」とあっ

た。今後の在り方について、いろいろな議論

ができそうである。

まず、「人間の生活に必要な物」について

考える必要があるだろう。ハイムーン（高月）

先生の漫画が投げかけるように、私たちは、

この間、欲しいものを欲しいだけ購入し、物

に囲まれて生活してきた。その中から、本当

に必要なものを選んで暮らすスタイルに戻る

ことができるのか、ターニングポイントにあ

る。物への執着心や消費量という点について

は、世代による違いが如実だと感じる。本当

にざっくり、私の主観でまとめると、次のよ

うな感じだ。

◆ 戦時中や戦後の苦しい時代を知る人は、物

がない時代を経験しており、本当に生きて

いくために必要なものを知っている。逆に

物への執着が強い人もいる。

◆ 高度経済成長やバブル経済の中で価値観が

出来上がってきた人には、「消費が美徳」

という風潮の影響を受け、いまだ引きずっ

ている人もいる。しかし、時代の変遷や、

東 日 本 大 震 災 、 コ ロ ナ 禍 の 混 乱 な ど を 経

て、疑問を感じ、必要なものを考え始めた

人もいる。

◆ 物 が 行 き 渡 っ た 時 代 に 生 ま れ た 若 い 世 代

は、全体に物への執着は少なく感じる。た

だ し 、 使 い 捨 て へ の 罪 悪 感 も ゼ ロ に 等 し

く、物を軽視する側面があるとも言える。

小中学校の教科書を見てみると「豊かさは

物やお金ではない」旨の記載（投げかけ）

がある。

こうしてみると、若い世代が牽引する未来

は、物の大切ささえ知ってもらえれば、前途

有望に見える。しかし、そう簡単ではないよ

うである。 図 11) は、 環境意識・購買行動に

関する関心度合いを、年代別に示したもので

ある。これによると、20-30 代は無関心層と

先進層との間で二極化していることがわか

る。この背景にはいろいろなことが考えられ

るが、気になるのは経済格差の影響である。

仮に、若い世代においては、お金持ちでなけ

れば、環境負荷の低い買い物ができない／し

ないとするならば・・・

 
 「 経 済 と は 何 か ？ 」 の 続 き に 戻 る 。 「 生

産・分配・消費する行為についての、一切の

社会的関係」・・・これを、誰一人取り残

すことなく、かつ持続させることが、SDGs
の目指すところなのだろう。しかし、裏を返

せば、これが実現できていないからこそ、
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SDGsが謳われているとも言える。ここで、

先ほどの経済格差という論点に立ち戻る。世

界に目を向けると、南北格差のみならず、格

差拡大が各地で指摘されているところであ

る。世界においては比較的格差が小さいとさ

れる日本だが、それでも、一億総中流という

時代からは、様相が変わってきた。子どもの

貧困も進み、今は7人に1人の子どもが貧困

状態にあるとされている。

このような中で、どのように、必要なもの

を生産・分配・消費するべきか？一つの方向

性として、目に見える範囲における地域循環

の重要性を挙げたい。現代社会においては、

世界規模で物が生産・分配されており、私た

ちは日々、誰がどこで作ったのかもわからな

いまま、ただただ消費してしまっている。当

然、誰に何が届いていて、届いていないのか

（すなわち貧困状態にあるのか）も、わから

ぬままである。自給率が低迷する日本におい

ては、その傾向が顕著とも言える。昔は、何

か大きな物を買うときには、家族会議があっ

たものだが、それも消え失せた。この生産・

消費・分配を、再び目に見えるものにしてい

く必要があるのではないか？物理的に目に見

える範囲（地域）で、人間の生活（命）に必

要なもの、例えば生命維持に必要な食料やエ

ネルギー、日用品は、持続可能な形で供給・

循環させる。まさに、地域循環共生圏（ロー

カル SDGs）の実現とも言える。

この夏休み、一つの試みをしている学生さ

んが身近にいる。「少しずつ現代文明から離

れて、人間としての自立を目指したい」とい

う。これはかなり極端な例であるが、若い世

代には、与えられるばかりの暮らしに、違和

感や不安を覚える人も少なくないようであ

る。しかし、ゼロから食べ物を作って生きて

いけるようなスキルや環境を持つ者は多くな

い。他方、シニア世代には、まだまだ自然と

共生して生きていく術や知恵をもった方がい

る。多少強引にでも、これらの世代間交流を

含め、地域循環に根差した経済を模索できな

いものか。遅まきながら、私自身、京都市の

北部山間地域に位置する京北（けいほく）に

て京都里山 SDGs ラボ「ことす」を拠点に、

活動を始めている。試行錯誤の日々である。

是非、この「あぁでもないこぉでもない」に、

ご助言・ご参加頂きたい。

図 1　環境意識・購買行動に関する関心度合いのセグメント（世代別）1)

参考文献
1）ボストンコンサルティンググループサステナブルな社

会の実現に関する消費者意識調査 (2021 年 12 月調査 )
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「IPCC 第 6 次評価報告書からのメッセージ」

講師：増井 利彦 氏

（国立環境研究所　社会システム領域長 /

脱炭素対策評価研究室長）

昨年 11 月の COP26( 英国・グラスゴー )
では、1.5℃目標が強調され、その実現に向
けた方策が問われている。IPCC（気候変動
に関する政府間パネル）では、2014 年の第
5 次評価報告書から約 8 年を経て、その間
に発表された最新の科学的知見を評価した

第 6 次評価報告書として、昨年 8 月の第 1
作業部会報告に続き、今年 2 月に第 2 作業
部会、4 月に第 3 作業部会の報告書をとり
まとめた。統合報告書は来年春までにはで

きあがる予定である。

3 つの作業部会による評価報告の内容は
以下の通りだが、今回は第 3 作業部会の報
告について詳しく説明する。

第 1 作業部会（自然科学的根拠）が昨年
8 月にまとめた報告では、従来の評価から
更に踏み込み、人間活動の温暖化への影響

は「疑う余地がない」とした。地域によっ

ては、年平均気温や年平均降水を大幅に上

回る気温上昇や極端な降水量の変化が発生

する可能性があり、異常気象の日常化が懸

念される。累積的 CO2 排出量と産業革命前

からの気温変化には比例関係があり、1.5℃
に抑えるには、あと約 5000 億トンの CO2

が排出できることになるが（確率 50％）、
既に年平均気温は 1.1℃上昇しており、5000
億トンを残り 10 年で使い果たすと予測され
る。

第 2 作業部会（影響・適応・脆弱性）は、
気候変動の短期的、中長期的、複合的なリ

スクを評価した結果、人為起源の気候変動

は「広範囲にわたる悪影響」を引き起こし

ているとした。特に、オーバーシュート（一

時的に 1.5℃を超えること。その後 1.5℃に
抑えることを想定）が発生した場合は、よ

り深刻なリスクが発生する。被害の最小化

のための適応策には限界があり、既に失敗

の証拠も出ており、温室効果ガス（GHG）
排出削減という根本的対策の重要性が示唆

されている。

第 3 作業部会（緩和策）は、各国政府に
よる厳しい議論を経て報告書を取り纏め、

「我々は、温暖化を 1.5℃に抑制する経路上
にない」というかなり強いメッセージを発

し、今後数年間が正念場となると警告した。

世界全体の GHG 排出量について、増加率
は低下しているが、排出量は依然として増

加している。コロナの影響により 2020 年に
排出量が一旦減少したがその後リバウンド

したとの見方もあり、直近の排出量の評価

は確定していないが、いずれにしても減少

傾向を如何に維持するかが重要である。報

告書では、2030 年に排出量を半減させる
には、現時点で各国が定めた削減のための

貢献（NDC）は極めて不十分であり、2030
年排出削減目標を見直して「早期に野心的

な削減」を行う必要があるとしている。特

に、既存の化石燃料インフラ（石炭火力発

電など）が設備の耐用期間中に排出する累

積 CO2 排出量は 6600 億トン、計画中のも
のを加えると 8500 億トンと推計され、1.5℃
に抑えるための限度である 5000 億トンを
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上回ることが予測される。このため現在あ

る化石燃料インフラの早急な停止が求めら

れる。排出量削減効果のある取組のエビデ

ンスは増え、既に 10 年以上継続して削減し
ている国は少なくとも 18 カ国ある。日本は
ここ数年ようやく削減が着実に継続できる

ようになったが、2030 年までに 46％削減、
2050 年ネットゼロを達成するには、今後か
なりの努力が必要になる。2010 年以降、脱
炭素に貢献する技術コストは大幅に低下し

ており（日本では設備コストは低下しても

施工コストが下がらないという問題あり）、

それに伴い世界的には導入量が飛躍的に増

え、加えて政策や制度面での排出削減の取

組も進んでいる。第 3 作業部会報告によれ
ば、1.5℃実現には、世界全体で 2030 年ま
でに GHG を 4 割削減（19 年比）、2050 年
までに CO2 を正味ゼロにしなければならな

い。また CO2 換算で 1 トンあたり 100 米ド
ル以下のコストで削減できる緩和技術を用

いて 2030 年までに排出量を半減（19 年比）
でき、うち半分以上を 20 米ドル未満の技術
が占め、取り組みやすいところから始める

べきとのメッセージを発している。更に今

回初めて需要サイドの削減ポテンシャルに

言及し、「食」や「省エネ」などエネルギー

を使う側ができる緩和策を実行することで、

何も対策を取らなかった場合に比べて 40 ～
70％の削減の可能性もあることを示し、一
人一人の取組の重要性について述べている。

なお、CO2 を正味ゼロにするには、どうし

ても CDR（大気中の CO2 を除去し地中等

に貯蔵）のような技術が必要になるが、あ

くまで補完的なものと捉え、省エネ、再エ

ネを中心とした取組を進めるべきだ。報告

書は 1.5℃の経済面での影響も述べており、
1.5℃実現に向けた緩和策をとった場合で
も、現状の政策水準が続いた場合に 2050 年

に想定される GDP（現在の約 2 倍を想定）
に比べて 5％弱の低下に止まると予測して
いる。

2018 年の「1.5℃特別報告書」及び今回の
3 つの作業部会報告では、1.5℃を目標とし
た気候変動対策を取ることで、SDGs の 17
目標の達成にも繋がるとのメッセージが示

されている。第 3 作業部会報告書では、緩
和策と SDGs の関連性について、シナジー
（相乗効果）があるかトレードオフ（片方を

達成するともう片方が達成できない）にな

るかという調査結果を示している。多くの

場合は相乗効果をもたらすが、トレードオ

フになる場合は部門横断的な対応によりシ

ナジーを最大化しつつトレードオフを回避・

低減でき、両方の対策は十分両立するとし

ている。

IPCC 報告書は世界全体について述べてお
り、我々の実生活からはかなり距離がある。

また目前の課題（コロナやウクライナ侵攻、

高齢化などの社会問題）がどう影響するか

について考慮されていない。しかし、予測

不可能なリスクや課題に対応できるような

強靭な社会をどう実現するかの議論が必要

だろう。技術頼みでなく、社会のあり方や

日常の行動を見直し、現在の活動を元にし

て、自分事として何が出来るかを考えるこ

とが重要だ。世の中が変わりつつあるとの

認識の下、ボトムアップで先端的な取組を

継続し、その輪を拡げていって欲しい。

( 文責：事務局 )

【参考】

IPCC 第６次報告書 第３作業部会 報告書について

は、以下の解説資料をご参照下さい。

https://www-iam.nies.go.jp/aim/pdf/IPCC_AR6_

WG3_SPM_220405.pdf
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当会では 2019年 10月から 2020年８月にかけて第１期環境文明塾を開催。途中コロナ感染拡大に
伴いWeb開催になったものの、参加者から好評を頂いたこともあり、この７月より第 2期を開催する
ことにした。初日はあいにく、コロナの再拡大によりWeb開催になったが、10名ほどの参加者は、増
井利彦氏、藤村コノヱ代表の話題提供を熱心に聞き、討議でも多くの意見が出された。ここでは、１．

講義に対する質問・回答の一部と、２．脱炭素社会に対するイメージや希望についての発言を紹介する。

１．質疑

〇日本での野心的な削減とはどんなものか。

　⇒�現在日本政府は、「2050 年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2030年度
において、温室効果ガスを 2013年度から 46％削減することを目指す。さらに 50％の高みに向け
挑戦を続けていく。」としている。しかし、1.5℃経路を実現するには世界全体の GHG排出量を
2030年までに４割程度削減（19年比）、2050年代までに CO2排出量をネットゼロにする必要が

あるとされ現状では日本も含め不充分な状況にある。なお、これまでのところ日本政府の政策は「革

新的技術」の開発に偏っているとの批判がある。

〇温暖化が切迫しているのに、社会的関心が薄く感じるが、そこを解決するためにはどうしたらよいか。

　⇒�基本的には、丁寧な教育が必要だと思う。温暖化とその影響、またコストなどに対する正しい情

報や知識を提供し、それが自分たちとどうかかわるのか考え、解決のために何ができるか考え実

践するところまでの教育。そのためには、NPOなどの市民組織の力も必要だが、そのための施策
は薄い。

〇�施工においては、温室効果ガスがでてしまう。脱炭素社会の意味は、温室効果ガスを排出抑制する

ことか。業界によっては不可能なところに対してはどうしたらよいか。

　⇒�石油・石炭・ガスの化石燃料を使用しないことで、温室効果ガスの排出を抑制する。そのために

は施工段階での燃料を切り替える必要があるが、どうしても不可能な場合は、排出した分をどこ

かで吸収する工夫が必要になる。

〇畜産業ではどんな取り組みがされているか。

　⇒�飼料を改善しメタンの発生を抑制したり、糞尿を嫌気性状況で処理し、発生メタンを小規模発電

に要するなどの取組もある。

〇政府や国からの国民への声掛けが足りないように思えるが、どのような発信が実際にあるのか。

　⇒普通の市民に届くような発信はほとんどないように思う。

〇 CO2を地中に埋める技術は本当に有効か。将来的に負の遺産にならないか？
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　⇒�これに関しては賛否両論あるが、CO2埋設のために破壊された自然の修復は不可能に近いことか

ら、本質的は入り口を閉める（CO2を排出しない）ことが大切だと思う。こうした技術は最終的

な手段と考えるべきだと思う。

〇 GDPの成長率の低下が数パーセントしかないというデータはどこから？
　⇒ �IPCC第６次報告のうち第３部会報告では、「モデル化された経路において、世界の GDPは引き
続き成長するが、気候変動による損害の回避や適応コストの削減による緩和対策の経済的利益を

考慮しない場合、現行の政策を超える緩和を行わない経路と比べて、2050年には数パーセント低
くなる。温暖化を 2℃に抑えることの世界規模の経済効果は、評価された文献のほとんどにおいて
緩和コストを上回る」と報告されている。(確信度が中程度 )

〇人口増加により CO2排出量が増えるが、人口を抑えるような政策はありえるか？

　⇒�中国での一人っ子政策やアフリカなどでは家族計画教育やコンドーム配布も行われてきた。一方

フランスでは出生率を上げるための政策が長年続けられ成果を上げている。人口問題は環境問題

を考える上で根本的な課題だが、そのためだけに人口抑制することが倫理的に許されるのかどう

かについては議論が必要だと思う。

２．脱炭素社会はこんな社会だろう、こんな社会にしたい（エネルギーや廃棄物だけでなく、日々の

暮らしや働き方なども考えて）

・ストレスのない社会（電気を使いすぎちゃった、プラスチック使っちゃったとか）

・食料自給率を高め、地産地消を進める社会。そうすれば無駄なエネルギー消費を抑制できる。

・物流を少なくしても良いよう地域連携を密にするなど、近隣社会との密接な関係が築かれている。

・�直近で到達するべき目標があると行動しやすい（身近な数値）。ゲーム感覚で達成できるような皆が

参加できるような仕組み

・�下水汚泥を農業（肥料）に使用し、化学肥料を使用せず安価に食料生産できるような仕組みがある社会

・本来の日本の姿、自然の多い場所などが維持、再生された社会（健康的に暮らせる）

・特別なことをするのではなく、日常なことで脱炭素が達成できるような社会

・生活スタイルの変更で日中の暑い時間の活動を控える（原始的な生活スタイルに回帰）。

・電気自動車、水素自動車の普及

・スローライフの定着

・使い捨て文化を改めた社会

・子供服など着まわすような習慣が少なくなってきたので、定着させていきたい（メルカリなど）。

・CO2の見える化（色で見える、スマートウォッチ的な）により、削減することを意識できる社会

・脱炭素社会の共通認識を持てるような社会

・環境学習が盛んな社会

・脱炭素の観点では原子力発電がよいが、議論が尽くされておらず、こうした問題が解決された社会

・会社としては現在の水処理だけでなく、大気にも配慮できるようになっている。

・お客さんとの間にある無駄な関係性（過剰なサービス）が見直されている。

・各企業で実施していることが水平展開できるような社会
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森　弘吉　( もり　ひろよし／株式会社エムダイヤ　代表取締役 )

　自社における取組と経営者としての信念

エムダイヤ ® は一言でいうと、‐「もった

いない」をカタチに ® ‐ を実現するために、

日々努力している会社です。

常に変化するリサイクルニーズに対応し、

ごみの山を資源に変えるべく、独自技術を追

求しながら、様々な取組を進めています。

業務内容は、各種リサイクル機械の製造・

販売、各種産業機械や工作機械の改造・修理

ですが、リサイクル業全般を行う総合環境企

業を目指している会社でもあります。

様 々 な 廃 棄 物 は、 処 理 が 困 難 で リ サ イ ク

ルしても質が低下し、 価値が下がるものが

多くあり、ごみとして焼却・埋立されたり、

廃棄物の不法投棄を誘発する原因となって

いました。このようなリサイクルの課題に対

し、エムダイヤの独自技術により開発した機

械を使い、従来はごみとして処理されていた

ものを再資源化する事によって、環境貢献・

社会貢献につながる取組を行っています。

エムダイヤ独自技術は、日本をはじめ海外

でも多数の国内・国際特許や商標登録を取得

し（14 頁参照）、様々な製品や技術、会社に

対する各種表彰も受賞しています。

また、エムダイヤ製機械全般の「モノづく

り」においては、鉄板や丸棒といった鋼材で

調達し、溶接から機械加工、塗装、組立、納

品、メンテナンスまで、一貫して自社生産す

る事を信念としています。

さ ら に は、 日 本 国 内 の 販 売 形 態 に お い て

は、商社やエンジニアリング会社を通さず、

エンドユーザーへの直販体制を推し進める事

で、より高度なニーズに対しても適正な価格

と短納期で提供出来るよう努力しています。

最近では、リサイクルにより元の製品より

次元・価値の高いものを生み出す「アップサ

イクル」の取組も始めており、機械を製造す

る際、下取りした別の機械から古い部品を取

り出し、加工して再利用しています。現在は

まだ数例ですが、今後はアップサイクルも積

極的に進めていきたいと考えています。

さ て、 顧 客 や 環 境 に 貢 献 す る に は、 ま ず

は社員満足度を向上させる事が必要と考え、

様々な取組をしています。この社員満足度は

経営者の主観的な思いに留まらないように、

多くの外部指標を取り入れています。

例えば、社員の「生活」と「安全」を優先

するという考えのもと、健康経営に取り組ん

でおり、「健康経営優良法人（中小規模法人

部門）」や「とやま健康企業宣言 銀（Step1）」

に認定されています。

また、女性社員が生き生きと活躍する事を

証明する、「とやま女性活躍企業」の認定や、

災害発生時の行動指針をマニュアル化し非常

設備や非常食の拡充を図った「事業継続力強

化計画」の認定等が認められ、ビジネスモデ

ル、 健 康 経 営 意 識、 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 等

が高く評価された事で、「ホワイト企業認定 
GOLD」にも認定されました。

エムダイヤは、経営と独自技術の両面から

環境への貢献を目指しています。経営方針と

して、外部環境が変化しても社員一人一人が

経 営 理 念 を 実 践 し、 自 ら 考 え 行 動 で き る よ

う、会社全体での行動基準を策定し、その徹

底を図っています。 「とやま SDGs 宣言」に

も認定されていますが、高い自己資本比率を

中心とした財務基盤と、SDGs の両輪をバラ

ンス良く回す ESG 経営が理想的な経営であ



経営者「環境力」大賞を受賞して
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ると考えます。さらには、急成長はリスクと

考えて、着実な成長を心がけた年輪経営を意

識しながら、事業を通じて環境や経済に貢献

したいと考えています。

現在、北海道から鹿児島まで、日本全国そ

して海外にも、エムダイヤの製品は納品され

ています。2022 年である今年は、 公的機関

である「名古屋中小企業投資育成（株）」か

らの出資を受ける事で、さらなる財務基盤の

強化と信用力向上を進めました。また、環境

機械の製造・販売における「モノづくり」の

みならず、新たな工場（立山工場）を建設し、

リサイクル業やリサイクル仲介業といった、

「コトづくり」事業拠点を立ち上げました。

 「経営者環境力大賞」を受賞した事で、経

営者として、何をどうするかといった方針や

考え方を改めて整理できた事に感謝します。

私が楽しいと思う事は、仕事を通じた「気

づきや学び」であり、異質に触れる事には、

常にワクワクします。コロナ以前は全国をか

け回り、2 ヶ月に 1 度は仕事で海外へ出かけま

した。異質に触れる事は、自分を大きく成長

させてくれます。今年に入ってからは、よう

やく国内外に行けるようになってきました。

私は、想定外な事に出会う事はとても大切

だと考えています。想定内の中にいると楽で

すが、成長も停滞すると考えます。だから、

どんどん外国へ異質に触れるため出かけま

す。多くの「経験」を通じて、私自身の自己

成長と社員の成長を感じ取れると、大変うれ

しく感じます。

これからも環境事業を通じて、会社が次々

と新しいアイデアや技術を生み出し、異質や

想定外を大切にする視点を常に持ち続け、社

員と共に成長・発展出来る会社を目指してい

きます。

エムダイヤの独自機械

♦「�������分離・破砕機�エコセパレ®」

   異なる素材の混合物を一瞬で素材ごとに分離・破砕することができ、焼却や埋立処分されてい　
た、廃棄物を資源化する事が可能となります。例えば、廃タイヤをこの機械にかける事で、わずか
な工程で、ゴムと鉄芯に分離・破砕する事が可能となります。これによりゴムは新たなタイヤの材
料に、鉄芯は製鉄所へ持ち込まれて、新しい鉄に生まれ変わります。あるいは、光ケーブルをこの
機械に投入すれば、鉄芯とそれ以外に分離・破砕して、再資源化する事が可能となります。

♦「切断機�エコカッターやエコループカッター®」

シャープな切れ味で、切断物が潰れない特徴があります。例えば、エアコンの室内機を切断する
事で、熱交換器を効率的に回収する事が可能になりました。
また、防弾チョッキに使用されるような、切断が難しいと言われる素材が入っている光ケーブル
も、容易に切断して減容化や再資源化が可能となります。

♦「基板剥離機�エココレクター®」

電子基板といった都市鉱山が多く含まれる電子チップを極力傷つけないで剥離する事で、より効
率良く貴金属やレアメタルを回収する事が可能となります。

♦「IoTモジュール�エココントローラー®」

自社製機械や他社製機械に取り付ける事で、遠隔診断や生産管理、遠隔非常停止等を事務所や遠隔
地にいながら、パソコンやスマートフォンやタブレットを用いて、確認・操作する事が可能です。



環境文明社会づくり

         あれこれ (13)

源流（13）

加藤　三郎

先に私は、パリは “ 飛び切
り個性的なまち ” だと評し
た。しかしこの見方は、パリ

を知る多くの日本人が共有す

る思いだろうと思うが、私の

場合、半世紀経っても忘れら

れない鮮明な記憶がそう言わ

せるのだ。

それはパリに着任した翌年

の初夏のこと。街ゆく人々は

すっかり夏姿になり、若い女

性などは半袖ないしはノース

リーブ姿で生き生きと街を歩

いている。そんな季節に、と

ある横断歩道で、中高年と見

えた二人の女性が、なんと

オーバーを着、マフラー姿で

信号が変わるのを待っている

光景に出くわした。二人は誰

憚ることなく言葉を交わしな

がら立っている。この季節

に、この場違いな服装。私は

息をのんで見つめてしまっ

た。

考えてみれば、この二人は

好んで冬装束を選んだという

より、南半球の寒い季節の

都市から飛んできたばかり

で、服装をパリに合わせるこ

とが出来かねただけかもしれ

ない。それにしても、日本人

ならパリの季節に合わせるだ

ろうにと周りを見回すと、そ

の場に居合わせたパリ人は誰

も咎める風も、驚いた風もな

く、ごく自然に歩道をせわし

なく行き交っている。おそら

く二人の女性にしてみれば、

「世間の人が何を身に付けよ

うと、必要に合わせて自分ら

は着ているだけ。世間に迷惑

をかけるわけでもなく、何が

悪いのか」と考えていたかも

しれない。いや、そんなこと

すら考えず、ごく自然に我が

道を歩いていただけなのだろ

う。

この貴重な経験から、若い

日の私は、「個性的であり、

また何事からも自由であると

いうことは、こういうこと

か」と心底、感じさせられた。

私が育った頃の日本では、「人

の目を常に気にかけよ。目立

たず、何事も世間並が一番と

心得よ」といった教訓が一般

的であったように思う。今の

人はどうかよくわからない

が、最近でも「上の人の気持

ちを忖度し、逆らうな。周り

の空気を良くわきまえ、出す

ぎるな」の風潮が見られ、私

は気になる。

若い日のパリでこん

な経験をしたからかど

うかはわからないが、その後

の役人生活は、比較的 ” 個性
的 ” であったように思うし、
当時の先輩も同僚も、そんな

私のスタイルに寛容でいてく

れたと有難く思う。

1990 年に地球環境対策の
担当責任者になり、特に温暖

化対策を考えると、大量生

産・大量消費型の都市・工業

文明そのものに切り込まなけ

れば本当に効果的な解決はあ

り得ないと覚悟するに至っ

た。

この問題を本気でやるな

ら、他に煩わされずに自由

に考え、発言する立場にな

るしかないと自然体で考え

た。53 歳で役所を辞め NGO/
NPO に転じ得たのも、環境
を主軸に据えた「環境文明」

にしなければ社会はもたない

と考え、そのための旗印とし

て現行憲法に「環境（持続性）

原則」の導入が必要だなどの

主張を続けてきた。それがで

きたのも、パリでの経験が自

立自尊の心を教えてくれたの

ではと、今、思い返している。
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【提案】衰退する日本社会を立て直すため、『環境プラス立国』の推進を !!

環境文明 21 と、経営者「環境力」大賞受賞者の有志による経営者「環境力」クラブで下記の提案を
しています。現在、賛同者を募集しており、企業、個人の賛同をお待ちしています。

現在、スポーツ界での若いスター選手の大活躍や、「はやぶさ２」による宇宙探査の成功など、日本

を元気づける話題はいくつもあります。しかし、社会の基盤を構成する分野では、更なる衰退を懸念

せざるを得ない兆候（参考情報）が顕在化し、日本の将来を危ぶむ声も聴かれます。

例えば、日本の再生可能エネルギーの開発・普及の遅れが顕著に示すように国内の技術そのものに

問題があったわけではないのに、従来型政策の延長の結果、持続可能な社会の創造に向けた健全な技

術の開発・普及が遅れてしまった事例も多々見受けられます。

しかし、日本には、独特の風土や文化に育まれた感性や倫理観、長年の経験により培われてきた技

術力などを活かし、全ての命と社会経済活動の基盤である「環境」を護りながら、平和で持続可能な

日本を建て直す力は今なお健在です。

その力を磨き、新しい環境に適応しながら、日本を土台から建て直す『環境プラス立国』を、あら

ゆる機会を捉えて推進することが大切です。

「環境プラス立国」とは、狭い意味での環境技術や対策だけに依存せず、私たちの暮らしを守り、

社会を健全で持続可能なものにすることを意味しています。

「プラス」にはその意味が込められています。

私たちは、すべての心ある人々、特に大きな責任を有する政府、自治体、政党、企業組織等に、「環

境プラス立国」の実現のため、以下に例示するような政策の必要性を強く訴えます。

●環境教育の拡充等、学校教育の抜本的改革

●「もったいない」「足るを知る」などの伝統的知恵の再活用

●炭素税を含むグリーン税制の導入による財源の確保

●気象災害等、災害に強い国土や地域社会の形成

●自然資源の保全と廃棄物の循環利用の促進

●生物の積極的保護など生態環境の回復

●�脱炭素社会の建設（脱化石エネルギーと各種の再生可能エネルギー開発の促進、省エネの徹底）

とその維持管理

●市民（特に女性や若者）の社会参加の強化と NPO 活動への公的支援

●移動のグリーン化（交通機関動力のグリーン化、自転車道や歩道整備等）

●環境・開発分野での国際協力の拡充

●身近な化学物質の管理強化

　　　　　　　　　　　　　　　                                    認定 NPO 法人環境文明２１代表　藤村コノヱ

　　　　　　　　　　　　　　　                                    経営者環境力クラブ代表　　　林　英夫　

　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           　（武州工業㈱相談役）
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「私たちの訴え」の背後にあるファクト
１．日本の衰退を示す様々な兆候

　①人口減少・少子化
　　2021 年の日本人の出生数は 81 万人余（過去最少）。合計特殊出生率は 1.30 で、6 年連続減少。
　　その一方で、死亡数は戦後最多の約 144 万人余であり、年間のネット人口減は約 63 万人余。
　②増大する未婚率
　　50 歳までに一度も結婚していない生涯未婚率は、男性 28.3％、女性 17.8％（20 年）で増大傾向。
　　21 年の婚姻数は 50 万余で減少傾向。
　③労働生産性、国際競争力
　　日本人一人当たりの労働生産性（20 年）は、OECD 加盟国 38 ヵ国中 28 位（ちなみに米 3 位、仏 8 位、
　　独 15 位、英 19 位、韓 24 位）。また、スイスの国際経営開発研究所の「国際競争力ランキング」（22 年）
　　では、日本は 34 位（ちなみにシンガポール 3 位、台湾 7 位、米 10 位、独 15 位、英 23 位、韓 27 位、
　　仏 28 位）。
　④女性差別
　　「世界経済フォーラム」のジェンダー・ギャップ ランキング（22 年）では、146 ヵ国中、日本は
　　116 位（ちなみに、独 10 位、仏 15 位、英 22 位、米 27 位、韓 99 位、中 102 位）。英エコノミス
　　ト誌の主要企業の女性役員比率（21 年）では、日本は 289 位（ちなみに仏 7 位、英 17 位、独 18 位、
　　米 20 位）。
　⑤幸福度
　　国連の「世界幸福度」ランキング（21 年）では、日本は 56 位（ちなみに独 13 位、英 17 位、米 9 位、
　　仏 21 位）。
　⑥若者の意識
　　日本財団が 22 年に 6 ヵ国（日、米、英、中、韓、印）で各国 1000 人の若者（17 － 19 歳の男女）
　　を対象に実施した調査で、「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」、「ボランティア活動に参加したいと思
　　う」、「政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている」のすべての重要項目において、
　　日本の若者は最下位（6 位）。

２．衰退に至る経緯

　１） 第二次世界大戦後から 1990 年頃までは、科学技術を伸ばしながら国土の改変と都市への人口集  　
中を促し、重化学工業や電子・機械工業を中心に日本は国力を伸張、世界も驚くほどの経済成長
を遂げ、OECD への加盟など先進国の一員として大きく発展した。しかしその反面、深刻な環境
破壊や大都市・地方都市間の格差、さらに家庭や地域・学校の教育力の低下をもたらした。

　２） 1960 年末から 80 年代にかけて、一大経済発展の代償として発生した各種の環境・エネルギー
問題（公害、国土の改変に伴う自然生態系の破壊や石油危機など）が発生したが、日本は対策を
真剣に講じ、特に公害対策、省エネなどにおいて顕著な成果を挙げた。

　３） しかし、今世紀に入っては、政府の環境対策へのプライオリティが低下したことや、かつての
成功体験に安んじて技術と次世代の産業の発展を促す努力を怠った事などが重なり、人口政策、
産業政策も含め、国家として持続可能な未来を形成することにも後れを取ってしまい、日本は「先
進国」なのかという疑念も生じている。

　４） 21 世紀の今日、戦後の奇跡をもたらした日本の “ 得意技 ” の多くは、競争力を失いつつある。今後、
日本が稼げる産業力は何かについて、未だ混沌としており、日本の将来、即ち青少年たちの未来
についての確たる見取り図はできていないように見える。
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今月のテーマ：経済の方向を

　　　　　　　　　　　どう変えていけばいいのか
〔風〕

「人」と「教育」の力を信じて……………藤村コノヱ 1
〔ながれ〕

企業の環境関連施策拡大の構造…………………小村智宏 3
あぁでもないこぉでもない「経済」談義………浅利美鈴 5

〔報告〕

経営者「環境力」クラブ勉強会……………………事務局 7
第２期環境文明塾 第１回 開催……………………事務局 9

〔経営者「環境力」大賞を受賞して〕

自社における取組と経営者としての信念………森弘吉 11
〔環境文明社会づくり、あれこれ〕……………加藤三郎 13
〔提案〕

   衰退する日本社会を立て直すため、
『環境プラス立国』の推進を !!……事務局 14

〔うごき〕……………………………………………………16

環境文明 21 の主な動き（2022 年 8 月）

8 月 19 日 三井物産勉強会で藤村代表が講師を務める
8 月 20 日 食と環境に関する部会開催
8 月 23 日 環境文明 21 臨時理事会・総会開催

8 月 24 日 グリーン連合幹事会に藤村代表参加
8 月 26 日 神奈川ネット勉強会にて藤村代表が講師を

　　　　   務める
8 月 26 日 第 21 回ミニセミナー開催
8 月 29 日 「環境プラス立国」についての意見交換会
8 月 30 日 量子科学技術研究開発機構の環境レポートに

　　　　　関する意見交換会に藤村代表参加　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　※全てオンライン

●第二期環境文明塾　第 2回

日時　2022 年 9 月 16 日（金）13:30 ～ 17:30
　　　※オンラインにて開催

●「環境から見た食」部会

日時　2022 年 10 月 8 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。
(tomato331.konomidaisy@gmail.com)

2022 年 9 月号
2022 年 9 月 15 日発行
第 30 巻　第 9 号　通巻 348 号

目次 (30 巻 9 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。 

■ 6 月のある日のこと、事務局から出て階段を数段降りた

時、左足がガクッときた。何ともいえない違和感。丁度そ

の日、同僚の M さんから針治療院を教えてもらったところ

だったので、すぐ翌日に治療を受けた。先生曰く、「水不足！

針が通りにくいわ」。大事なのは水分、スクワットとストレッ

チ（筋肉の強さと弾力性）、酸素（有酸素運動）の 4 つの S
だと教えられて帰宅。それにしても水気が足らないとは‥。

コーヒーやお茶ではダメらしい。人生のン年先輩のコノヱ

さんからも、朝起きたら 300cc の水を飲むといいと教えて

もらい、頑張って実践。少し水分が増えたようで、最近は

庭で蚊に刺されるようになった（さしものヤブ蚊も以前は

針が刺さらなかったとみえる）。所長からは「水も滴るって

ことかな」と励まし（？）のお言葉。この上は 4 つの S を

守り、元気な高齢者として現役世代のお役に立てるように

頑張ろう！と思いつつ、満州引き上げ経験者で御年 92 歳

になる大先輩の「生きるってホント大変よ～」という言葉を、

なぜか時々思い出すこの頃なのである。(O)
■例年になく暑い夏も終わりが見えてきましたが、パキス

タンでは国土の３分の 1 が浸水し、沖縄でも台風が居座っ

て大きな被害が出るなど、気候危機は益々ひどくなるばか

りです。一方国会では国葬や統一教会問題で騒がしいよう

ですが、原子炉の新増設、防衛予算の増額など、私たちの

知らない間に重要なことがどんどん決められていく有様。

「聞く耳」を持ってるはずの岸田総理が聞くのは、自民党

や経済界の声ばかりで、支持率低下も当然です。先日開催

された中環審で示された重点項目でも、「投資」の文字が

踊り経済政策のオンパレード。思わず、“ 環境省の本分・

使命を忘れないで ” と発言してしまいました。気候危機や

貧困、格差が顕在化する中、多くの国民が望むのは安心・

安全でごく普通の幸せ。そのために経済も大切ですが、そ

れだけではないことを忘れないでほしいものです。／先月

号で所長のコロナ感染報告をしたところ、数名の方から心

配するお電話が。本人は軽症だったこともあり「感染した

という意識が全くない」と暢気なことを言ってますの

で、ご心配なく。（コ）
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