
ストップザ温暖化キャンペーンin新居浜 
 

日時：平成２０年６月２１日(土)１３：００～１６：１０ 

場所：新居浜市市民文化センター 中ホール 

概要：ＮＧＯ環境パートナーシップ協会の特別顧

問でもある田川さんが、これまでにテレビ

放映された映像やシミュレーション結果を

用い、温暖化の本当の意味、影響を分かり

やすく説明。その映像の真実の迫力と、分

かりやすい説明は、「地球温暖化」が百年先

の問題ではなく、ここ５～７年で勝負が決

まってしまう、待ったなしの問題であるこ

とを強く伝えた。その後、新居浜の市民な

どを交えてのパネルディスカッション。 

 

 13：00～13：06 主催者挨拶 にいはま環境市民会議 会長 眞鍋昌裕  

・地球温暖化は世界的な問題であるが、我々の身近な問題。今日皆さんが乗ってきた自家用車の

ＣＯ2が北極熊の棲む環境を破壊しているかも知れない。 

・地球温暖化の問題は、①化石燃料を使えばＣＯ2が増える、②木を植えＣＯ2を吸収させる、こ

の二つの問題である。結局は毎日の省エネ、省資源、保全、地産地消のこと。 

 

 13：06～13：09 後援団体代表挨拶 新居浜市長 佐々木龍  

・６月の環境月間に合わせて、本日のキャンペーンの開催、ありがとうございます。 

・廃棄物処理場の整備を進めてきた。しかし、新居浜市は廃棄物の量が他市に比べて多い、不法

投棄が多いとの課題もある。 

・行政への市民参加ではなく、市民活動への行政参加をさせていただいている。 

 

 13：09～13：13 来賓紹介、祝電披露  

・藤田市議会議長、白石徹県議、豊田康志県議、石川稔県議、菅秀次郎県議 

・小野晋也衆議院議員祝電披露 

 

 13：14～13：22 ＮＧＯ環境パートナーシップ協会 顧問 堤九十生  

・1971年、20歳の時に父が公害病認定されたことがきっかけ。「公害問題は机上では解決しない、

現場を中心に動きなさい」との話を聞いたのが22歳。 
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・公害防止管理者資格を取得し、公害防止研究会の設立、各地の公害病（いたいいたい病など）

をめぐり、工場の指導回数も２万回を超える頃、立山会長と会った。 

・公害問題が環境問題となっている。ゴアの「不都合な真実」の公表される２年前に田川さんに

このことを教えていただいた。 

・菌に世界が汚染されている。この菌に負けないこと、平成16年12月に立山さんと仲間20人に

話し、パートナーシップ協会の設立、立山さんを会長、田川さんを特別顧問に就任いただいた。 

・会員が手弁当でキャンペーンを60回開くことを決意し、今日は11回目。温暖化ストップのた

めに一人ひとりが出来ることをやっています。見て、聞いて、明日から素晴らしい未来のため

に行動に結びつけて下さい。 

・ＮＧＯ環境パートナーシップ協会ＵＲＬ http://www.kankyou-partner.com/ 

 

 13：23～14：33 講演「地球温暖化の真実と解決への道」  

・講師：環境ITコンサルタンツ 代表取締役 田川嘉隆  

・佐世保で生まれ、熊本大学、大学院、九州松下電器で研究開発（52歳まで）。50歳の時に「温

暖化ストップ」が使命と感じ、10年取り組んできた。 

・洞爺湖サミットで本当に日本がリーダーシップを取って欲しく、首相を含める10人の大臣に本

日の資料（pdf ファイルを用い、様々な映像とグラフやデータを貼り付けたアーカイブス）を

送った。が、反応がない。 

・「地球温暖化の真実」 ＮＨＫや様々なテレビの映像も含まれており、使用目的を伝え使用許諾

を得ている。 

第1章：緊急メッセージ   ９つの映像 どうやってＣＯ２を減らすか 

   第2章：21世紀への指針   どうすべきか、その手段を示している 

   第3章：地球温暖化の真実  奇跡のバランスが崩れる時 ３つのテーマ 

・北極から南極まで世界は全て「海」でつながっている。「つながりの問題」 

・熱の８割以上を「海」が吸収し蓄積する。温室効果ガスや気温の上昇はその一部分でしかない。 

◇世界遺産のイグアスの滝が緑の崖に 2006年８月一時滝の水が無くなった 

   ◇頻発する記録的大雨 台風１４号、一度に1,300mmの雨、カトリーナ 

   ◇竜巻の発生の増加 2006 年 秒速 142m の風は鉄筋コンクリートをも粉々に 大型トラ

ックが小石のように宙を舞う 直径4kmの竜巻が時速100kmで移動 

スリッパがタイヤに突き刺さる 20 年で海から供給される熱量が

10％増加 アメリカの東海岸での竜巻の増加 

１年間に発生した熱帯低気圧 ハリケーンまで成長 上陸したもの カテゴリー５以上のもの

２７個 １５個 ７個 ４個 
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・ハリケーン・カトリーナの中心気圧は902hpa 海水温が平年に比べて1度高かっただけ 

・2100年 大気温が4.2℃上昇し、ハリケーンは800hPaとなると言われている。 

その時、日本の台風は825hPaとなると言われている。 

「桁違いな台風になることを誰も言わない。 4.2℃の上昇としか言わない。」 

・雨の降る量、風の吹く強さで話をする必要がある。 

・北極海の氷の分布 北極海の氷の減り方は科学者の予測よりも早く、10年前に予測していた50

年先の状況にまで、既に融けてしまっている。 

・氷が融けると 氷は太陽光を反射するので地球が暖まるのを防止する 

        氷が減ると黒い海が熱を吸収してしまう 

全ての氷が無くなると、20年で2℃温度上昇する 

いったん海面が現れると温暖化は急激に進んでいく 「温暖化の暴走」 

・2010年までに北極海の氷が全て融ける 地球シミュレータの予測は2070年だったのに 

白クマが棲めなくなるだけの話ではない！ 

・南極の氷が融けるとどうなる 

◇地球上の８～９割の雪が南極に存在する 厚さ2000m（平均）、場所により4000m 

◇南極の全ての氷が融けると海水面は５～６m上昇する。 

◇海面が１m上昇すると、南極の壊れやすい部分の氷が崩壊し、四国ほどの大きさの氷が

海に流出しはじめ、海面が５～６m上昇する。 

・過去の海面の上昇は日本の地形からも読み取れる 氷河期には標高マイナス120m 2万5千年

前には標高20～30mだったことは日本のリアス式海岸のあちこちから観測される。 

・ＣＯ２の発生をやめても・・・温度上昇はすぐには止まらない 

◇ＣＯ２濃度の上昇速度が低減し安定するには100～300年かかる 

◇大気温度の安定には数世紀かかる 

◇温度上昇による海水の熱膨張が安定するのには1000年規模 

◇氷が融ける速度が減少し始めるには1000年規模 

・「2100年には5.8度大気温が上昇し、海面が80cm上昇する」とは、通過点でしかない！ 海面

上昇が80cmで止まることを言っているのではない。 

・節度の無い文明の暴走 ドバイの高エネ社会は典型 

◇石油で儲けたお金で高エネ社会を作り、海面上昇で水没する。 

◇高エネ社会とは決別し低エネルギー社会にしないと、台風により遠方にある発電所から

の送電線や道路が破壊され、復旧は追いつかなくなり、そこへ海面上昇（５～６m）。 

◇これらに対するインフラの安全対策は何も考えられていない。 

・さらに、「海面上昇」が様々な引き金となる。 
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・気候ターゲット２℃ ２℃の温度上昇で人口が半減する。 

◇ＥＵ、ＩＰＣＣは温度上昇が２度を超えるべきではないと提唱している。 

◇水不足の危機にさらされる人口は  1.7℃の上昇で  ９億人増える 

                  2.0℃の上昇で ２５億人増える 

                  2.5℃の上昇で ３１億人増える 

◇２℃の上昇で、水不足の危機にさらされる人口が急増する。 

◇水が無ければ食物も作れない。人口の半分を賄えない。２℃の時に世界人口が半減。２℃

を守らなければ「暴走」になってしまう。災害に遭う人の数は核戦争の比ではない。 

・２℃の上昇に要する時間が、地球シミュレータ

の予測時期が2028年から2015年へと早まって

いる。 

・巨大な発電システム 長距離の送電システムは

ダメになる。電気や食糧が長距離から輸送され

なくても生きていける生活スタイル → 「地

産地消」 

・電気が無くても暑さに耐えられる生活スタイル 

・２０世紀は人間は地球に対して「加害者」、２１世紀は災害という形で地球から「反撃」を受け

る時代。リスクにどう対処するのかの時代。 

日本の姿勢：結果対応 

北欧の姿勢：予防原則 

・政治がやること、企業がやること、学校・個人がやること → つぶさに具体的に計画を立てる。 

・エネルギー 「化石燃料」に頼らない → 「セルロース」に頼る 間伐材、稲わらなど 

このようなセルロースをエネルギー化する新しい産業に金を注ぎ込むシステム作りを 

・情報の共有化を徹底してやる 

◇ＴＶ会議システム 人を集める旅行のエネルギーが要らない、人を移動させない 

◇ペーパーレス コピーを作らせない 先方との打合せも、その場でスキャナー取り込み、

電子ファイル化 紙の使用を1/100に減らせる 

◇デイトレーディング家は、紙への印刷などしない、スピードが大切なので５台のモニター

に全ての情報を表示させ、ペーパーレスで判断していく。 

◇災害発生時に災対室に全員を集めてなんて、情報の孤立、欠落を生むだけ。１台のモニタ

ーでは、表示されていない情報が欠落、切断されてしまう。 

・急がねばならない！ ビジョンを持って対策を立てねばならない。 

・失敗は許されない、皆さんがこの世から居なくなってしまう。 
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 14：33～14：44 質疑  

Ｑ：本日の講演はデータや映像に基づきわかりやすいものであり感銘を受けた。講演の最初に、こ

のファイルを首相などに送ったのに反応がないとの話だった。このことについて講師のお考え、

思いのほどは？ 

Ａ：首相たちはパソコンが使えないので、直接これらの情報に触れられていない。担当官から口頭

で報告を受けただけなのだろう。私は、このような情報機器の操作は年寄りには無理だと考え、

若い世代、子供達自身が変革の機動力となること、若者達に期待している。私のようなプレゼン

の出来る人を増やすためにも、大学に出向いたり、アーカイブス作りに取り組んでいる。 

この惑星の全ての生物を救いたいのなら、2015年の２℃上昇まで７年ある、これまでに何をす

るか、この５年ぐらいが勝負です。 

「地産地消」 自分達が住むところで、食べるもの、使うエネルギーを足元で作る必要性が！ 

カウントダウンされているのに、チンタラやっている。これでは困る！ 

Ｑ：地球温暖化問題は、気温の上昇ではなく、海水温の上昇で捉えるべきとあったが、この意味は？ 

Ａ：太陽熱の反射率が大きく異なる。 

雪の太陽熱の反射率は 75～95％ → 地球温暖化を防止している 

水の太陽熱の反射率は  5～25％ → 海水温が上昇し、蓄熱し、全地球的にエネルギー供給 

森林の太陽熱の反射率は 3～10％ しかし、森林は自分自身が熱を吸収し、土地は暖めない 

 

 14：46～14：55 地球温暖化対策ソング ゴストレイの演奏  

♪ 僕らは毎日 この星の上で 傍若無人に  

振る舞っているんだ 

木々を切り倒し 山を切り崩し 地中深くまで

掘り込んで 

僕らは毎日 この星の上で 偉そうな顔をして 

威張っているんだ 

この星の恵がなけりゃ 生きていけない   

ちっぽけな存在なのにね                （ゴストレイ） 

煤煙を撒き散らし 汚水を垂れ流し 排ガスが世界を どす黒く染めていく 

川は緑色に染まり 海は鈍
なまり

色
いろ

に染まり 灰色の大気に 覆い尽くされる 

人間という名の 小賢しい黴菌
ばいきん

が この星の命を 奪おうとしている 

今こそ僕らは 何かを始める時だ 手が届く範囲の せこい話じゃないんだ 

でっかいでっかい 母なるこの星が 今 断末魔の雄叫びを 上げているから 

今こそ僕らは 何かを始める時だ 手が届く範囲の せこい話じゃないんだ 

でっかいでっかい 母なるこの星が 今 断末魔の雄叫びを 上げているから ♪♪ 
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 14：57～16:10 パネルディスカッション「知っているから、しているへ、今からはじめよう！！」  

コーディネーター 眞鍋昌裕（にいはま環境市民会議会長） 

パネラー 立山裕二（ＮＧＯ環境パートナーシップ協会会長） 

     田川嘉隆（環境ITコンサルタンツ代表取締役） 

     渡部恵輔（市民代表 運輸関係会社勤務） 

     杉本弘子（市民代表 主婦） 

     加藤 哲（新居浜市環境部長） 

 

眞鍋：自己紹介をお願いします。 

立山：足し算ではなく、かけ算効果を期待した協会で、きわめてフラット

な協会。小学５年の時に「環境問題」に目覚めた。尼崎生まれ。クラ

スの５～６人が咳き込み、中には喉をかきみしりながら床を転げまわ

っている、公害病、工場の煤煙、爺ちゃん婆ちゃんがマスクをかけ、

葬式が多い。ある人が血で書いた遺書を残して死んだ。学校の勉強を

せず、環境の勉強。大学も排水処理の研究、仕事も環境機器の会社。

公害病は環境問題となり世界中に広がっていた。地球環境問題に十数

年取り組んでいる。経営コンサルタントとしての活動、市民としての

活動、尼崎市民環境会議の「どないしょう こうしよう」「環境に優しいお店ガイド」 出来

ていない店を非難するのでなく、良い店を応援する。これまでに1,650回ほど講演、本も出し

ている。この７月末には新刊本が出る。中学生が私に質問する形で、私の考えを答える本とな

っている。 

（ 立山 裕二 ）

杉本：新居浜暮らしの会。有機栽培、石鹸求める人でスタートした会。家

族や自分が安心して食べられる食物をと考え入会した。安全な野菜は

生産者が作ってくれるものだと思っていたが、生産者と話をすること

で、消費者もいっしょになって作るものだとわかった。消費者として

も出来ること、すべきことを共に考えていきたい。 

渡部：渡部物産で環境関係の仕事。バイオディーゼル燃料の事業をスター

トさせ、新居浜市との共同事業のつながりで本日参加。 
（ 杉本 弘子 ）

加藤：４年前から環境行政に従事。エコカッコイイ人がたくさん出来ると

良いなぁ。 

 

＜１．新居浜市の状況＞ 

眞鍋：50年で1.845℃の上昇。平成16年には台風被害。これをどう捉えればいいか？ 
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田川：気温の上昇は地域により異なる。緯度の高い地域ほど温度の上昇量が多いことが問題。その

地域の温度の変化によって生物活動に影響が出る。 

日本海の海水温の上昇は 1.2～1.6℃/百年。 世界の太平洋や大西洋、インド洋などの海水

温の上昇は 0.4℃/百年程度なのに。莫大な電力を作るための発電所が日本海側の海岸に立地、

電力を作るための発電所からの熱量の70％は海へ冷却水を通して供給されている。 

海が暖まると、次の引き金を引いてしまう。メタンハイドレードが溶け出し、温暖化をさら

に助長させる。 

立山：台風が大きくなることは言われているが、大きいまま上陸することが言われていない。フェ

ーン現象 湿った空気が山に当たり、その裏側の山は乾燥 山火事に注意が必要。 

眞鍋：土木工事は時間50mmの雨量とかの基準に従って仕事をしており、（気候の変化に対しての）

見直しが要るかなぁ。 

 

＜2．ゴミ問題と温暖化in新居浜＞ 

眞鍋：新居浜はゴミの発生量が多い。全国平均が1,050g/人・日、愛媛県平均が988 g/人・日、新

居浜市は1,248g/人・日。このうち燃やすゴミは65％、そのうちの半分は生ゴミ。この生ゴミ

を自宅処理するとゴミ総量の30％を削減できる。コンポストは各条件設

定に失敗してウジがわいたりするが、土に埋めると失敗がない。電気を

使う生ゴミ処理機は電気で乾燥させたりと、環境に優しくない。 

３Ｒ＝Ｒｅｄｕｃｅ Ｒｅｕｓｅ Ｒｅｃｙｃｌｅ 

        買わない ＞ 再利用 ＞ リサイクル 

渡部：天ぷら油の廃油処理 ベタベタして扱いにくいが、出来るだけ回収し

て車の燃料として活用することで、ゴミの減量化に努めたい。 （ 渡部 恵輔 ）

眞鍋：処理技術はあるが、その廃油を集めるシステムが無く、それを集めるところが皆様の出番。 

加藤：ゴミの減量化に努めているがなかなか・・・。ゴミの処理に要する

費用は１５億７千万円、一人当たりになおすと12,100円かかっている。

ゴミの処理施設を作るのにも金がかかっていて、ゴミ処理施設に 124

億円、最終処分場に82億円。事業ゴミの処理費を２倍、古紙分別に奨

励金、生ゴミ処理機に補助、来年１０月を目途にゴミの有料化へ向け

市民への説明を行っていく。一人ひとりが発言し、一人ひとりが行動

しなければならない問題。 （ 加藤 哲 ）

杉本：どうしても付いてくるゴミがある。リサイクルしても結局最後はゴミになってしまうので、

「分別する、リサイクルするから良い」ではなく、紙パックやペットボトルをやめリターナル

な瓶に換えていくとか。 

眞鍋：ダイレクトメールや包装がどんどんプラスチック、石油品になっていて、減らす工夫は？ 
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立山：ダイレクトメールは受信拒否。生ゴミを汚いものと思っている。「ご

ちそうさま」と言ったとたん、ごちそうが生ゴミに変わってしまう。

生ゴミの本質はごちそうだし栄養だし、そんなことを子供に教えて。 

眞鍋：生ゴミは燃やすにしても水分を飛ばす必要がありエネルギーを必要

とするが、土に埋めればそのようなことも不要。 

 

＜３．農地、農産物問題と温暖化in新居浜＞ 

眞鍋：耕作放棄、自給率40％、食の安全・安心、食育、有機農作物、地産地消、担い手が65 歳以

上の農家が69％。 

賞味期限切れ、買いすぎ、食べ残しで、食品の25％がムダに。 

470万ha 

40％ 

              25％ 

 

国内自給力 海外からの輸入 

賞味期限切れ 

買いすぎ、食べ残し 

 

  摂取可能熱量kcal/人・日 

   0         2,200               5,000kcal 

デスクワーク中心の中肉中背の人の一日にいるカロリー2,200kcal 

（ 眞鍋 昌裕 ）

必要最低限の自給をするためには、現在の農地面積を死守しなければならない。 

杉本：生産しても消費する人へそれをつなげるシステムがない。遠くから食物を買う、そのため

に、様々な処理、薬、ゴミを生んでいる。 

田川：穀物の自給率で見ると日本は砂漠の国のサウジアラビアよりも低い。フードマイレージ、

日本は諸外国の５倍ものエネルギーをかけて食物を運んできて消費している。食料は待っ

たなしの問題。１週間食べられなかったら暴動が起こる。耕作放棄地を残してあるなんて

もってのほか。 

穀物の自給率 世界１１７位 ３４％ サウジアラビア 

              １２４位 ２８％ 日本 

立山：バイオエタノールを非難する人がいる。でも、その人は肉を食べることをやめない。米を

中心とした地産地消が日本には必要。 

もったいないには二つある。①たくさん使うのでもったいない、②余りものが出るので

もったいない → そもそもあまりが出ないようにしているのが「老舗」だった。 

 

フロアより：戦時中の食事を体験させるべくイモを一ヶ月食べ続けたら栄養不足でダメ。昔の給

食が見直されているとかの取り組みは？ 

眞鍋：農水省が2000kcalのモデル献立を作ったが、それでは力が出ない。「自給率」は輸入を減

 - 8 -



らしさえすれば数字上は率が上がる。「自給力」が問題なのである。日本の米は新潟だけで

守るのではなく、新居浜や、地元で守る必要がある。 

 

フロアより：耕作放棄地が環境問題であるとの話があったが、むしろ論点は食料問題ではない

か？ 

眞鍋：食糧問題は農地問題。農家は農業をしながら農地を守り、同時に治水、景観など、環境を

守っているのだから、環境保全農地管理手当を出して農家を守る必要がある。 

 

フロアより：自給率の問題 豚の飼育に輸入飼料を使うと自給率に含まれない。「自給力」が問

題。洞爺湖サミットで多くの大臣はどこまで理解できているのか？ 

田川：14の研究機関をたばねる総合プロジェクト 茨城大学の三浦教授 

2100年の海面上昇を30数cmと低めのシミュレーション結果の中

に農業生産の話があり、今の農業生産が北海道でも出来るとの発

表。今まで農業していた地域での話（本州以南での農作物が、温

度上昇のため作れなくなること）が無く、トータルの視点がない。 

    「予測」とは「予防」のための仕事であり、つじつま合わせの

予測であってはいけない。 

（ 田川 嘉隆 ）

    品種改良が追いつかない、気候変動に対応できない。高温障害、米の発芽現象、商品と

して売れなかったら農業はつぶれる。この温度上昇では「食物工場」で、熱をコントロー

ルして生き残るための取組みが要る。 

食物が無くなり、死ぬとわかったら暴動が起こり、どうしようもなくなる。「食べ物は金

を出せば買える」といまだに言っている人がいる。自分達の地域で食物を作る、多少高く

てもそこから買う地域を作らねば。自分達で食べるものが確保できていて、余りがなけれ

ば輸出してくれない、金で対応できない。 

    標高０メートル地帯に住んでいる若者を農村へ帰し、自分の食料を自分で作るぐらいに。 

眞鍋：太陽熱温水器 エネルギーの自給自足 

   新居浜市を自転車のまちに 昭和32～39年頃は自転車のまちだった 

   いろんな立場の人が一堂に会すると答えが出てくる 市民として、地域として、企業・事

業者・市民団体として、行政として・・・ 

 

フロアより：政府、行政のリーダーシップがあまりに弱い。市長がトップになって、市民が意識

を持たないと、待ったなしの問題に対応できない。 

 

― 以上 ― 
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会場出口において、入場時にアンケート記入用にと配布されていた鉛筆の回収が促された。 

これまで、講演会などで毎回配布されるこの簡易鉛筆が、貯まっていくことにもったいなさを感

じていたところに、「さすが環境に取組む集まりだなぁ」と感心させられました。 
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