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環境シンポジウム 
考えよう地球の未来、今私たちに出来ること 

 

日時：平成２１年１２月２０日（日）１３：００～１５：４８ 

場所：善通寺市民会館 大ホール 

テーマ：考えよう地球の未来、今私たちに出来ること 

主催：善通寺市、財団法人自治総合センター 

後援：総務省、環境省中四国地方環境事務所高松事務所 

香川県、香川県地球温暖化防止活動推進センター 

四国地域エネルギー・温暖化推進会議 

四国環境パートナーシップオフィス 

四国新聞社、ＲＮＣ西日本放送 

協力：善通寺市環境推進連合会 

 

概要: 

 13:00～13:05 むーちゃんのＤＶＤ放映 香川県立多度津水産高校製作              

・ストップモーション・アニメーションで製作された環境へのメッセージ短編映画。 

・香川県立多度津水産高校の学生が製作。 

・イモムシ？ の「むーちゃん」が主人公。 

・自分たちに出来ること、今私たちに出来ることをしましょう。 

 

 

 13:05～13:09 講師紹介  西日本放送アナウンサー 鴨居真理子                

・地球温暖化は、化石燃料を消費する際に発生するＣＯ２が原因。 

・ＣＯ２の問題は、企業や行政だけの問題ではなく、私たちのライフスタイルと密接な問題。 

・企業や行政だけでなく、私たちの暮らしの中で取り組んでいくことが重要。 

・今、私たちが出来ることを見つけて、取り組んでいくきっかけにして欲しい。 

・本日の基調講演の講師 高木美保さん 

・１９６２年 東京都葛飾区生まれ 

・１９８４年 映画デビュー 

・１９９８年 栃木県那須高原で、自給自足を目標に、有機無農薬野菜作りなど農業に取り組む 

・スローライフから見えてきた提言をいただけるのでは・・・ 
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 13:09～14:14 基調講演「自然がくれた人間力」 高木美保                   

・高松空港に着いた時、雪が降っていた。こんな南でも、雪が降るんだ。雪が降る地方（那須）から

来ました。 

・温暖化は、ただ暖かくなるだけではない。気候が狂ってくる。おかしくなる。気候がきつくなるこ

とだと思ってください。 

 

○ＣＯＰ１５ ナーナーにしておいて良いですか？ 

・ＣＯＰ１５ 新聞に載ってました。新聞は、「ＣＯ２が増えていて温暖化が進んでいるので、企業

や私たち一人ひとりが取り組み、地球の温度上昇を２℃に抑えましょう」と。 

・たったの２℃。いえいえ、地球は大きいですから、地球全体が２℃上昇することは大変なこと。 

・ＣＯＰ１５で、偉い人達が議論したけど、今回もやっぱりダメだったか。 

・３っつに分かれる。「先進国」、かつては途上国で今はめまぐるしく発展している中国などの「振興

国」と「途上国」に分けられる。 

あんた達が先に出したんだから、あんたらがしろ。うちらは知らん。 

私らがやるんだから、あんたらもやれ 

・喧嘩別れではないけれど、ナーナーに終わった。 

 

○この大不況に、環境なんて気にしてられない！？ 

・国の話は大きいけれど、自分のことに置き換えてみてください。「未曾有の不景気の今、鳩山さん

はＣＯ２を２５％減らします、産業界も大変、ボーナスが出ない、リストラにあって、こんな不景

気な今、自分たちの生活が苦しくなるのは困るんです」と、言われる方がいる。 

・目に見えている経済に着目すると、環境技術を開発しなければ、１リットルの石油からどれだけの

もの、エネルギー、車を走らせられるか、ギリギリのところまで技術を開発してきた日本。中国の

ように、エネルギー効率の悪い途上国に対して、先進国は技術援助をしていくのだけど。 

・目に見えているお金、経済を考えると、「カラカラの雑巾を絞るように、ギリギリのところまでし

てるんだよ。京都議定書、１９９０年比で６％削減の約束をした、いや、させられた。ヨーロッパ

やアメリカに比べても、大変なところまで来ているのに、努力をしていかなければならない。大変

なことになる」と思われ、言われている。 

 

○私たちの経済を、暮らしを支えているものは 

・私たちの経済には何が要りますか。工場が動くにも水が要ります。農業も、水と土地と安定した気

候が要る。自然の資源、自然の土地、気候があるので、その上に経済が成り立っている。もしこの

自然が壊れてしまったら、それでも、水も食べ物も食べていかなければならない。そのためには、

いくらお金がかかると思いますか。せっかく出来た農作物も気候が変になり、リンゴが、米が、魚

がとれなくなったら・・・。 
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・お金が動いていることにばかりに目がいっていますが、それが生まれている、タダでもらっている

「自然」を考慮していません。地球がタダで与えてくれている水、気候、季節。これを人間のエゴ

によって、水がない（干ばつ）、土地が無くなる（洪水）、住むことも出来なくなった。そんな安全

で、安定しためぐみに、今まではお金を払わなくてよかった。 

・これを壊してしまったら、それを補うのにお金をかけなければならなくなる。いくらかかると思い

ます。今議論しているお金のオーダーよりも、よっぽど大きなめぐみを自然からいただいている。 

・だから、それを壊す前に、守る努力をしなければならない。 

 

○環境問題に対応して、不況になったことがありますか 

・環境問題に対応して不景気になったことが、これまでにありましたか。環境問題がクローズアップ

された時に、日本の蓄えてきた技術でハイブリッドカー、太陽光発電とか…。 

・お金でお金を生み出す、エゴとエゴが積み重なったマネーゲームがこの不景気を作り出した。私た

ちの生活を脅かす大不況を生み出した。 

・「環境問題が経済を…」と言うことに、みなさんは矛盾を感じてください。今言われていることが

表面的な問題であって、本当の問題は環境を守ろうとしないことにあるんだ、という意識を持って

ください。 

 

○方便ではすまない、危機感を持たないといけない 

・普通は水筒を持ち歩き、お湯を入れています。ココアや好きなものを入れて飲んでいます。ペット

ボトルのリサイクル率が低い。使わないのが良いけど、このペットボトルで暮らしている（収入を

得ている）人もいるので、「あんまり
● ● ● ●

使わないように」としましょう。１００％は大変だけど、「あ

んまり」だと出来たりする。 

・１５年ほど前に環境問題を広めるにあたって「頑張る」「我慢」では広まらない。「あんまり」「楽

しく」「地球に優しく」と方便で優しく言ってきているが、なかなか・・・。 

・環境に興味を持つ人が増えている反面、何もしない無関心な人は相変わらず。やる人とやらない人

の格差が広がってきている。 

・方便ではなく、「もう危ない、危機感を持たないといけないよ」と、取り組みを変えなければいけ

ない。 

・ＣＯＰ１５、頭の良い世界の人が集まっても、あんなこと・・・。 

・北極のシロクマは絶滅するでしょう。フランスの葡萄は出来方が変わり、ワインが出来なくなる。

日本の米所は、今の通り美味しいお米が出来るかどうか分からない。屋久島、中国からの化学物質

の含まれた黄砂が、縄文杉の林に異変を起こさせている。 

・もう、ノンビリはしていられない。「肩肘を張らずに、楽しく」ではない。しっかりやらねばなら

ない。私はここで宣言します。今こういうもの（ペットボトル）を使わなくても良い社会、あるい

はリサイクルする方が環境にも良いような技術が開発されるとか。 
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○バッグの中に袋を１枚 

・バッグの中に袋を１枚入れている。これに１回で入るだけの買い物をしようとしている。たくさん

買い込むと冷蔵庫がいっぱいで、電気をたくさん使う。 

・暑い時のビールくらいは良いが、あまり冷たいものを飲むと、特に女性はシミになり、ブスになる。

昔はコンビニなんて無くても生きていたじゃない。 

・欲を抑える。冷蔵庫を１回開けるのをやめて、車で行くコンビニに歩いていくことで、シロクマが

助かる、ワインが美味しくなるかもしれない。 

・コンセントを抜くことに、赤い電気（待機状態のパイロットランプ）を消すことに命をかけている、

快感を覚えている。 

・新しいことを始めると、最初はめんどくさい。でも、今はこんな事をしている自分に喜びを感じる。

ありがとうと言ってもらえることって嬉しい。地球のためになっていると思うと感激でしょう。 

 

○ちょっと気づいてください 

・コンビニでガム１個を買っても、シャカシャカ袋に入れようとする。私は心は綺麗なんですけれど、

意地が悪いので、「あら？ 私は、袋が要りますって言いましたっけ」と。今は、黙っていると袋

に入れることになる。袋が要る時だけ「要ります」って言うようにシステムを変えればいいのに。 

・持って帰った袋どうしてます？ 小さな袋を、大きな袋に貯めて、結局捨ててるでしょう。ちょっ

と気がついてください。 

・ツバルの人達が海に沈まなくてもすむ、シロクマの親子が助かる。自分だけではなく、他人にもお

節介しましょう。 

・そば屋さんに天ぷらを食べに行き、お腹の調子が悪く、２本のエビ天は食べられないと思い注文時

に、「エビは１本でいいですから」と言った。注文を取りに来た人は、「負けねぇよ」と言った。 

・作ってもらうのにもエネルギーと資源が、また、残ったものは残飯としてゴミになる。頭に来て、

急いで食べて、汁まで飲んで、お勘定の処に行き、「店長を呼んでください」と。 

・これこれ、こういう思いで言ったのに、ここの、あの店員さん「負けねぇよ」と言った。どういう

教育をあなたはしているの。食べ物をなんだと思っているのです。命ですよ。自然が提供してくれ

た命です。無駄にしないために協力するのがお店でしょ！ 店長も店員も思慮が足りませんでした

と、一様、反省してくれた。 

・今でも、その店には行っている。ご飯を３／４にしてください、子どもの茶碗程度にしてください。

今は細かい注文も対応してくれます。気づくことが大切です。 

 

○頭ではなく心に訴えること 心のエネルギーの循環を 

・いろいろなところで私、講演もするので、先生や専門の人の話も聞きに行くが、○○○、△△△、

×××、などなど、チン・プン・カン・プン。心に訴えてこない。この会に集まっているような人
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達は実践されるでしょうから、頭ではなく心に訴えること！ 

・人として、相手が行動できるようなエネルギーを与えてあげられること。 → 循環を社会に作る

には、心を循環できる社会を作ること。 

・大人になったとたん変わるものではないので、まず、子ども達に心のエネルギー、自然に守られて

いるというエネルギーを循環しましょう。 

 

○私の田んぼ 

・私は、自分のことだけ考えて、田舎で農業をし始めた。いっしょにやってくれている人が子ども達

を呼んでくれ。子ども達は慣れていないので田圃でこける、じゅうるいのでこけます。除草薬も使

わず、無農薬で、出来るだけ農薬が入らないよう、水も上流から引き、水口には炭を入れ浄化をし

て、薬の少ない田であることを親に説明し、素足で入ってもらいました。 

・前日までに、大人が総点検して、田の中に何もないことを点検する。今はカーナビが普及し、こん

な田舎にもやってきて、缶や瓶を田へ投げ込み、割れた瓶で怪我をしたこともあり、子ども達に安

全に入ってもらえるようにしている。 

・作業中に、田へタバコを投げ捨てる人がいた。私は、急いでそれを拾い、「落とし物だよ！ ここ

は食べ物を作るところだよ。子ども達が素足で入るところだよ」と、車にぶら下がって、このまま

車が走り出したら私は死ぬよ。 

・ビシッと叱ると、子どもは安定する。「怒る」ではなく「叱る」。環境教育はしつけでもある。 

・田に入ると子ども達は喜ぶ。「ぬるーーい」と喜ぶ。「田の土は黒くて、お日様をいっぱい浴びてい

るからだよー」。子ども達は、足の指の間からニュルニュル、グニュグニュっと土が通る感触がと

っても好き。終われば温泉に入って綺麗にする。 

・「この筋は、君が植えるんだよ。指を２本、大きな苗は３本、この関節まで植えるんだよ」と、教

えると覚える。でも子どもだと上手くいかない。大人がこっそりフォローする。子どもが一生懸命

植えてもクニャクニャ曲がっている。２０ｃｍと言っているけど、狭い子、広い子がいる。あまり

にひどいのは手を入れるが、その子の個性だと思う。 

 

○命の大切さ 

・「じゃあ、稲刈りにおいでよ」ではなく、「これはあんたの稲だから、ちゃんと夏休みも来なさい

よ」と。田植えと稲刈りだけではお客様。雑草や虫が付く時の手入れをやらないと、命の大切さは

わからない。 

・キャベツ 半分に切ると虫がいっぱい。親指より大きなイモムシがいっぱい。「この虫を捕らない

とキャベツを食べられないよ。虫を捕るのが、虫を殺すのが嫌なら、やめな！」 

・「半分だけ食べる。だから、半分は虫さんにあげる」と子どもが言う。これは仏教の悟りにも通じ

る考え。殺生をゼロには出来ない。生きていくには殺生をしなければいけない。人が欲張らず、足

ることを知って、生きていこうと決めれば、生きている命を一つでも増やせる → 子どもは、自
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分でそれに気づける。 

・これが出来る大人が、この世にいくらいますか。 

・エコバックを私は使っている。ブランド品のエコバックが出ると行列をして買う。矛盾だ。エコバ

ックというブランド品を買ったのだ。飾っておく、変でしょう。 

 

○雑草ルール 

・「雑草ルール」 １回でブチッとやって、根が残ると、大人はそれもとろうとする。うちは１回や

って葉しかとれなかったら雑草の勝ち。雑草は、人が勝手に雑草と名付けただけ。虫のエサになる

ための草だったりする。次ぎに来て葉が出ていれば、再度チャレンシ。根まで抜けたらあなたの勝

ち、根が残れば草の勝ち。 

・「命を大切にしようね」と考えるチャンスを与え続けている。遊びではあっても、真剣にやっても

らう、責任を持ってもらう、殺生について考えてもらう。 

 

○子どもには生きる力がある それを発揮させるのが大人の役割 

・不登校の子 体が小さく、同級生よりも発育が良くなく、口が達者で、子ども通しの中で人気が無

くいじめの対象に。カマを使い。「近いと指を切る。遠くで切る。自分に向けて切らないよう。別

の方向に人がいたら、ゆっくり切る」と、切り方を教える。 

・「いつもは白米を半分しか食べないのに、今日は玄米を２杯もお代わりをした。うちの子も出来る」

と親は泣いて喜んだ。 

・子どもには生きる力がある。それを発揮させるのが大人の役割。守るのが大人の役割ではない。 

・自然の中で農作業の楽しさ、大切さを分からせること。 

・お母さんも翌年は、日にさらしたことのない太股を出し、田に入った。「きゃー！ 蛇」 

・虫がいたらカエルが来る、カエルがいたら蛇も来る。子ども達は生き物が増えることがとても嬉し

い。大人は逆。 

・子どもが他の命を守りながら、あるいは他の命を奪いながら、本当に大切な命を守ることを知って

もらうことを願っている。こういうことを経験した、こういう命と出会った子どもは、大人になっ

て、いろんな場面でも生きてくる。 

・今は「環境教育」という言葉がある。昔の人は、農作業や自然の中で生きることで、命や環境のこ

とを教えてくれていた。 

・おばあちゃんの話 孫、ひ孫がいる。このおばあちゃん、生まれて初めて六本木に行き、髪を紫に

染めて帰ってきた。高学歴ではなく、農家から農家に嫁ぎ、子を産み、子が孫、孫がひ孫を生んで、

ひ孫が田に来るようになった。 

・ひ孫が田で固まって、ジッと何かを見ている。大豆を見ている。大豆の実が虫だと思っている。「大

豆だよ。虫じゃあないよ」と私が教えてあげようとした時、おばあちゃんは「わかるか 命だぞ」

と。 
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・ひと言で、ひ孫に素敵に伝えられる。今、人類が知らねばいけないところに、ひ孫に教えた。こん

な深い教えの出来る、こんな素晴らしい言葉で伝えられる人になりたい。 

 

 

 14:31～15:48 パネルディスカッション「美しい地球を子どもたちへ」              

○パネリスト 高木美保（タレント） 

井上 修（善通寺市環境審議会会長） 

古川尚幸（香川大学経済学部準教授） 

宮下 裕（善通寺市長） 

○コーディネーター 鴨井真理子（西日本放送アナウンサー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨井：事例を紹介いただき、環境について考え、取り組むことについて考えたい。国交省がエコカー減

税、政権交代後、２５％削減で国際公約、ＣＯＰ１５で・・・課題として、環境問題へ私たちが出

来ること、日々送っていくことで将来は変わってくるのでは。美しい地球を、将来子ども達に、美

しいままで届けるには、どんなことをすればいいのか、お願いします。 

 

井上：自然の環境と、生活の環境の取り組み。生活の環境では、ゴミの分別で国内でも有名な自慢でき

ること。 

子どもエコクラブの取り組み。一方的に大人が子どもを指導するのではなく、子どもといっしょ

にやってみて、気づいてもらうことを主としている。山のフィールドを活かして、発見をしていく。

私も樹木医をしているので、木が倒れかかっていたり倒れたり、この中の生き物、その生き物たち

が自然の生態系にとっては大切なことを話す。 

川でも水生昆虫（水生生物調査）で、水質、どんな生き物がいるのかを見て楽しむ。もう少し高

い目線で見ると環境ホルモン、メス化するとか、いろんな次元で見ることが出来る。 

市役所に大きなクスノキがある。北限は琴平山。ＣＯ２をどれぐらい吸収するか調べている。子

ども達は、木の葉はＣＯ２を吸収し、Ｏ２を出していることを学ぶ。木は、環境を見せてくれる。
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感ずるままに見ていく。金倉川の下流、干潟で海辺の生き物を見たりしている。 

古川先生と同様に、私も環境アドバイザーをしている。香川にはたくさん川があり、子どももた

くさん関わり活動している。土砂がたくさん流れていったり、川が壊れていたり、川のおもしろさ。

「良い子は川に近づかない」との標語があるが、近づいて体感しないとわからない。 

全国に出て行くこともあり、いろんな先生がいる。現場を知っている学校では、しっかりとつっ

込んだ教育をされていると感じる。善通寺は教材的な町であり、もっとつっこんでもいいのでは。 

省エネルギー指導員が県に３０名ほど、善通寺には私ひとり。指導員がもっとたくさん必要だと

思う。直接聞けるということは、身近に感じられるので。環境家計簿など、関心を持ってもらおう

と県も取り組んでいる。 

 

古川：主に学生と共に活動することが多い。学生といっしょにカフェをやって

いる。カフェをやりながら、地域の活動、環境問題もやっている。となり

の三豊で「菜の花プロジェクト」をやっている。 

直島、水道も電気も岡山からもらっている、人口３，４００人ほどの島。

「アートの島」として注目を浴びている。「環境の島」でもある。となりの

手島で、産業廃棄物の不法投棄があり、その処分を直島でやっている。 

直島で４年前、１件しかカフェがなかった。たくさん客が来るのに、御

飯を食べるところも、休憩するところもなく、地区の方が心配していた。雑談の中で、「直島はこん

なところで、誰か店を出せば儲かるのに」と話したら、学生達から「やってみましょう」となった。

２００６年の夏開店。 

関わっている学生に単位は出ません。アルバイト代も出ません。自分達が経営者ですから。あが

った利益から日給を出している。日給５百円です。自分達が経営者ですから、最低賃金にも引っ掛

からない。開店して３年目。学生が自分達で取り組める環境問題をやってみようと、２年目から、

出来る事から始めた。カフェなので食品の残渣が出るので、裏の畑でコンポストで堆肥化、グリー

ン電力証、風力発電の電気を買って営業している。 

「地産地消」 直島はサラリーマンの島。岡山へ２０分で船で通える。直島の１０％未満の方が、

農業や漁業の１次産業。農産、水産物が少ないが、直島の海苔、タコ、野菜など、「出来るだけ」地

産地消に務めている。最初は環境に興味の無い学生も、活動を通じて興味を持ち始める。 

１年間で５千人のお客様。３年で１万５千人。６～７月頃には、２万人目のお客様を迎えられる。

３，３３３人目とか、節目にはくす玉を割って祝っている。 

三豊市 数年前に高松で、「全国菜の花プロジェクト」が開かれた。四国は菜の花の後進県。滋賀

県を中心に菜の花プロジェクトを頑張っている。 

善通寺ではＶＤＦ（バイオ・ディーゼル・フィーエル）でバスが走っているが、この燃料を作っ

ているのが、三豊市の高瀬荘がつくっている。なので、三豊でプロジェクトを始めた。 

当初、農業も、トラクターに乗ったこともなかった。広い休耕地を耕し、雑草もほっとくと大木
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のようになり、火をつけ燃やそうとし、消防や警察が来てめっちゃ怒られた。 

菜の花プロジェクトは始めたばかりですが、市民の方々が出来る事、環境面ですぐに効果は出な

いけれど、何かやろうと始めました。善通寺でも是非。三豊菜の花プロジェクトといいながら、観

音寺の人も入っている。興味のある方は、メールアドレスに連絡を。 

 

宮下：７７０の市で市長会をやっている。廃棄物対策特別委員会の委員長を務

めている。容器包装リサイクル法の制定時にも議論した。投げ捨てられて

しまうので、デポジット方式にしてくれないかと提言したが、経産省とメ

ーカー側が反対。「自動販売機に１０円を加えるのは、改修が大変だ」との

屁理屈に騙された。自動販売機の価格を変える事なんて、意図たやすいこ

とだった。 

善通寺は３０年以上、ゴミの分別をしているが、条例で強制ではなく、

市民の協力で取り組んでいただいている。 

２３種類に分別、瓶は色別、カレットにまでして、付加価値をつけて売っている。 

南米で環境フォーラムがあり話をしてくれということで、善通寺のゴミ分別の話をしたら、「どん

な制度設計をしたらいいのか」と、メキシコの人たちに驚かれた。善通寺では、生活習慣として出

来ている。自動車はデポジットになりましたが、家電はそうなっていない。製造者責任によりデポ

ジットを提案したが、メーカーと経産省の反対により実現していない。不法投棄でその後始末は、

私たち地元の行政がやらなければならない。 

燃えるゴミも随分減りました。しかしそのゴミの半分は生ゴミですので、コンポストやぼかしに

ということを、家庭の半数でやってくれている。生ゴミゼロを目指して「生ゴミゼロ作戦」実施中。

週３回の生ゴミの収集を、今は、週１回にしている。生ゴミ削減に取り組まれていない家では、週

１回は少なすぎる、これで人口が減った、子どもが減ったと言う人がいる。 

市民の方々に参加いただき、それぞれの立場で積極的に協力いただくことが必要。 

中央環境委員会をしている。２５％カットのために、どんなことをしなければいけないのか議論

している。環境はいろいろと広い。ＣＯ２、水、様々なことがある。市民一人ひとりの小さな事か

らやらなければ。 

Betterの話ではなく、mustの問題である。 

 

鴨井：今の話を聞いて、高木さん、気になったこと、気づいたことは？ 

高木：参加されている世代が幅広いこと。自然の中で子ども達は楽しみ、全体の中で行政の取り組みも

あり、バランス。子ども達から、「お母さん、電気つけっぱなしはダメ」と注意されて。中途半端な

世代、高校生達の取り組みがある先生達がいることがわかった。 

 

鴨井：さらに美しくして地球を次の世代に伝えたい。１５年前、「環境リポートいいふるさと」という、
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３～５分の週１回のコーナーをやっていた。ゴミ分別、生き物、自然、廃油の利用など、６年半続

いたシリーズ。放送局の５５周年記念で６ヶ月間復活した。１５年前から「毎日、環境の話を聞き

ます」と言っていたが、１５年で何が変わったか。護岸工事が無くなり、農薬が減り、蛍が帰って

きて・・・。でも温暖化、何が変わったのか。大きな意識改革は進んでいないのでは。この１５年

間を高木さんはどう思いますか。 

高木：環境庁が環境省になり、力が強くなりましたというか、環境省自体が独立

の力を持ってやってきた時代がなかった。環境省が世に広くアクションを起

こし全体を推進できなかった。縦割り。ダムや環境について環境省に話をす

るが、環境省が国交省に、「ここは触れずにおきましょう」と、そんな目の前

で握りつぶされることを見てきて、国には期待していない。私たちは１票を

持っている。今は、環境は票につながると言っている。 

私たち一人ひとりがやれることを、今、この瞬間からやり続ける。やって

いない人がいたら、「やろうよ」と、巻き込むしかない。 

温暖化は一つのテーマでしかない。生物多様性の問題まで、マスコミも目が向いていない。何億

ともいう生物が、互いに影響しながら世界、私たちの命を支えている。いずれの生物も欠けること

の無いように。 

タミフル 麻婆豆腐に入っているピリッとする八画（はっかく）という植物があるから、タミフ

ルを製造出来る。八画が無くなると、インフルエンザで死ぬかもしれない。 

様々な生き物が、私たちを支えている。またその命は、さらに様々な命に支えられている。今の

私たちの命の問題。自然の中の害は、自然の中の別のものでやっつけることが出来ます。 

面倒臭がっている人は、税で払って下さい。２４兆円かけて石油を輸入している。エネルギーの

量が減っていれば、値が上がるのは当然。そんな高いお金を払い続けて石油を買いますか。節約し

て、工夫をして、石油を減らす工夫をしませんか。 

 

鴨井：一人ひとりの自覚が大切という話。意識改革は難しい問題。善通寺の分別をスタートするときに

は反発があった、意識改革が必要だったと思いますが、感じることは？ 

宮下：３０年前には、環境やゆう言葉も意識はなかった。「瓶や缶がもったいない、使えば資源」とい

う事から始まった。それが、環境という言葉が出てきて、環境にも役立つやないか。 

 

鴨井：子どもの頃から、根付かせることが大切ですよね。 

井上：子どもへの取り組みは、長くやらなければならない。短くても１０年。経験を通じて、自分達で

ノウハウを持ち、共有することが楽しい。 

環境は「電気を消しましょう」とすぐなるが、それだけでなく、（発電に必要となる）燃料のこと

まで考える子にしたい。体験し、発見し、知ると、教えたくなる。和歌山、岡山、高知、・・・ 環

境のことをやっていくと、いろいろなことに結びついていく。自然に広がっていく。「これやりなさ
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い」ではない。 

今の子達は、（身近に自然のない）今の状態からスタートしている。自然とは、車に乗っていかね

ばならないものと感じている。身近に感じることが大切。 

 

鴨井：大学生の環境意識をどう見ていますか？ 

古川：意識は、調査すると「高い」結果が出る。しかし、それに伴った行動と

なっていない。このギャップを埋める特効薬がない。ひとつは「もったい

ない」とかもあるが・・・ 

大学生の場合、自分達で何が出来るか、自分達で考えて、自分達で見つ

けて、解決方法を見いだす取り組みをしている。 

 

鴨井：私は香川で生まれ、３０年前、小学生時代には夏休み祖父母に預けられ、裏の里山で遊んでいた。

祖父母が高齢になり、山の手入れをしなくなったら、山に入れなくなった。手を入れて、なんとか

入れるようにしたが、３０年たち気は大きくなり、山桜は巨木になり、自然とは放置しておけばい

いのではなく、人が手を入れて自然なんだ。 

虫の命、自然から学ぶことははかりしれない。こんな経験を幼少期に出来る事が、今は出来ない。

自分は自然からたくさんの恩恵を受けている、生かされている、美しさに気づける。こんな事に気

づくには、時間をとって、出向かねばならない。そんな中で忍耐力など人間力の核のようなものを

得られる。そんな体験をより多くの人にしてもらうには？ 

高木：国が豊かなときには国に頼るけど。今は、持ち出しで多くの人がやっている。今は親がいるんだ

から、バイキングに行って食べるお金があるなら、自然体験に行けばいい。今はノウハウがない。

私は４７歳、私ぐらいの人がやっとノウハウを持っている最後。でも情報はタップリあるんだから。

ただ自然に接しているだけで良いわけではない。 

都会では自然の大切さを言っている人がいるのに、田舎は自然をお金に換算する感性になってい

たりする。 

いつ、いかなる時にも、この自分の行動が社会全体、地球全体に何を与えるのかを考える感性が

大切。車に乗っているとき、冷蔵庫、シャワー、ドライヤー、今の自分の行動が・・・。御飯を保

温にしておくのではなく、タッパに入れて冷蔵して、食べる前にチンして。今のこの行動が社会に、

自然に、地球にどんな影響を与えているのか、頭のスイッチを入れておく。それから自然の中、都

市型の生活をしてみる。 

自然豊かなところで暮らしていることが、自然への意識を高めはしない！ 

 

古川：三豊市で、公民館をまわり話をしてまわっていると、詫間町、三野町、三豊の中でも都市部では、

農家ではない方が取り組んでくれている。 

南の方へ行くと、「それやって、なんぼになるん？」と、農家の人に言われる。我々、今ある農地
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を菜の花にしようとしているのではなく、休耕田をやろうと説明しているつもりだが、「なんぼにな

るん？」となる。 

 

鴨井：環境問題の改善に期待すること、子ども達へ期待することを一言ずつ。 

井上：環境は一人では解決しなくて、グループになると実施できる。田の開墾、

マスコミとの連携。一人では出来ないが、「私はこれが出来る」を出せると

良い。ここに集まった方は、「聞いて、良かった」ではなく、発信し、誰か

に伝えていって。 

 

古川：ひとつは時間軸で区切った話。「子ども達へ」ではなく、「今」が無いと未来はなんだったと思う。

しかしもうひとつ、ＣＯＰ１５、遠い世界で話されていると思っているが、世界の環境は地球の環

境、一人ひとりの地域の問題。空間軸、一人ひとりの取り組みが、世界につながっていると思って

活動している。 

 

宮下：行政として、環境政策をリードするのは環境省。しかし歴史が無く、金が無く、力が無い。温暖

化を２℃に留める、２℃の説明をするにもいろいろ影響があり、きちんと説明が出来ていない。２℃

上昇するとどうなるかをキッチリと説明が出来ていないから、行動にならない。教育の中に取り組

んでいかないかん。温暖化について、あとどうなるか、誰もわかっていない、わからせること。 

 

高木：大人は、やれることを今すぐやる。目立ってやる。良い事をするときには目立って良い。ひとつ

良い事をやったら、目立ってやる。元気に環境行動をやることが大切。 

全ての教育、美術、数学、理科、・・・の中に環境が入っている。受験科目に「環境」を入れたら

いい。環境を知らずに、社会も企業も成り立たない。日本の経済、社会の中心になるのは「環境」

なんだから。環境大国になるために「環境問題」を。 

 

鴨井：知っているけど、やっていない。これを、一つ一つ、つなげていくことが大切。地球環境をより

良くしていくこと、私たちの知っている地球の良さを、子ども達に伝えることの大切さ。ここに居

ない人にどうやって伝えるか、良い事を大声で目立ってやっていく、行動を大きくしていく、ここ

にいる人たちはみんな「環境リーダー」です。 

 

－ 以上 － 


