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環境首都コンテスト～地域から日本を変える7つの提案～
出版記念セミナー講演録編纂にあたり
財団法人ハイライフ研究所、環境首都コンテスト全国ネットワーク、特定非営利活動法人環境
市民共催の第17回ハイライフセミナー「環境首都コンテスト 地域から日本を変える７つの提
案」出版記念セミナーは、3月6日(東京)、3月9日（京都）の2会場でそれぞれ開催されました。
このセミナー講演録は、東京会場、京都会場を1つのセミナーに再編集させていただきました。

東京セミナー会場

京都セミナー会場

日 時：2009年 3月 6日（金） 13：30～17：00

日 時：2009年 3月 9日（月） 13：00～16：30

会 場：エッサムビル4階 こだまホール

会 場：メルパルク京都

東京セミナー構成

京都セミナー構成

１．開会のご挨拶

１．開会のご挨拶

２．セミナー開催者ご挨拶

２．セミナー開催者ご挨拶

３．環境首都コンテスト地域から日本を変える7
つの提案（書籍の趣旨・内容説明にかえて）

３．出版記念特別対談

４．出版記念特別講演

４．環境首都コンテスト地域から日本を変える7
つの提案（書籍の趣旨・内容説明にかえて）

５．先進事例紹（日本の自治体の挑戦）

５．先進事例紹介（日本の自治体の挑戦）

※埼玉県東松山市

※福井県池田町

※千葉県市川市

※兵庫県尼崎市

６．映像による掲載事例紹介

６．映像による掲載事例紹介

７．質疑応答（Q&A対応）

７．質疑応答（Q&A対応）

■東京セミナー会場
■セミナー案内＆プログラム

■京都セミナー会場
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Ⅰ．開会の挨拶（司会）
下村

委津子氏

（NPO法人環境市民

理事）

第17回 ハイライフセミナー
環境首都コンテスト～地域から日本を変える7つの提案～

東京会場 2009年3月6日

京都会場 2009年3月9日

皆さま、今日はようこそお集まりいただき、
本当にありがとうございます。定刻を過ぎまし
たので早速始めさせていただきます。
第17回ハイライフセミナー、今回は「挑戦！
地域から日本を変える７つの提案 日本の環境
首都」というタイトルを付けさせていただきま
した。
先ほど始まります前にちらりとご紹介いたし
ましたが、今回はこちらの本、『環境首都コン
テスト～地域から日本を変える７つの提案～』
の出版を記念したセミナーとさせていただいて
おります。
開会に当たりまして、まずは主催者を代表し
て、財団法人ハイライフ研究所専務理事の高津
春樹より皆さま方にごあいさつ申し上げます。

4
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

出版記念セミナー

Ⅱ．主催者挨拶
高津

春樹氏

（財団法人ハイライフ研究所専務理事）
http://www.hilife.or.jp
ただ今ご紹介にあずかりました財団法人ハイライフ
研究所の高津でございます。
本日は足元の悪い中、財団法人ハイライフ研究所、環境首都コンテスト全国ネットワー
ク、特定非営利活動法人環境市民共催の第17回ハイライフセミナー「環境首都コンテスト
～地域から日本を変える７つの提案～」にご参加いただき、ありがとうございます。セミ
ナー開催に当たりまして、簡単にごあいさつをさせていただきたいと思います。
京都議定書唯一の未批准国でありますアメリカにおきましても、環境再生という名目で
の政策としてではありますが、グリーンニューディールを掲げまして、官民一体の環境施
策の転換が望まれるような状況と今なっております。1992年の地球サミット以来、人類に
とって火急の課題となっております持続可能な社会の実現へ向けての活動が、より一層進
展すればと期待する次第でございます。本日開催する今セミナーも、この大きな流れの一
助になればと考えて開催したいと考えております。
さて、ハイライフ研究所は生活者のより良い生活の実現を目指しまして、各種の調査研
究活動を行っております。その大きなテーマとしまして、地球環境の再生というものを実
は掲げております。このテーマに基づいた活動を行っていく中で知遇を得ました環境首都
コンテスト全国ネットワーク様が実施しております、持続可能な地域社会をつくる日本の
環境首都コンテストを通じて集められた日本の各市町村の創意ある環境への取り組みの先
進事例を、2005年より昨年まで、共同でＤＶＤによる映像版として作成しまして、自治体、
関係諸団体にご提供しております。そしてこの資料に基づきまして、セミナーの開催等を
実施することにより、地域取り組みの推進の支援を実は今まで行ってまいりました。
今年度は、持続可能な地域創造への取り組みをより一層強力にバックアップしたいと考
えました。７回目を終えました環境首都コンテストを通じて、これまでに集められた465も
の先進事例が実はございます。これを詳細かつ分かりやすく分析しまして、環境首都コン
テスト全国ネットワークとハイライフ研究所共同で、『環境首都コンテスト～地域から日
本を変える７つの提案～』のタイトルの下に出版することといたしました。３月10日に出
版の運びとなっております。先ほどご案内いたしましたが、後方で販売もしておりますの
で、ぜひお買い求めの上、ご活用いただければと考えております。
今セミナーは、この本の出版記念セミナーとして開催したいと考えております。この後
の講演では、この本に収められました成果を基に、地域からの持続可能な社会を創造する
視点、そしてそれを実現するためのポイントの提示、それから地域の取り組み、先進事例
のご紹介をさせていただきたいと考えております。
セミナーご参加の皆さまには、持続可能な社会創造へ向けての地域からの取り組み推進
にお役立ていただければと考えて開催する次第でございます。大変長くなりましたが、セ
ミナー開催に当たりまして、趣旨をお話しさせていただきました。ありがとうございます。
（拍手）
（司会） 続きまして、今度は環境首都コンテスト自体のご説明と、そして地域から日本
を変える７つの提案の話につきまして、環境首都コンテスト全国ネットワーク主幹事団体
でありますＮＰＯ法人環境市民代表理事の杦本育生より、皆さま方にお話しさせていただ
きます。
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Ⅲ．講演（１）
「地域から日本を変える７つの提案」
～書籍の趣旨・内容説明にかえて～
講師

杦本 育生 氏
（NPO 法人環境市民 代表理事）
（環境首都コンテスト全国ネットワーク代表）

杦本育生 すぎもといくお

http://www.kankyoshimin.org/

京都大学農学部卒業。1992年
に環境問題に取り組む様々な
人々、専門家と「環境市民」を
創設。著書に『グリーンコンシュ
ーマー 地球をエコにする買い
物のススメ』『世界の環境都市
を行く』（共著）岩波ジュニア新
書（2002年）他多数。

皆さん、どうもこんにちは。杦本でございます。今ご紹介い
ただきましたように私からは、われわれが今回まとめに至りま
した７つの提案のことと、その基になっている日本の環境首都
コンテストについて概括をご紹介したいと思っております。

持続「不」可能な社会・開発

第17回ハイライフセミナー

私どもは、今ごあいさつにもありましたよ
うに、この持続可能な社会・開発を21世紀中
というか、なるべく早く実現したいという願
いで、このコンテストを開いております。

地域から日本を変える
７つの提案
日本の環境首都コンテスト

持続可能な社会・開発というのは本当に今
の最大のキーワードになっておりますが、残
念ながら今の私どもの社会は、この「不」が
付いてしまっているのではないかなと認識せ
ざるを得ないのではないかと思うのです。も
し「不」が付かない社会であれば、このよう
なことをわざわざ言う必要はないと私どもは
思っております。

環境首都コンテスト全国ネットワーク
NPO法人 環境市民
杦本育生
1

持続不可能な
社会、開発

主に環境面だけでも、持続不可能な社会に
なっていることは明らかですが、環境・資
源・食料・水・人口・貧困・対立、そして今
は経済というものも入ってしまうと思うので
すが、残念ながらここに挙げたものは、どち
らかというと今みんな良くない方向にいって
いるのではないかと思うのです。

地球サミットで認識された 世界共通の21世紀の課題

持続不可能とは

この中で１つでも良い方向に行っていると
いうものがあればまだ救われるのですが、残
念ながらありません。

私たちの経済活動、生活のスタイルによって

・環境
・資源（鉱物、石油、森林）
・食糧と水
・人口
・貧困（南北格差）
・対立 民族、宗教、戦争

しかも、これは全て私たち人間が行為とし
て行った結果なのです。決して自然現象でも
何でもない、つまり人間が自らわれわれの社
会を持続不可能にしているというふうに考え
ざるを得ないようになっていると思います。
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持続可能な開発
持続可能な開発というのは、このように言
われましたり・・・。
また、このような３つの輪で説明されるこ
とはよくあると思います。特に環境と経済、
そして社会というように考えましても、例え
ば環境は地球温暖化を取ってみましても、日
本では非常に地球温暖化という言葉は、毎日
テレビを見ましても、コマーシャルを含めて、
これだけ温暖化防止を言っているような国は
ないかと思うのです。そのぐらい認識や広報
は進んでおりますが、残念ながら、それでは
温室効果ガスは減ったのかというと、反対に
増えてしまっていますね。それに経済もこの
ような状況で、これはいろいろ説明する必要
は全くありません。本当に史上最悪というよ
うな状況に陥ってきております。
それからもう１つ、社会的公正とあえて訳
しましたが、英語で言いますとsocial、福祉
や人権や社会保障、地域のアイデンティティ
などを含んだ概念です。これの方も日本社会
は戦後かなりこれを良くしてきたはずなので
すが、今は反対にまた崩壊し始めています。
また世界を見ましても、残念ながら南北の対
立はだんだん強くなってしまっています。ま
た、貧しい者と豊かな者の差が広がっていっ
ていると思います。

から、地方公共団体の参加及び協力が目的達
成のために決定的な要素になる」。
つまり、世界を持続可能な社会にするかど
うか、できるかどうかというのは、世界の自
治体にかかっているのだと、国連の文章に書
いてあるのです。確かに政府・企業の役割は
本当に重要だと思います。

つまり、私どもの社会というのは、この環
境、経済、社会という３つともが合わさった
持続可能な開発ではなくて、３つとも外れて
しまっている。これではやはり私どもの社会
はもたないのではないかと思います。まさに
今、オバマ大統領ではありませんが、変わる
とき、変えるときだと思うのです。

しかし、私たちはこの自治体の役割という
ものを見逃してはいけません。日本では、ど
うもこのことがあまり認識されていないので
はないかと私どもは感じております。私ども
は、むしろ地域から日本を変えていく。決し
て環境だけではございません。本当に住みや
すい、また経済的にも安定した、そして社会
的にも公平な社会を築いていく、その基盤は
実は地域にあるのではないかと考えておりま
す。

アジェンダ21
では、どこから変えるのだろうかというこ
とを考えた場合、１つ大きな視点があるので
はないかと思っております。それは皆さまご
案内の1992年、ブラジルのリオデジャネイロ
で開かれた通称「地球サミット」のときに定
められた「アジェンダ21」という文章を思い
出す必要があるのではないかと思います。こ
のアジェンダ21、21世紀の課題と訳された地
球サミットで最も大切な文書ですが、その第
28章に、今ここに出したようなことが述べら
れております。読みますと、「アジェンダ21
で提起されている諸問題及び解決策の多くが
地域的な活動に根ざしているものであること

アジェンダ21

「アジェンダ21で提起されている諸問題
及び解決策の多くが地域的な活動に根ざ
しているものであることから、地方公共
団体の参加及び協力が目的達成のために
決定的な要素になる」（28章）

として、国連が世界中の自治体に対して、
ローカルアジェンダ21の策定を求めた
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地球サミットでの合意

6

政府の政策転換は地域から
良くしていこうという目的で行われていたの
です。私どもこういうものを日本でやれれば
いいなと思いまして、準備を重ねまして、
2001年から現在の日本の環境首都コンテスト
というものを始めております。

これはいろいろ理由から説明できるかと思
いますが、１つだけ、皆さんの記憶をちょっ
とよみがえらせていただきたいと思うことが
あります。この持続可能な社会を作るための
政府の政策転換は絶対必要なのですが、その
政府の政策転換は決して国からぽんと起こる
ものではありません。むしろ地域から起こる
可能性があるのではないかと思います。
環境を考えましても、ご存じだと思うので
すが、かつていわゆる四大産業公害や道路公
害等があり、非常に大きな被害がありました。
その被害を何とか食い止めようと各地の自
治体が自発的に取り組んでいったのです。法
律も何もないときに、やらなければいけない、
やらざるを得なくなって取り組んでいったの
です。その取り組みがある程度大きな成果を
生みながら、また国民からも支持を集めてい
って、1970年の11月に公害国会と言われる国
会で公害対策基本法、以下いろいろな関係法
14法が成立しました。それがまた環境庁を設
置することになったのです。
このように見ていきますと、環境のことを
取ってみましても、政府の大きな政策転換は
実は地域から始まるのではないかと私は思う
のです。ですから、今度は公害国会ではなく
て持続可能な社会の国会というのを、もうす
ぐ本当は開かなければいけないのではないか。
ただ、日本の政府を今見ていますと、なかな
かそういう形にはなっていない。それが悲し
いところだと思っています。そういう意味か
らも、われわれが地域からどんどん声を上げ
ていかなければならないのではないかと思い
ます。
環境首都コンテストとの出合い
そういうときに、私どもはあるものに出会
いました。皆さんご存じだと思いますが、ド
イツで行われていた環境首都コンテストです。
特に日本ではフライブルクが有名になりま
したが、ドイツで本当に面白い取り組みをし
ている町が、こういう環境首都コンテストで
有名になっていきました。
ただ、これは何のためにやっているのだろ
うと私どもは思いまして、尋ねてみましたら
戦略としての競争だというのです。つまり、
自治体を切磋琢磨する、そのことによって自
治体が良くなるだけではなくてドイツ全体を
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ですから、私たちも目的は同じです。つま
り、日本の社会を持続可能に変える。そのた
めに地域から、特に率先して頑張ってくれる
地域をもっとみんなで応援して、また切磋琢
磨する仕組みを持ち込もうではないか。これ
が日本の環境首都コンテストの目的でありま
す。
ここにご紹介しているのがドイツの環境首
都になった町であります。
日本での環境首都コンテスト
今のことを言い直しますと、「エコひい
き」などという言葉を当時から使っておりま
すが、つまり、日本の中である意味で尖がっ
た自治体を作りたい。みんなで尖がっていっ
て、そして全体を底上げしていきたい。この
ような願いでこのコンテストを2001年から始
めました。
もう少しコンテストの目的を分けて考えま
すと、１つは環境政策を提案していくことで
す。後で申しますが、このコンテストでは
200ページに及ぶ質問票を、応募された自治
体の方に出します。後ろの方に置いてありま
すので後でもしよければ手にとって見ていた
だければと思うのですが、質問票とは言って
いますが、実態は政策提案です。

質問票
これをもう少し具体的に見ていきたいと思
うのですが、先ほど申しました質問票自体は、
Ａ４で208ページに及んでおります。
項目だけさっと紹介いたしますが、これが
半分です。見ていただくと、いわゆる狭い意
味の環境問題ではなくて、自治体と地域社会
の課題を環境という横串を刺して質問してい
るということがお分かりいただけると思いま
す。

各地の自治体にこういうことをやられては
どうかということを私たちが考えまして、そ
れを提案しております。その提案である質問
について回答をしていただくという仕組みで
すので、このコンテストで良い成績を収めよ
うとすると、われわれの提案にある意味、賛
同し、実行していただくという仕組みにもな
っているわけです。

あと半分、このようにございます。ですか
ら、多くの自治体の方が、これを回答しよう
と思いますと１～２カ月かかっているという
ように言われております。しかもほとんどの
部局に問い合わせてまとめなければ回答でき
ないというものでありまして、いわゆる環境

それから、先ほど申しましたが、いわゆる
戦略としての競争、そして全体として環境行
政への評価を上げたい。日本の場合は、まだ
まだ環境省さん自体が省庁の中で下の方に位
置づけられています。それでは良くないと思
うのです。自治体も割とまだそういう傾向が
あるのです。なぜか環境部門というのはあま
り上に行かない。もうちょっとこの環境部門
を自治体の中でも、そして地域内でも上位に
上げていかなければいけないと思います。あ
と、もちろん市民による環境監査ということ
もありますし、それから自治体の方にとって
は、ほかの自治体と比べて自らの自治体の地
域社会の長所、それから課題を見出す道具に
もなっていると考えます。

質問票
15項目83問+自由記述
交通は自治体の状況別に選択
産業は主要なもの2つを選択
208ページ

NGOから自治体への政策提案
集でもある
13
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というよりは、環境を中心とした地域の持続
可能な社会政策に対する質問であると取って
いただければと思います。
このコンテストは毎年、１回行っています。
結果はいろいろ分析しまして、自治体の方
にはもっと詳しい、こういうレーダーチャー
トをたくさん作ってお返しして、その自治体
の方々にとっての政策の次なるものを考えて
いただくヒントにもしていただいているわけ
です。
そして私どもはこの結果を報告書にまとめ
て、おります。
ですから、私たちが一方的に審査して、自
治体が審査される側というよりは、お互いが
情報交換してお互いが切磋琢磨しながら少し
でも日本を変えていこうではないかという、
仲間づくりのような部分もあると考えていた
だけばと思います。

自治体を褒める
非常に大事なのは、やはりこのコンテスト
は良い自治体を褒めるところです。日本は、
今のような縮こまった社会では駄目だと思っ
ております。やはり良いものは良いと言える
社会でなければ駄目だと。

2001年からやって、今2008年で第８回をや
っています。参加自治体数はこのぐらいなの
で、ときどき「1800の自治体の中でこの程度
で何が変わるんだ」と言われるのです。

私たちのコンテストは総合の１位から10位
まで、それから部門別の表彰や、人口規模別
の自治体の上位の表彰などをしています。そ
して今日も後で申し上げますが、先進事例の
表彰を設けまして、こういう先進的なことを
進めていただければ日本はもっとよくなるの
ではないかという意味をこめて表彰していま
す。そして表彰式は必ず各地の市長さん、町
長さん直接に行っています。各地の市長さん
達に大変喜んでいただいています。本当にあ
りがたいです。と申しますのは、われわれの
コンテストの表彰は、賞金も商品も何もない
のです。紙１枚だけであります。

しかし、実はわれわれの先輩でありますド
イツの環境首都コンテストも、最大参加率は
３％もなかったのです。それでも大きな影響
をもたらしたともいわれています。つまり、
私どもは日本中の自治体全てを比べたいわけ
ではないのです。やりたいことは、日本のい
ろいろな自治体がもっと自分の自らの手で、
地域を持続可能で豊かな社会にしてほしい。
そのためのサポートであります。
ですからある意味、尖がった自治体が頑張
っていたら、それが日本を押し上げるのでは
ないかという考え方ですので、このぐらいの
参加をいただいていて、本当にわれわれとし
ては十分だと思っております。

でも喜んでいただけるのは、各地の自治体
の市長さん、町長さんが言われるのですが、
「非常に大きな作業をして回答をしなければ
ならない。その結果をきっちりと分析した上
で、ＮＧＯ、ＮＰＯが自治体を褒めてくれ
る」。つまり、普通はＮGＯ、ＮPＯから自
治体は文句を言われることはあっても、褒め
られるということはめったにないわけであり
ますので、「自治体にとってこれはとてもい
い」と言っていただけています。
別に褒めるからだけではないのですが、わ
れわれとしては自治体の市長さん、町長さん、
そして職員の方々とずっと意見の交流、情報
の交流をこのコンテストを通じてやっていま
す。
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ただ、これは私ども単独の団体ではできま
せんので、環境首都コンテスト全国ネット
ワークというものを作っております。東京の
方 で は 環 境 エ ネ ル ギ ー 政 策 研 究 所 や FOE
JAPAN、そして神奈川にあるふるさと環境市
民、かながわ環境教育研究会、やまなしエコ
ネットワークに加わっていただいています。

多様な環境政策の提案
それでは、実際にわれわれの狙っていたと
ころがかなっているのかどうかです。先ほど
申しましたように、この環境政策の提案に対
して、非常にありがたいのですが、いろいろ
な自治体から、「ああ、なるほど。こういう
ことができるんだな。こういうことをやれば
いいのか」という反応が得られています。そ
れから、先進事例などを見ていただきまして、
「ああ、こういうやり方があるんだ。おもし
ろいな」と知っていただいて、それをいい意
味でまねていただく、またもっといいものに
変えていただくという形で各地で実施されて
います。このような事例が非常に多くなって
きていまして、私どもとしては、狙いは外れ
ていないと考えています。
その結果として、コンテストに参加された
自治体の平均点が、目に付くほど上がってき
ております。私どもは実は、毎年コンテスト
を徐々に徐々に難しくしていっているのです。
決して同じ質問をしていません。だんだん
難しくしていって、同じ取り組みなら点が下
がるという形にしておりますが、それでも平
均点が上がっていくというのは、参加自治体
がかなりの取り組みをされているのだと思っ
ております。

第三者機関からの評価という視点でコンテストに参加しています。コ
ンテストの結果の中で、特に取り組みの弱いところを集中的に改善し
てきました。例えば、環境基本計画や環境マネジメントシステム分野
では、当初２市２町合併後間もないことからほとんど得点できません
でしたが、次第に改善されてきています。環境報告書に住民が意見
を出せるアンケートをつけたのもコンテストからヒントを得たからです。

秦野市「全回皆勤参加で施策の経年変化を把握」
施策の経年変化を把握するためにも全回皆勤で参加しています。
同じ神奈川県内の参加自治体とは日頃から情報交換を行っています
今回の結果は予想よりもよい点数だったと思います。本市の特長で
ある自然環境保全と住民とのパートナーシップをさらに伸ばすととも
に、他の分野も含めてバランスのとれた環境施策をめざし、市民の環
23
境意識づくりにもつなげていきたいです。

いろいろご参加いただいた自治体から、こ
の画面にあるような感想を頂いております。
「このコンテストが自治体の政策を進めて
いく上で、またパートナーシップなどを築い
ていく上で非常に役立つのだ」というような
ことをおっしゃっていただいております。
戦略としての競争
このような活動を通じて私どもは、自治体
の方々がもっと切磋琢磨しながら、より良い
施策を実施し、持続可能な社会に近づけてい
っていただきたいと思っております。例えば、
私どものコンテストで上位、ベスト10に入ら
れたこの幾つかの自治体では、市長さんが自
ら環境首都になるということを目標として公
言されております。中には環境首都推進室な
ど、環境首都という名前を付けた課まで作っ
たり、総合計画の一番上の目標に環境首都を
掲げられたり、いろいろ環境首都づくりを具
体化していただくようになりました。

それから、先ほどごあいさつにもありまし
たような映像版の先進事例集を作成しており
ますが、これを結構使っていただいて、各地
の自治体が交流するなど、そういうこともや
っていただいております。というよりは、環
境を中心とした地域の持続可能な社会に対す
る質問であると取っていただければと思いま
す。

市長さん同士集まっていただく機会などが
あるのですが、そういうときにお互いやはり
「うちは次は1位になるのだ」というような
ことをおっしゃっていただいたりしています。

遊佐町 「大変だけれども、得るところは多い」
参加は今回で3回目。最初は自分の自治体が全国的にはどの程度
のレベルなんだろう、ちょっと面白そうだな、という程度の気持ちでし
た。ところが、質問票を見てその厚さにびっくり。方々に問い合わせて
やっと回答が終わったと思ったら、次は電話ヒアリング、そのあと訪問
しますと言われ、ここまでやるのかと驚きの連続でした。でも終わって
みれば、大変だけれども、得るところは多いと思っています。

このように見ていきますと、結構、本当の
意味で、良い意味の競争をしていただいてい
ると思っております。
これが先ほど申しました平均点であります。

宇部市 「検討委員会を設置して回答に臨みました」
市長がマニフェストで「環境首都をめざす！」と約束していることもあ
り、担当者としてはやりがいを持ってコンテストに参加しています。今
回は庁内で環境、総合政策部他、5部長で構成される検討委員会を
設置して回答に臨みました。結果、庁内のコンテストに対する意識も
高くなりました。次回も環境首都をめざしてがんばります。
22

７回を入れていないのは、大きく質問構成
を変えたからです。４回、５回、６回がほぼ
同じような質問で、若干難しくしながら３回
続けましたので、その平均点をあえて出して
みましたが、見ていただいたようにかなり伸
びていますし、特に上位10位までの平均点は
大きく伸びております。
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周南市 「弱いところを集中的に改善しました」

これが第７回、昨年度の上位10位でありま
す。見ていただいて、幾つかの特徴が挙げら
れるかと思うのですが、１つは、人口は結構
ばらばらだということです。決して大きい町
だけ、小さい町だけではないのです。ですか
ら、決して人口が多いから、大きな町だから
たくさん効果的な政策ができるのだというこ
とではないと思っています。
２つ目に、実はこの中の半分の自治体、北
九州市・水俣市・宇部市・板橋区・尼崎市、
そして、お分かりだと思います。昔、公害で
大変苦しい目に遭った、そういう自治体であ
ります。ですから、環境で苦しめられた自治
体が、むしろ環境政策で上の方へ来ている、
つまり頑張っている、ばねにしているのだと
いうことが分かります。
それから、実はぱっと見た目には見えにく
いのですが、われわれから見ていると、いわ
ゆるユニークな非常に先進性のある市長さん
がおられるような自治体が上に来ていると思
います。
もう１つ、実は市民参画を一生懸命やって
おられる、パートナーシップを一生懸命やっ
ている、そういうところはやはり上位に来る
と思っております。
自治体間の情報とネットワーク
私どもは、もちろん先ほど申しましたよう
に、これを通じて自治体間のネットワークも
強化したいと思っております。
結果として、例えば飯田市さんがほかのベ
スト10の自治体の市長、副市長をご招待なさ
いまして、3回連続でこのようなセミナーを
自らなされたりしています。
これは水俣市さんですが、「世界地方都市
十字路会議」を開かれたときに、「環境首都
を目指すまちづくり」をテーマにされました。
うまくこの環境首都というものを使って、
もっと本当に良いまちづくりをしようじゃな
いかというようにしていただいています。
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ＮＧＯと自治体のパートナーシップ
私どもと自治体の間のパートナーシップも
いろいろと考えておりまして、例えば毎年、
関東地区などのブロックごとに、自治体から
出た先進事例をお互いに勉強し合って人間の
交流もしようというものを開いております。
また、これはその全国版であります。今年
度は飯田でやりましたが、「環境首都をめざ
す自治体全国フォーラム」です。自治体の長、
ＮＰＯの人たち、そして地元の企業の方々も
集まりまして、本音で政策、戦略を話そうと
いうことを２日間かけてやっております。こ
ういうことを繰り返しながら私どもとしては、
ＮＰＯも自治体も、そしてご関心ある企業の
方々も含めて、日本の社会を何とか変えてい
くという、良い意味のたくらみと思っていま
す。そのたくらみを大きくしていきたいと考
えています。
その中で、実は先ほども申しましたが、毎
年このコンテストを行っていましたら、非常
に面白い、「ああ、こんなことを工夫されて
やっておられるのだな」という先進事例が結
構出てまいります。毎年60～70ぐらいの事例
で、簡単な冊子を作って私たちは出しており
ました。この冊子は、自治体間の交流などに
使っていただいていたのですが、やはり今時
ですので、「文字情報だけでなく、映像版が
できないか」と言われました。
映像版を作るのには結構お金がかかるので
難しいなと思っていたのですが、ありがたい
ことに、今日共催いただいています財団法人
ハイライフ研究所様にご助成いただきまして、
2005年、2006年、2007年とこのような映像
版の先進事例集を作ることができました。
その一部、ちょっとエッセンスのようなも
のをこの後、上映したいと思いますので、ぜ
ひ見ていただければと思います。
持続可能な社会を創る７つの提案
ただ、こういう事例をいろいろ勉強しなが
ら、そして首都コンテストで出てきた結果を
見ていたときに、私どもとして最初の立場に
帰りました。いわゆる持続可能な社会を地域
から作る、そのポイントは一体何なのだとい
うことは、大きな課題です。それをわれわれ
の仲間で話し合ったり、学者の方に聞いたり、
自治体の方と話したり、またドイツの環境首
都コンテストの関係の方に尋ねたりして、
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いろいろ議論して来ました。それでこの７つ
の提案に至っているわけであります。提案で
ありますので、結論ではございません。
この７つが良いのか悪いのか、まさに皆さ
んにこれから議論していただけないかと思っ
ています。われわれとしては、日本を変える、
そしてそれを地域から変えるためには、この
７つのことが重要ではないかと今思っており
ます。
それに基づきまして、先ほどご案内いたし
ました本を、事例をたくさん載せて出させて
いただきました。今日後でご発表いただきま
す東松山市さん、市川市さんの事例もこの中
に含まれています。つまり、単に提案をする
だけではなくて、それを実際にもう始めてい
る自治体があるのですよということを、ぜひ
皆さんに知っていただけないかと思っており
ます。
まず、やはり一番大事なのは人です。人に
もっとお金も時間もかけた方がよいのではな
いか。どうも日本の場合、人に金をかけるよ
り物に金をかけすぎてしまった。そのことが、
むしろ地方の疲弊を招いているのではないか
と思います。ただ、今の時代でありますので、
「おれについて来い」というリーダーよりは、
ちゃんと周りを見回していろんな方と一緒に
なってやっていける、なおかつ率先性がある、
そのような方々が必要です。ただ、これは本
当にいろいろなセクターが必要だと思ってい
ます。
ですから、こういう人を生むような地域の
取り組み、自治体の行政内の取り組みもそう
ですし、市民と、それから企業との取り組み
も、こういう人を生むというような視点をわ
れわれはその政策の評価に入れていかなけれ
ばならないのではないか。またそのような政
策を率先的に行わなければならないのではな
いかと思っています。
２番目に、将来像を描くことです。よくいわ
れる、いわゆるバックキャストであります。
日本の場合はどうしても政策がフォアキャス
トで、いわゆる対策なのです。例えば温暖化
への対応を見ていますと対策ばかりで、温暖
化を防止できる社会像というものが描かれて
いないのです。その社会像に向けて戦略的に
政策というものが組まれない。 結果として日
本政府は世界銀行の評価で、地球温暖化防止
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に対する取り組みは世界最下位と言われてい
るのです。情けない話であります。京都議定
書の名前が「京都」と付いているのに、その
ような状況です。ですから、この将来像を描
いて、それをどう実現するか、です。

持続可能な社会を創る７つの提案
1
2
3
4
5
6
7

３番目に、それに続きます。お分かりだと思
いますが、将来像を描いて、今度は事業、政
策を戦略的に行う。単発で対策ばかりに追わ
れない、「５年10年を見渡した政策の中で、
本年はこれをやるのだ」というような戦略で
す。こういうことが非常に重要ではないかと
思います。
４つ目に、これがまた大きな重要な点であ
ります。環境、経済、社会という持続可能性
の３つのテーマを合わせた政策をやる必要が
あるのではないか。われわれは環境政策や経
済振興政策と言っていますが、環境と経済を
合わせた政策、今はグリーンニューディール
などという言葉が急に言われましたが、そう
いうものが本来は必要なのではないか。さら
に、社会、例えば福祉や雇用というものも含
んで、なおかつ環境もちゃんとやっていくと
いうような政策です。ただしこれを考えます
と、３つ目と結びつくのですが、日本の行政
は従来、ご存じのようにどちらかというと縦
割りが中心でありました。縦割りでやってい
る限り、環境は環境担当、地域振興は地域振
興担当、経済は経済担当、福祉は福祉担当、
と、ばらばらでやってしまうわけであります。
これでは今のようにお金もない、人も大変
だという中でとんでもない無駄なことを担っ
てしまう危険性もありますし、それ以上に効
果が薄れるのではないかと思います。ですか
らわれわれは今後、日本の政府もそうですし、
地域社会もぜひ、環境と経済と社会の３つ、
３つはいかなくてもせめて２つを合わせる政
策でなければやってはいけないというぐらい
のことを考えていくべきではないかと思って
います。ですから、グリーンニューディール
よりもっと深く、もっと広く、このようなこ
とを考える必要があるのではないかと思いま
す。

36

1 人を生かす、創る
地域の公共をより良くするリーダー、コーディネータ
ーが各セクターにいること、そのような人を創出し
ていくこと
2 地域の将来像を描く
地域特性を生かした持続可能で豊かな地域の将
来像を多様な参画をえながら描くこと
3 戦略的に事業を組立てる
将来像を実現するための道筋が、総合計画環境
基本計画などで明確に示され、実行と評価に住
民参加の仕組みがあること
37

4 環境、経済、社会を合わせる
環境、経済、社会―の３要素を合わせた相乗効果
の得られる事業、活動を考案し優先すること
5 パートナーシップを深める
参画と対話を自治体運営の基礎にすえ、その仕組
みをつくること
6 行政を総合化する
行政組織の縦割り弊害を除去し、総合的な施策立
案と実施体制をつくること
7 率先例をつくりだす
多くの人々が実際に行動に移すために、人々に希
38
望と勇気を与える成果事例をつくりだすこと

今日の２つの自治体の方もそうなのですが、
パートナーシップというのは生易しいもので
はありません。むしろやらない方が楽なので
す。でも、やれば大きな相乗効果を生む可能
性があります。
そういうものを、やはり行政の基本として
いただきたいと思います。

５つ目にそういうことをやろうと思いまし
たら、政府や行政だけでは到底できません。
お金も人も足りません。このような事態に
なっていることから考えましても、住民の参
画、そして対話を基本に据えて、むしろ力を
生かす。ただし、これは大変なのです。
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人を生かす、創る
地域の将来像を描く
戦略的に事業を組立てる
環境、経済、社会を合わせる
パートナーシップを深める
行政を総合化する
率先例をつくりだす

６つ目は先ほど申しましたが、こういうこ
とを考えていきますと、縦割り行政ではない
横つながりの部分を作っていかなければなら
ないのではないかということです。これにつ
いては後で多治見市の例などをＤＶＤで見て
いただきたいと思います。

最後に
これで最後になりますが、先ほどもご案内
いただきましたように、３月10日にこの本を
出すことになりました。今日持ってきており
ますので、ぜひお手に取って読んでいただけ
ればありがたく思います。

７つ目でありますが、やはり人々が動くた
めには「ああ、変わったな、この社会が良く
なりつつあるな」「地域が良くなりつつある
な」という、目に見える事例が必要なのでは
ないかと思うのです。やはり社会を変えよう
というのはなかなか難しいと普段は思います
し、思われがちだと思いますそういうことに
対して「いや、これはできるんだ。しかもこ
ういう住民が参加しているんだ」という事例
を一つ一つ作り出していって、地域において
持続可能な社会の見える化をしていかなけれ
ばならないのではないか、それが結果として
やはり人々に勇気を与えるのではないかと思
っております。

そして皆さんからもどんどん意見をいただ
いて、本当に日本の社会を変えていく、その
１つの見えるものがこのセミナーと、そして
各地域から出てくることをわれわれとしては
願ってこのコンテストをやっております。
１つだけ、忘れていました。
実は日本の環境首都と言っておりますが、
まだわれわれが日本の環境首都として称号を
お渡しする自治体は現れておりません。
ドイツの場合は環境首都コンテストで、毎
年１位が即環境首都だったのです。われわれ
の場合はかつ総得点が70％以上と、あと３つ
ほど条件を重ねております。そのために、ま
だ１つも現れていないのです。ただし、かな
り近づいている自治体は増えてきていますの
で、今年度か来年度ぐらいにはぼつぼつ現れ
るのではないかと思っております。

戻りますが、われわれとしてはこの７つの
提案をいたしました。地方の行政や国の行政
もそうでありますし、また行政だけではなく
て地域社会、社会全体もこういうことを視点
として考えられたらいかがかと思っておりま
す。ただし先ほども申しましたが、これはわ
れわれが今まで考えたものの提案でありまし
て、決してこれを正解だとは申しておりませ
ん。

それでは、ぜひこの環境首都コンテスト、
およびこの７つの提案について、皆さんから
の率直なご意見やご批判、そしてご提案をい
ただければと思います。どうもありがとうご
ざいます（拍手）。

むしろ今日のセミナー、および本などをお
手に取っていただいて、皆さんの方からどん
どん建設的な批判をいただいて、日本の中で
本当により良い社会を築いていって、今のよ
うな大変な社会から脱却するためには一体わ
れわれは、何をなすべきかということを、ぜ
ひ皆さんと議論を積み重ねながら、それを実
践に移していく。そのための提案であると思
っていただければと思います。

3月10日発売
3月10日発売
本セミナーで先行販売
本セミナーで先行販売
http://eco-capital.net/
http://eco-capital.net/
office@eco-capital.net
office@eco-capital.net
主幹事団体
主幹事団体 環境市民
環境市民
電話
電話 075-211-3521
075-211-3521
FAX
FAX 075-211-3531
075-211-3531
http://www.kankyoshimin.
http://www.kankyoshimin.
org
org
life@kankyoshimin.org
life@kankyoshimin.org

われわれは何をすべきかということを、ぜ
ひ皆さんと議論を積み重ねながら、それを実
践に移していく。そのための提案であると思
っていただければと思います。

著作権上の理由から、この資料の
著作権上の理由から、この資料の
許可のない複製はご遠慮ください
許可のない複製はご遠慮ください
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（参考資料画像）

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものを
そのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（司会）

ありがとうございました。

続いて出版記念特別講演といたしまして、「私たちの社会はどのような変革が必要なの
か～持続可能な社会を地域からつくる」というテーマで、京都大学大学院経済学研究科教
授・地球環境学堂教授の植田和弘先生にお話をお願いしたいと存じます。地域からの取り
組みがいかに大切なものか、その辺りをじっくりお話いただけるのではないかと存じます。
では先生、よろしくお願いいたします（拍手）。
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Ⅳ．講演（２）
「私たちの社会はどのような変革が必要なのか」
～持続可能な社会を地域からつくる～
講師

植田

和弘氏

（京都大学大学院経済学研究科教授・地球環境学堂教授）
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~ueta/

植田和弘 うえだかずひろ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%94%B0%E5%92%8 1975年京都大学工学部卒業。
工学博士、経済学博士 著書
C%E5%BC%98
に『環境と経済を考える』（岩
波書店、1998年）、『持続可能
ご紹介いただきました植田です。どうぞよろしくお願いしま
な地域社会へのデザイン』
す。地域から持続可能な社会をつくるということでちょっとお
（編著）（有斐閣、2004年）『都
市のアメニティとエコロジー』
話をさせていただきますが、この本を昨日届けていただきまし
（編著）（岩波書店、2005年）、
て私も大変喜んでおります。私の話す話はほとんどこの本の中
他多数。

にあるということでもありますし、この本を作る過程で一緒に
勉強したということでもあります
金融危機と持続可能性
それでちょっとお話をしたいと思いますが、
やはり今、昨年からの金融危機の中で、世界
的に大不況、あるいは恐慌という人もいます
し、100年に１度だというふうにも言われて
いるわけでして、特に雇用が危うくなるとい
うことで大変な事態が生まれております。あ
れも持続可能性の問題です。今日の話ととて
も強い関係があると私は理解しております。
この持続可能な社会をどのように定義する
かというのはいろいろ議論があるわけですが、
そのことも少しお話ししたいと思いますが、
金融危機、今回はご存じのとおりで、サブプ
ライムローンの破綻が最初のきっかけであり
ます。それからリーマンショックという言葉
がありました。これは日本の国内で起こった
ことではありません。外から来た問題です。
ポリューターと言ったらちょっと言い過ぎか
もしれませんが、原因者はアメリカだったわ
けです。アメリカの経済問題から来ているわ
けです。
先ごろ、2008年の10～12月のＧＤＰがどう
いうふうになったかという数値が出ました。
なぜか日本の方がアメリカより減っている
のです。アメリカより日本の方が経済として
影響が大きいのです。原因はもともとアメリ
カだったのに。そして、最初はどういうふう
に言っていたか。

「バブルを経験したので、金融システムに
ついて、例えば透明性などということについ
て随分留意してきたので、アメリカの金融機
関よりずっと今は日本の方がいいのだ」とい
う言い方をされていました。ですから、先進
国の中では日本が一番影響が小さいはずだと。
これは確かにそのことが円高ともつながっ
たのです。そういう面がありました。ところ
が、ふたを開けていくと、だんだん影響が出
てきています。
もちろんこれは、こういう問題もあるので
す。会計制度が違うので、ヨーロッパの企業
の影響はもうちょっと後に出るともいわれて
いるので、それが出てくるとヨーロッパもか
なり影響が大きいというふうに出てくる可能
性ももちろんあります。しかし、日本は昨年
の10～12月の影響が、12％余りの減でしたね。
それが韓国は20％減です。ですから今、韓
国のウォンがものすごく下がっているので随
分日本から行っているわけです。シンガポー
ルも15％減です。
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ちょっと私は、現在の首相は割と気楽に言
っていたような感じがします。それはどうい
う意味かというと、日本は影響が小さいのだ
と。私はこれはある大きな銀行の頭取からも
直接聞きました。

アジア経済の影響がとても大きいのです。
なぜでしょうか。もともとの原因のアメリカ
が最も大きくてもおかしくないのですが、こ
れはよくいわれているように、日本も含めて
東アジア地域の経済が外需依存というか、外
にかなり依存している経済だからです。外需
依存型経済であるという、このことに大きな
問題があるといわれています。

回復したらいいというのではありません。

分かりやすく言うと、日本の景気が一時期
回復と見られたのは、端的に見ると中国経済
の発展で日本から中国へ行っている。その中
国へ行ったものは最後はどうなっているかと
いうと、またアメリカに輸出されたりしてい
たわけです。ですから、アメリカがこけたよ
うになりますと、日本の場合は、日本からの
ものと中国からのものと両方こけます。これ
はなぜ持続可能な社会ということと関係があ
るというかというと、残念ながらそういう外
側のショックに対して弱い経済なのです。外
側のショックでしょう、アメリカの経済がい
ろいろな理由で落ち込んでいる。そのことで、
日本により大きな影響が出てしまうのです。

そのことをちょっと前段で申し上げた上で、
ご存じのとおり、「持続可能な発展」は、ブ
ルントラント委員会が1987年に“Our Common
future”という報告書の中で提示したコンセ
プト、理念であります。世界に普及した理念
であります。これはよく知られているように、
世代間衡平という観点を入れているわけです。

その点は、私は大変留意しておく必要があ
ると考えるものであります。これは今日お話
しする環境的、経済的、社会的持続可能性と
いうものを統合的に考えるということの最も
重要な観点の１つになると思っております。
持続可能な発展・社会

内部の力が強くなければなりません。です
から、アジア経済は調子がいいようにいわれ
ていたのですが、実はその中には専門的な用
語ではバルナラビリティと言われる脆弱性と
いってもいいような面を持っていた。もちろ
ん大変伸びていたという意味で言うと、当然
ながら何か強さがあるのです。良さもあるの
ですが、同時に大変、脆弱性を抱えていたと
言わざるを得ないと私は思います。
これは実は私は長らく経済的持続可能性と
は何だというときに考えてきたもの、そのも
のの問題の１つであります。つまり、ある地
域にとって、外側から何らかのショックが起
こることは常にあるわけです。それは外側か
ら何らかの要因があって起こってきます。し
かしそういうことが起こったとしても、内部
の力が強いので適用する力があって、安定し
た状態を作ることができる。これがいわば持
続可能な経済ですね。外側から何か起こった
ら、より大きな影響が起こってしまうという
ことでは、これは非常に脆弱な経済というこ
とになると思うのです。ですから、確かに金
融危機に伴う不況を克服するための一種の景
気対策のようなものは必要かもしれませんが、
その対策を考えるときの視点は、経済が質的
な意味で持続可能な経済になるかどうかとい
う基準で見なければなりません。単に需要が
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一言で言うと、これは私は世界中のいろい
ろな民族の持っていることわざのようなもの
を調べたりしたのですが、そうすると、自然
ないしは土地というものについて、「将来の
世代から預かっている」というような言葉を
持っている地域なり民族なりは随分たくさん
ございます。預かっているものなのですから、
きちんとして次の世代へ渡さなければならな
いのです。ですから、やはり前から来たもの
について、それをきちんとそれを維持あるい
は保全、あるいは良くしながら次の世代に渡
すという観点はとても重要なことだろうと思
います。
同時に、実はその持続可能なというサステ
ナブルという用語は1980年の世界保全戦略
（ World Conservation Strategy ）という国
際自然保護連合が提案した戦略の中に既に含
まれているのです。自然保護連合であります
ので、自然を保護したいわけです。
ところが、これは皆さんにお尋ねしてもよ
いわけですが、皆さんの中に、私は自然と無
関係に生きている、自然を利用しないで生き
ているという人がいたら手を挙げてほしいの
です。これは生存不能なのです。これははっ
きりしております。自然を利用しないで生き
ていくことはできないわけです。
つまり、自然保護連合は自然を保護したい
というのですが、利用せざるを得ないわけで
す。つまり、利用しながら保護する、逆に保
護しながら利用するということです。保護す
ることと利用することは本来矛盾しておりま
す。しかしそれを統一しなければなりません。

利用しながら保護する、保護しながら利用
するということを統一する、それがサステナ
ブルという、次の世代に渡せるような形でと
いう、そういう一種のクライテリアを与える
わけです。そのことによってその矛盾を統一
していると言えるかもしれません。ですから、
エコロジカルなサステナビリティを維持しな
がら、利用するということになります。これ
が環境的、エコロジカルなサステナビリティ
という意味だと思います。
しかし同時にブルントラント委員会は、国
連の環境と開発に関する委員会ということで
して、先進国だけではなくて途上国の代表も
含めた集まりであります。つまり、これまで
の開発の在り方、あるいは発展パターンの在
り方に対する反省から出てきたものでもある
わけです。ですから、もちろんその反省の中
に、私たち人間の生活や産業活動の最も究極
的な基盤である生態系をはじめとする自然、
そういうものを維持するということを軽視し
てきた開発や発展パターンであるという反省
は当然あるわけですが、それだけではないわ
けです。

そういう点で、環境的、経済的、社会的と
いう一応この３つというのは、私は悪くない
と思っているのですが、あと、空間的とか文
化的持続可能性ということを強調される方も
います。２年前でしたか、ポーランドのクラ
クフという古都で、持続可能な都市に関する
国際会議というものがありまして、ポーラン
ドの主催者の先生が最初に基調報告で立たれ
て、都市のサステナビリティについて話され
たときに、最初に何が出てきたと思いますか。

格差が拡大していくことや、あるいはよく
いわれているように安全で衛生的な水が飲め
ない状態にある人の数、それで亡くなる子ど
もたちはすごい数に上るわけです。私たちは
そういう人間として生きてきたときの最初の
時点の、ミニマム中のミニマム、これも残念
ながら私たちの世界は達成していない。これ
は国連のMillennium Development Goalsが
一生懸命やろうとしている内容ですが、そう
いうこともできていないという意味で、実は
エコロジカル、環境的な意味合いだけではな
くて、経済的、社会的な意味合いでも持続可
能とはいえない状態、つまり自然の持続可能
性と社会の持続可能性の両面で問題を持って
いるという開発、発展のパターンだというこ
とです。それを克服する、持続可能な発展と
いう用語は、今までの発展パターンに代わる
ものであるということを示す用語として、私
はとてもよくできた用語ではないかなと思い
ます。逆に言うと、非常にあいまいなのです。
はっきりしておりません。オルタナティブで
あることは、今までの発展パターンがまずい
ことは非常にはっきりと言っているわけです
が、では、どのような発展パターンですかと
なってくると、これは必ずしも明確ではあり
ません。
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なぜかというと、ある研究者の論文により
ますと、直後にいろいろな解釈が現れて、定
義だけでも100以上に上るといわれるわけで
す。でも、みんなが魅力を感じた理念である
ということは、私は大事なことだと思います。
みんなが魅力を感じてこれを考えていってい
るわけで、最初から非常に狭い定義を与えて
しまうことでぜんぜん議論が発展しないのに
比べると、とても良かったと思います。です
から、このオルタナティブな発展のパターン
ということをどう具体化していくかというこ
とです。

カルチュラルサステナビリティです。それ
が一番の基本だとおっしゃるわけで、私もそ
れは分からないではないです。ご存じだと思
いますが、ポーランドという国は、ワルシャ
ワが戦争で壊されたときに、パンよりもまず
都市の復興を急いだ方です。「パンの問題で
はない、私たちのアイデンティティの復興こ
そがまず最初だ」と言ったわけです。
ですから、ひもじい思いをしても、都市を
復興すべきだというふうにやった都市ですか
ら、そういうところはそのように出てくるの
ではないかとも思った次第です。

持続可能な発展・社会
•
•
•
•

ブルントラント委員会（1987）
世代間衡平
世界保全戦略（1980）
SD・SSの２つのルーツ

• 環境的･経済的･社会的持続可能性
• 統合の視点・・・生活の質と地域
• 金融危機と持続可能性

2

そういう持続可能性には多様な側面がある
かもしれませんが、一応この３つで考えてい
くと、これを実はばらばらに考えないで統合
するという視点が大変重要だと私は前から思
っているのですが、一応、今日の話では２つ
の視点から統合する視点を提示すると考えて
おります。１つが生活の質という言葉で統合
する。環境的エコロジカルな持続可能性がな
ぜ必要か、経済的な持続可能性がなぜ必要な
のか、社会的持続可能性がなぜ求められるの
か、それは究極的にはどういう生活をするか
という問題に帰着する。そういう意味で、ク
オリティ・オブ・ライフという用語でそれを
統合するというのは、１つの視点を提示する
ものではないかと考えております。後で少し
お話したいと思います。

環境と経済を考える
•
•
•
•
•
•

3

それはどういう点かというと、日本はまだ
そういう議論が割と多いわけですが、トレー
ドオフ論と最初にここに書いております。分
かりやすい議論でありまして、経済発展をす
ると産業活動が活発になるから環境負荷が増
える。だから、環境負荷を減らす、環境を良
くしようと思いますと、やはり産業を抑えな
くてはいけない。そうすると停滞する、成長
率は落ちる。ですから、いわゆる成長と環境
負荷は二律背反、両立し得ないものであると
いわれまして、よく長らく「どっちを取るん
や？ 環境優先か、成長優先か」と。これは
新聞にはものすごく都合のいい議論です。
「おまえ、どっちや」と言われます。私のよ
うなあいまいな人間は非常に「はっきりしな
いやつだ」と言われるわけです。しかし、私
がそういうふうに問われる問い方があまり好
きではなかったのは、一番基本は、どちらも
大事なことではないのかということです。

もう１つは、それと非常にかかわっている
わけですが、環境的、経済的、社会的、これ
はいわば領域というのでしょうか、ある１つ
の社会を見たときに、経済的側面で切る場合
と社会的側面で切る場合、いろいろ考えられ
るわけですから、そういう切り方があり得る
わけですが、実はもう１つの切り口は、私た
ちが住んでいる１つのまとまった空間的とい
うか、それが中心的なものだと思いますが、
地域という単位でくくる。あるいは、日本は
どうなのだという言い方をしますね。これは
サステナブル・ディベロプメントのコンセプ
トが出てきたときに、かなり早い時点でヨー
ロッパの幾つかの国、例えばドイツはサステ
ナブル・ジャーマニーという、ドイツを持続
可能なドイツにするということがいろいろな
ところで提示されております。そういう考え
方はありえますね。ですから、ある単位で考
えていく。その１つの分かりやすい単位は、
私はやはり地域ではないかと思うわけです。

実は今からお話しすることは少し私なりに
調べたわけですが、ご存じのように温暖化防
止の議論は国際的な政治外交交渉になってい
るわけですが、このときに、ほぼ常にと言っ
ていいのですが、京都議定書ができるころ以
降ずっと、ＥＵが温暖化防止に関して積極的
な削減目標を出しまして、日本は大体ちょっ
と後ですね。ＥＵが積極的な目標を出して交
渉をリードすることが圧倒的に多いわけです。

ですから、この生活の質という点と地域と
いう点で、この３つの持続可能性、あるいは
もう少し加えてもよいわけですが、そういう
持続可能性を統合する視点を与えてみたいと
考えるわけです。
環境と経済を考える

現時点でも、ご存じのように2020年という
中期目標について、ＥＵは既に20％削減とい
うものを出しておりまして、20％削減はほか
が何と言おうとやるということです。

この話を進めていくために少し前提として
お話しておきたいことがございまして、私は
専門は経済環境学といっているのですが、こ
れは私の調べたところでは、ここ25年間ぐら
いの間にかなり大きな変化が理論的にも実践
的にもあったという理解をしております。
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トレードオフ論
Factor4、ポーター仮説、
切り離し戦略
環境破壊なき雇用（1983）
環境政策統合
環境政策と仕事おこし

アメリカや日本などの他の先進国もジョイ
ンする、一緒に協力するということになれば、
目標は30％削減にしていいと言っています。
自然エネルギーのシェアについても20％まで
高めるなどと言っています。なぜああいうふ
うに言えるのだろうかと。日本は言わないの
です。私は言ってほしいと思っているのです
が、全然言わないのです。
一応、福田ビジョンというのがありまして、
長期的には2050年までに60～80％というそ
こそこの数字を言っているわけですが、やは
りヨーロッパの先進国で言われている国々の
方が、より高い削減を出しているわけです。
あれはなぜ言えるのかはいろいろ議論がある
わけですが、意思決定の仕方が違うというま
ことしやかな議論がございます。意思決定の
仕方が違う。つまり、日本は全部きちんと根
回しして、合意を得てから数値を出す。しか
しＥＵはどちらかというと政治的にまずばん
と数値が出てくるのだというようなことをい
ったりするわけです。
しかし本当にそうかなと思いまして、いろ
いろなＥＵの文書、あるいは私のような専門
をやっている学者はヨーロッパには随分たく
さんいまして、交流でも、温暖化問題という
のはいい機会を与えましたね。ものすごく交
流が活発になりました。いろいろな機会に会
議を開く、研究会を開くということがよくや
られています。そういういろいろな議論を通
じて私なりに発見したのは、25年ぐらい前か
ら、切り離し戦略という発想があるというこ
とです。切り離し戦略というのは英語では
decouplingと言っていまして、couplingの反
対です。Couplingというのはどういうことか
というと、経済が発展すると環境負荷が増え
るというのはcouplingです。普通はそうでは
ないかと。こういうふうになっているわけで
す。それだと、先ほど言ったように二律背反
問題が出てきまして、どちらを取るのだとい
うことになりますから、物事が動かないので
す。ですから、ある時期からdecouplingをど
うやってやるかということを考え出すように
なるわけです。一番分かりやすいのは、1983
年 に ド イ ツ の ビ ン ス ヴ ァ ン ガ ー
（C.H.Binswanger）という先生が『環境破壊
なき雇用』という論文を書きます。これは今、
必要ですね。これは今、絶対に要る話でしょ
う。今どれだけの非正規雇用、あるいは正規
雇用の人が切られているかということがいわ
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れていますが、やはり雇用を回復しないとい
けないわけですが、環境負荷が増える雇用回
復では困ります。この間にかなり大きな変化
が理論的にも実践的にもあったという理解を
しております。私たちが求めているのは、ま
さに環境破壊なき雇用回復です。これをして
いかなければなりません。これが1983年にも
う出ているわけです。３年前にベルリンでお
会いして直接お話を聞いたのですが、私は大
変よく分かったような気がしました。1983年
というのはそれなりに意味がありまして、旧
西ドイツは1980年に緑の党という政党ができ
ます。その政党自体はそれほど大きい政党で
はないわけですが、その背景として、いろい
ろな環境運動、エコロジー運動がその時期に
非常に活発になるわけです。
ビンスヴァンガーさんは、その非常に活発
になる環境運動、エコロジー運動を見て、そ
れなりに共感も覚えたのですが、しかし同時
に、自分の学生が卒業しても就職先がない。
まじめな学生がです。それも問題ではない
かと考えたわけです。つまり、こちら側が雇
用問題で、こちら側は環境問題です。通常、
雇用問題と環境問題は何の関係もないように
考えられているわけです。担当している省庁
も全然違います。ですから、全然別の問題と
考えられて、それぞれ全然別個に考えられて
いたのですが、彼にはそうは思えなかったわ
けです。つまり、やはり環境、エコロジーの
言っていることもよく分かるし、しかし雇用
も重要だとなったときにどうするかという問
題が発生しました。言ってくれたことは、ど
ちらも大事なのだから、どちらも達成すると
いう観点で社会や経済の仕組みを変えるとい
うことはできないのかと。それを考えるのが
経済学者の役割だというように言われました
が、要するにそういうことです。彼の提案は
もう非常にはっきりしておりまして、今で言
う環境税、当時はエネルギー税ですが、それ
を上げまして、要するに環境税を入れて環境
負荷を減らす動機付けを与えると同時に、そ
こで税収が上がるわけです。
その税収を、ヨーロッパはとりわけ事業者
の社会保険料負担が重いものですから、それ
の軽減策、軽減財源に使う。それを組み合わ
せたのが画期的な発想でした。これは今ドイ
ツをはじめ幾つかの国で実行されている提案
になっているものです。

私はこの観点が重要だと思うのです。社会
にとって解決しないといけない問題がいろい
ろあったときに、それらをどうやったら可能
な限り達成できるようにしていくか。今の政
策や仕組みを予見にしないことです。やはり
それを作り変えるということによって、そう
いうことが達成できないかというふうに考え
る発想はとても重要だと思います。

き雇用」というこの論文のタイトルを見たと
きに、私はやはり、日本はご存じのように日
本的経営ということもあって、この当時、失
業率はかなり低いのです。だから環境の問題
は、ものすごくそれなりに意識はあった時期
であっても、雇用ということと結びつけて議
論するという発想は残念ながら全くなかった
のです。やはり問題意識は全然違っていたと
思います。ですから、これを見たときに私は
大変驚いたわけですが、よく考えてみると、
そういう意味でいうと環境政策は新たな雇用
の場を作り出す可能性を持っているわけです。

Ａ省庁がやっているＡ政策と、Ｂ省庁が
やっているＢ政策が全然別の方向を向いてい
る。そうすると、その２つが別々にやられた
ら効果はほとんどゼロです。それらが統合す
るというか、政策統合とよく言いますが、イ
ンテグレートされて取り組まれたら・・・。
私が地域を強調する意味は、インテグレー
トするのは、やはり地域単位でするのが分か
りやすいわけです。分かりやすいという意味
はこの本の中にも書いてありましたが、行政
の話がこの本の最後の方に出てくるのです。
私も知ったような人が顔写真入りで出てき
ていろいろなことを語っておられるのですが、
行政を総合化すると書いてあるのです。とい
うことはどういうことかなとちょっと思った
のですが、今、行政はばらばらだということ
ですね。総合化されていないという意味です。
よく縦割りという言い方をしたりしますが、
確かに本来、地域にある地方の自治体という
のは総合行政なのです。
総合行政というのは何をするものかという
と、総合行政で地域における、私のあれで言
えば住んでいる人の生活の質の向上です。こ
れが課題です。行政がなぜその意味を持って
いるかというと、本当は総合化する可能性が
分かりやすくあるわけです。というのは、い
ろいろな地域に起こる諸問題に全部かかわっ
てきて、かつそれを解決するのに必要だと思
われるお金が税金という形で本当は入ってい
るのです。だから、本当は環境、経済、社会
を統合して何かするというときに、やはりと
ても重要な役割を果たし得るはずなのです。

ということで、この25年の間に大きな変化
がやはり見られていると思います。もちろん
個々の場面において環境と経済のトレードオ
フのような現象がないわけではないのですが、
全体として私たちが目指していかないといけ
ない方向は、やはり切り離し戦略ですね。切
り離さないといけないし、それから環境破壊
なき雇用、つまり政策は統合的に行うし、新
しい私たちの一種の生きがい、仕事を生み出
すような取り組み方をしないといけないとい
うことかと思うのです。
持続可能な地域発展
この持続可能な地域社会といいますか、地
域から持続可能な社会をつくるというのはど
ういうふうにしていくかというときの発想の
アイデア、発想の源みたいなものはどこにあ
るかということで、先ほど統合の視点で生活
の質と言いました。これが実は私がそのよう
に意識するようになったのは、ダスグプタと
いう先生がケンブリッジ大学にいらっしゃる
のですが、これは経済学の大変偉い先生です。

現状がそうなっているという意味ではあり
ません。現状はそうなっていないかもしれま
せん。しかしそういう可能性があるというこ
とです。

私は翻訳本を２冊ほど出しておりまして、
『サステイナビリティの経済学』という本と
『経済学』という本を訳しているわけです。
なぜ『「経済学』という本を訳そうと考えた
かというと、多分、経済学の歴史上、初めて

これはまた考えていかなければならないの
ですが、もう１つ大変大事な点は、これは後
でもちょっと申し上げますが、「環境破壊な
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昨年、ご存じのとおりＩＬＯなどがグリー
ン・ジョブという言葉、報告書を出している
わけです。緑の雇用、緑の仕事というものが
あるということだと思うのですが、これがと
ても重要で、これでどのぐらいの人が雇用さ
れているなどという数値までだいぶ出てくる
ようになりました。そういう発想が要るとい
うようになった、今日言われているグリーン
ニューディールというのは、この問題と非常
に関係があると思います。

経済学のテキストの１つの章に「持続可能な
発展」というものを入れた人なのです。

つまり、幸福というのはどういう状態と結
びついて考えられるのかといったことを一生
懸命研究するようになっています。これは心
理学的要素も多分入ってくるような領域にな
ってくると思うのですが、経済学はどちらか
というと決定要因の方が得意だと思います。

チャプターのタイトルが「持続可能な発
展」になっているのです。これはとても素晴
らしいと私は思いました。環境経済学という
本だったら持続可能な発展という章が出てく
る本は本当にたくさんあるのです。そうでは
なくて経済学そのものの中に、１つの章が持
続 可 能 な 発 展 に な っ て い る 。 非 常 に Very
Short Introductionという非常に薄い、日本
で言えば新書のような経済学入門書なのです
が、私はそれを手に取ったときに「ああ、こ
れはぜひ」と思いました。

決定要因とは、生活の質というものを提供
するために必要な財やサービスなどいろいろ
なものがどのように作り出されているかとい
う、生産的基盤と呼んでいるのですが、その
ことです。その生産的基盤とは、資本資産と
制度の組み合わせだとなっています。
ここからは私の解釈です。つまり持続可能
な地域発展というのは、まずその地域にある
資産を知らないといけない。私たちの地域に
どういう資産があるか。資産には、彼の類型
によると４つあって、まず、過去の人間社会
が蓄積してきた人工的な資本資産です。それ
から人ですね、人的資本資産。それから、こ
れまで多くの経済モデルで軽視されてきたの
が自然です。これを入れなければなりません。

そこでどのように言っているかということ
なのですが、つまり、経済学そのものの中に
持続可能な発展という考え方が組み入れられ
ていかなければいけないわけです。環境のこ
とを考えている人だけが言っているのでは駄
目なわけです。そうすると、大変面白いこと
が書いてありました。持続可能な発展という
のは何だと言われたら、その定義は生活の質
の持続的向上なのです。そうしたら生活の質
とは何だという問題があります。これはもち
ろん簡単ではありません。しかしその生活の
質というものは、彼に言わせれば構成要素
（constituent）の側面と、それから決定要
因（determinant）の側面と２つあるという
わけです。

自然という自然的な資本資産を明示的に入
れる。それに知識です。知識は物ではありま
せん。しかし知的所有権や知財という言葉が
出てくるように、現在非常に大事な意味を持
つようになっています。これらは全部、現時
点における一種のストックです。ですから、
どういうストックをわれわれが持っているか
という意味での資本資産、これはまちづくり
や地域のことをよくやられている方がよく使
われている用語で言えば、私に言わせれば
「地域の宝探し」です。つまり、私たちの地
域は何を持っているのか、どういう人がいる
のかということです。眠っている場合も多い
わけです。どういう人がいる、どういう自然
がある。こういうものが実は私たちの生活の
質を支えるようないろいろなサービスを提供
してくれる可能性があるということです。制
度というのは何かというと、そういう可能性
がある一種のポテンシャルとしての資本資産
を活用する仕組みのことです。

持続可能な地域発展
•
•
•
•
•
•

ダスグプタの持続可能な発展論
人工、人的、自然、知識・・・資本資産
地域の宝探し
地域の資本資産を活かす制度
市場、コミュニティ、政府、家計、企業・・・
制度的厚み
4

構成要素とはどういうことかというと、こ
れは生活の質そのものです。幸福ですか、自
由ですか、健康ですか。生活の質とはこうい
う要素です。実はこういうことに関する研究
も結構やられだしていまして、一種のハピネ
スリサーチと世界的に呼ばれている研究なの
です。

つまり、幾ら資本資産があっても、活用す
る仕組みがなければ全く生きてこないわけで
す。ですから、マクロな試算を彼はやってい
るのですが、世界的に見るとＡという国とＢ
という国で同じようなストックがあるように
見えているのだけれども、全然結果が違う。
なぜでしょうか。それはやはり、彼の用語
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では制度なのです。この制度は、いろいろな
ものの複合体なので、何でも入っているよう
なものですね。マーケットがどういう状態で
あるか、あるいはコミュニティ・共同体とい
うようなものがどういう機能を果たしている
か、あるいは政府はどういう政府なのか、あ
るいは家計・企業というものがどういうビヘ
イビアをしているか。こういうこと全部が入
り込んだものです。つまり、その地域の資本
資産を生かす制度があるかどうかということ
です。ですから、資本資産があるかどうかと、
同時にそれを生かすだけの制度があるかどう
か。これは私たちが何か持続可能な地域発展
を考えようとするときの１つの基本的な視点
を与えるような気がするわけです。
持続可能な都市
実践をどのようにしていくかということが
大変問題なわけですが、やはり参考になるの
はＥＵが取り組んできた持続可能な都市とい
う取り組み方ではないでしょうか。これはサ
ステナブルシティということで長らく取り組
んできたわけです。なぜそのような取り組み
取り組み方をしたかというのは私はあると思
うのですが、ＥＵはもともと競争力を強化す
ることとサステナビリティを実現するという
ことを統一的にやるという、持続可能な発展
戦略というものを統合と併せてやろうとして
いるのです。これはなかなか面白い試みだと
思います。お分かりのように、通貨まで統合
して、経済圏を大きくしています。国がばら
ばらしているのではなく、１つの大きな市場
を作るというやり方をしています。それもや
はり一種の競争力強化とつながっています。

そこで私は持続可能な都市の政策体系とい
うものを、レポートなども出ておりまして調
べたりしたのですが、大変感心したことが幾
つかあります。政策をどのように決めていく
かというときに、持続可能な都市の政策とは
何ですかということが書いてあるわけですが、
これはまた当たり前のようなことが書いてあ
るわけです。先ほどのダスグプタともそのま
まつながるのですが、持続可能な都市とは、
要するに市民の質を持続的に向上させる都市
のことなのです。すごく当たり前といえば当
たり前です。市民の生活の質を持続的に向上
させる都市のこと、これが持続可能な都市と
いうわけです。
でも私がちょっと疑問に思ったのは、その
ように言うと、Ａ市でもＢ市でもＣ市でも全
部一緒ではないですか。市民の生活の質を持
続的に向上させる都市ですといったら、一種
のスローガンですね。そうすると、「Ａ市で
はどういうことですか、Ｂ市ではどういうこ
とですか」というのが問題です。市民の生活
の質を持続的に向上させるとは、Ａ市ではど
ういうことなのか、Ｂ市ではどういうことな
のか。これを具体化しなければなりません。

あるいはユーロというものの、ドルに代わ
るとまでは言わないと思いますが、ドルに対
抗できる基軸通貨にしてしまうということで
すね。これの持っている意味は大きいと思い
ます。

それはどう書いてあると思いますか。これ
はまた肩透かしがあるわけですが、市民が集
って決めろと書いてあるのです。でも、これ
はとても素晴らしいことが書いてあると思い
ました。市民が集って決める。そういう決め
方をするから、社会的持続可能性が高まると
書いてあるのです。つまり社会的持続可能性
とは要するに、今ヨーロッパでよく使われて
いる用語ですが、社会的に排除されている人
のいない社会です。

持続可能な都市
• EU統合とSD戦略
• 都市･地域の持続可能性
• 持続可能な都市の政策体系
5
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しかしそれを進めていくことは、そういう
意味で意味があるのでしょうが、内部的に言
えば、やはり一種のグローバリゼーションの
ようなことが起こりまして、より国境の壁が
なくなっていくわけですから、企業立地もや
はりより動きやすいところに動いていくとい
うか、そういうことになりますね。ですから、
やはり都市や地域の持続可能性は危うくなり
やすいわけです。ですから、マクロ全体には、
今言ったような意味で一種の競争力強化政策
をしていくわけですが、どうやったら同時に
都市や地域が持続可能な形で進めていけるか
というのが、両輪のもう一方のようになって
いるわけです。

つまり、みんながまちづくりにコミットし
ているということなのです。ですから、その
持続可能な都市づくりというのはどのように
するのか。それは、実は住んでいる人たちが
集まって「どうしたらいいのだ」というのを
決めるプロセス自体がとても重要で、そのプ
ロセスが社会的持続可能性を高めるという意
味で、持続可能な都市に近づけていくことに
もなるわけです。

地球温暖化防止のまちづくり
• IPCC,スターン報告,美しい星
• 京都議定書,2050年までに世界で半減
• 先進国の役割・・・フライブルクで考える
6

これは基本中の基本のようなことですが、
簡単ではありません。これをやっていくとい
うこと、どのようにやっていくかということ
を考えていくのは大きな課題になっていると
思います。

誰がやるのかというよりも、日本がいくら
やるのかを言わなかったのです。世界全体で
50％削減、誰がやるのだということになりま
すが、それは言わないわけです。かつ、いつ
から50％削減かも言わないのです。すごくあ
いまいな話なのです。

地球温暖化防止のまちづくり

今、世界全体で大体、先進国と途上国とに
二分するとします。今、最近は新聞は新興国
と言いますね。ああいう言い方がありまして、
Ｇ８だったのがＧ20になっていますから、ち
ょっと分かりにくくなっているのですが、一
応、ばんと半分に切りますね。そうすると人
口は圧倒的に途上国が多いのです。中国もイ
ンドも途上国に入っているわけですから。

最後に１つだけ申し上げて終わりにしたい
と思います。これはやはり、今から2050年と
いうのを一応考えてみると、温暖化防止はも
う避けて通れない大きなテーマです。あらゆ
る問題にかぶさってくる。持続可能な都市と
いうことを議論しよう、持続可能な地域社会
という議論をするときに温暖化防止は議論し
ていませんということはあり得ません。なぜ
かというと、これはいろいろな報告書が出
て、ＩＰＣＣやスターン・レビューなどが出
ましたが、日本と関係のある話で言うと、安
倍前々首相でしょうか、何代前か分からなく
なるのですが、その当時の安倍首相が2007年
ハイリゲンダム・サミットの前に「美しい星
50 」 と い う 提 案 を し ま す 。 こ れ は “ Cool
Earth 50” と い う の で す 。 な ぜ 50 か と い う
と、お分かりのように2050年までに世界全体
で50％削減するからです。これは環境ＮＧＯ
などから割と厳しい意見が出ました。それは
当然でして、なぜかというと、あいまいなの
です。世界全体で言って誰がやるのだという
のを全然言っていないのです。誰がやるのか
というよりも、日本がいくらやるのかを言わ
なかったのです。
世界全体で50％削減、誰がやるのだという
ことになりますが、それは言わないわけです。
かつ、いつから50％削減かも言わないのです。
すごくあいまいな話なのです。でも、私は
それなりに意味はあったと思うのは、これの
持っているインプリケーションというか、含
意を正確に理解することはとても重要だと思
うのです。

今、50対50で大体出ているものが、2050
年までに途上国、中国やインドが含まれてい
る途上国の排出量が減ると思う方はいますか。
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しかし温室効果ガスの排出量は今ちょうど
50対50ぐらいです。まだ先進国の方がちょっ
と多いぐらいですね。多分51対49ぐらいだと
思います。これはなぜかというと、当たり前
のことですが、アメリカ人１人が排出してい
る温室効果ガスの１人当たりの排出量は、イ
ンドの人の何倍くらいでしょうか。人口は17
億対３億という感じですが、19倍なのです。
だから、インドの人19人が集って排出してい
る量とアメリカ人１人が排出している量が同
じなのです。日本は何か省エネが進んでいて
効率がいいと、またそういう勝手なことをい
っているわけですが、日本人も１人当たりに
するとインドの人の９倍ぐらい出しています。
同じしか出していないというなら効率的だと
言ってくれてもいいと私は思いますが、９倍
なのですね。だから、もし地球の容量のよう
なものがあったときには、日本人１人はイン
ドの人の９倍使っているわけです。それをど
う考えるかという問題も出てきますからね。

これはもうほとんどいないと思います。国
際機関の予想ももちろん増える予測です。で
も、増えてもらっては困るので、大変な努力
をして、経済的には発展する。先ほどの
decouplingですね、経済的には発展するけれ
ども、排出量は50のままだという状態を作っ
たとします。2050年に50のままで、経済的に
発展したと。私も中国に随分行くようになり
ましたが、１月に行った西安から100kmぐら
いの村に、まだ水道が来ていないのです。そ
れから電気のない暮らしをしている人の数は
まだ2000万人ぐらいいます。それはどう考え
ても、少なくともそういう地域ではエネルギ
ー消費は増えていかざるを得ないと思うので
す。だから、これは北京や上海だけを見てい
たら間違ってしまうわけです。ですから増え
ていくわけですが、やはり早い段階から自然
エネルギーのようなものをできるだけ活用す
るなどして、温室効果ガスが増えないように
やっていくということをしなければならない
わけです。これは大変費用はかかると思いま
すので、国際社会の協力などということは不
可欠でしょう。

よりもうちょっと削減すると、こういうふう
になっているわけです。

そういう、ちょっと奇跡的かもしれないの
ですが、いろいろな努力がうまく実を結んで、
途上国の排出量が50のままで、経済的には発
展しているけど50のままであるという状態が
できたとします。そうしたら、先進国は今50
出しているのですが、世界全体で50にするた
めにはどれだけ削減が必要ですか。今50対50
ですね。それで途上国が2050年のときに50
のままです。先進国はゼロですね。０％、つ
まり100％削減をしなければならないわけで
す。それをしないと「美しい星50」の提案は
実現できないわけです。よろしいでしょうか。
ですから、この「美しい星50」の提案を歓
迎した人も、あるいは提案を実際に提案した
人自身も、私は恐らくあまり分かっていなか
ったと思うのですね。本当の意味をあまり分
かっていなかった。今のようなことだと分か
っていたら、日本の企業の人はみんな反対し
たでしょうね。実は今のようなことなのです。
しかもそれは、重要なのは、何の根拠もなく
言ったわけではなくて、一応背後にはＩＰＣ
Ｃがあって、科学的知見上、そのくらい削減
しなければならないのです。ですから福田ビ
ジョンも一応60～80％、100％削減とは言え
ないのですが、60～80％というかなりの削減
です。そしてヨーロッパの幾つかの国はそれ
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ですから私の意見は、そういうことを踏ま
えますと、そういう削減をするのをやめると
いう議論をするのはおかしいわけで、逆であ
ります。文明史的転換と私は言っているので
す。つまり、今まで化石燃料を基本においた
技術や生活のスタイルなど、いろいろなもの
を作ってきたわけですが、それをかなり根底
から変えるという必要があります。ですから
私は、実は省エネというのはとても大事なの
ですが、省エネで解決するかのように言うの
は間違いだと思います。まして、こまめに電
気を消してシャワーをどうしたらというよう
な、これは実は政府の京都議定書目標達成計
画がそういうイメージをちょっと与えてしま
ったのでちょっとおかしくなったのですが、
そういうことが無意味だと言っているのでは
なくて、そういうことで解決できるように言
うのは間違いだと。かなり大きな努力が要る
ということですし、私が今日最初に申し上げ
たことで言えば、それこそ将来世代のために
現在やらなければならない大きな仕事なので
す。やらないといけない仕事です。ですから、
私たちが縮こまったらいいのではなくて、む
しろ私たちがある意味で活動的にならなけれ
ばならないのです。活動的というのはどうい
う意味かというと、やはり今までの化石燃料
を前提にしたものではないようなものをあら
ためて作り出すとか、まちづくりも変えてし
まわなければならないのです。
それで私は温暖化防止のものづくりや温暖
化防止のまちづくりと言っていまして、温暖
化防止のものづくりというのはどういうこと
かといいますと、今までのものづくりの蓄積
がいろいろあって、何か目的を持って、例え
ば住宅も一応ものづくりです。そうすると、
住宅は快適でなければならないとかいろいろ
あるわけです。そういう目的は大事なのです
が、それにもう１つ温暖化防止という柱を入
れてもらおうと。この柱をすべての行為に入
れなければなりません。そうすると、今まで
はこういう素材でやっていたけれども、そう
言われたらこっちの素材にしなければいけな
いのではないか、あるいは、設計・デザイン
を変えなければいけないのではないかとこと
が出てきます。出てこないと温暖化防止はで
きませんから。これは一種のイノベーション
です。

よく、ぞうきんを絞りきったとか、日本の
技術は進んでいるという議論があります。そ
れはある程度省エネを石油危機の後に日本の
企業がやったなどという事実があると思いま
す。でも、それでは十分ではないのです。

わけですが、ですから、産業や企業や地域に
創造性が必要です。

それで止まったらいいという発想はもう全
く駄目です。現状維持思考ではこの問題は解
決しないのです。やはりイノベーティブなと
いうことが必要だと思うのです。
まちづくりもそうです。まちづくりも温暖
化防止という観点を入れて考えなければなら
ないのですが、それは何回も言っているよう
に、ほかの観点を捨てることではないのです。
ほかの観点をやめて、ほかを犠牲にして温
暖化防止を優先するのだということではない
のです。温暖化防止を柱に入れると、フライ
ブルクの話をすると、もちろん温室効果ガス
の削減も目的だし、交通渋滞を減らすことも
目的ですが、ここは脱自動車の都市といって、
車を中心部に入れないのです。そういうまち
づくりをかなり早い時期にやった都市です。
ちょっとこれを話し出すと終わらなくなる
のですが。それから、高齢者がどうやったら
住みやすいか。つまり、その町の中心部は路
面電車を核にした交通体系に変えているわけ
です。自動車がずっと走っている、これは化
石燃料を前提にした交通体系でしょう。路面
電車中心の交通体系は化石燃料前提ではない
ですよね。ちょっと違った体系になるわけで
す。そういうかなり大きな変化が必要ですね。
もちろんそれは同じことが日本でそのまま
できると言っているわけではないですが、そ
ういう今言ったような発想が必要であるとい
うことなのです。

それはあらためて考えると地域にある資本
資産、これはどういう人がいる、自然がある、
知識というものがどこに埋もれているかとい
うことがあるのですが、そういうものを活用
できるような制度的な厚みが必要なので、最
後は結局誰がそういうことをどういうふうに
進めるかという問題であります。これが最後
は問題になってくるわけです。ＥＵの、ヨー
ロッパの持続可能な都市の議論はやはり、集
まって討議するということを大事にしていま
す。これはやはり大事です。一人一人が取り
組むというのも大事なのです。しかし、一人
一人が何の討議もなく取り組むのは駄目なの
ですね。やはり討議しなければなりません。
だからコミュニケーションと公共的討議と
いうものをベースにして、みんなで勉強しな
がら、例えばほかの地域の進んだ経験を勉強
するということは大事です。しかし、同じよ
うにやればいいわけでは多分ないでしょうね。
ですから、そこにはやはり何らかの意味で
の工夫・創造性が求められます。

持続可能な地域社会
ということで、一応結論ですが、私が言っ
たように持続可能性の追求というのはやはり
生活の質を追求することそのものなのです。
フライブルクの環境局長にお会いしたときに
良いことを言ってくれたのですが、Regional
ecological economyということで、エコロジ
ーに適合する地域経済ということで、本当な
ら話せるいろいろな内容があるのですが、そ
ういう取り組みをしていくことで雇用が何人
増えたということを環境局長が言っておられ
たのです。とてもいいことですね。そういう
発想が必要です。これが１つの結論でもある

そういうことをできる地域にしていくかど
うかということが大事でありまして、そうい
う意味で言うと、これは京都などで大学の先
生方が言い出している用語ですが、地域公共
人材というのはなかなかいい用語だと私は思
っているのです。
つまり、もちろん自治体の職員の人は最初
からそういうことがミッションのはずですが、
それだけではなくて、事業所にお勤めの方も、
大学にいる人も全部、町のことを大切に思っ
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私があまり省エネを評価しないというか、
それだけではいけないと言う理由は、省エネ
というのはやはり、今10 使っている同じ活
動について８でやります、６でやりますとい
うイメージでしょう。それはそれでいいこと
なのですが、今ほとんどゼロエミッションに
していかなければならないということは、や
はり大きなブレークスルーに当たるようなも
のが、ものづくりでもまちづくりでも必要で
すので、これはやはりクリエイティブな仕事
ですね。これをしていくということが必要だ
ということなので、企業活動・産業活動・地
域、こういうものにそういうものをどうつく
っていくかが大変大事になるということです。

て何かしなければいけない。こういうふうに
思う人材が増えなければならないわけです。

持続可能な地域社会

そういう人材が集まって議論するという場
づくりをしていく。逆に言えばそういう場づ
くりがそういう人材を育成することになる。
そこに専門的知見も刺激を与えるなど、そ
ういう場を作っていく。こういうことが求め
られているのではないかと思っている次第で
す。一応、私の最初の問題提起ということで、
どうもありがとうございました。（拍手）

•
•
•
•
•
•
•

持続可能性と生活の質
Regional ecological economy
創造性のある産業と地域
地域にある資本資産を活用する制度的厚み
誰がどのように進めるか・・・地域公共人材
コミュニケーションと公共的討議
学習する地域（Learning Regions）
7

（植田教授講演・東京セミナーにて）

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものをそのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（司会）
ありがとうございました。植田先生に皆さんからもう一度、拍手をお願いしたいと思
います。ありがとうございました。（拍手）
続いてプログラムを進めさせていただきたいと存じます。
「私たちの社会はどのような改革が必要なのか～持続可能な社会を地域からつくる～」
というテーマで対談をお願いしたいと存じます。京都府立大学准教授の宗田好史先生、
そしてＮＰＯ法人環境市民代表理事の杦本育生、この２人で話を展開するということで、
楽しみでございます。どうぞお席の方へお着きくださいませ。よろしくお願いいたしま
す。閉塞感漂う近ごろということになるのですが、きっとこの２人で私たちに元気と勇
気を与えてくださるような話が展開されるのではないかと期待しております。では、お
二人にマイクをお渡しします。よろしくお願いいたします（拍手）。
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Ⅴ．出版記念特別対談
私たちの社会はどのような変革が必要なのか」
～持続可能な社会を地域からつくる～
※宗田 好史氏
（京都府立大学准教授・工学博士）

宗田好史 むねたよしふみ

http://www.toyota.or.jp/chukatsu/profile.pdf
http://www2.kpu.ac.jp/ningen/Design/muneta.html

※杦本 育生氏
（NPO 法人環境市民

法政大学工学部建築学科卒業。イタリア ピサ
大学・ローマ大学大学院にて都市・地域計画
学専攻、歴史的都市保存計画、景観計画、
都市商業政策の研究。歴史都市再生政策の
研究で、工学博士（京都大学）著書に、『南イ
タリアの集落』（学芸出版社、1988 年）他多数。

代表理事）
なったのです。実は当時、そのアイデアを聞
いたときに、日本でできるのだろうか、手を
挙げてくれる自治体は幾つなのだと。その90
年代の終わりから2000年当時ですと、今回も
この中でも紹介されている北九州や川崎、水
俣もそうですが、幾つか公害から立ち直るこ
とで環境を目指そうという自治体はありまし
たが、環境という非常に難しい課題に積極的
に取り組んでくるような都市は、まだまだ少
なかったのです。けれども今回たくさんの、
465の事例を集めて、二百六十幾つの都市が
実際に手を挙げて参加してくださっています
が、ここまで成長するとは思わなかったので
す。それを、10年弱たって、今日この本の出
版記念に合わせて、この日本での環境首都コ
ンテストとは何だったのか、そこから日本が
どう変わろうとしているのかということを皆
さんと一緒に、特に京都の皆さんと一緒に考
えるというのが今日のセミナーの趣旨であり
ます。

「環境首都コンテスト」とは？
（宗田） まず、私から口火を切らせていた
だきます。もう顔なじみの方がいっぱいおら
れますので、あらためて自己紹介するのも大
変恐縮ですが、京都府立大学で都市計画や環
境政策論を教えております。私はどちらかと
いうと京都の町家の再生が専門で、この同じ
学芸出版社からつい２月25日に『町家再生の
論理』という本も出したのですが、それは今
日は置いておきまして、環境市民の皆さんの
シンパであります。長年、環境市民とお付き
合いし、あるいは多くのほかの多くの京都市
民の皆さんとこの環境市民の活動が京都を基
盤に全国的に広がっているということを、ず
っと見守っておりました。その意味で、今ご
あいさつにもございましたように、今回の出
版記念ということに一言お祝いを申し上げた
いということがまず第１にあります。
それから、この環境首都コンテストは2001
年から始まりました。もう2009年ですから、
８年目になります。最初、環境市民の皆さん
は90年代にしきりにドイツなどに行っておら
れて、それ以外の国にも行かれましたが、ド
イツの環境先進自治体というものがどういう
仕組みで動いていくのか。今日のテーマでも
あるドイツの市民が地域を通じて、その社会
全体を変えていくということもつぶさに見て
こられました。「また行くの？」というよう
な感じで頻繁に、そこの下村さんも含めて、
あるいは全国のいろいろな自治体の方や熱心
な市民活動団体の方たちと連れ立って、ドイ
ツのさまざまな先進事例を見てこられたので
す。今、杦本さんにお話しいただきますが、
だから、環境先進自治体を日本でも集めて、
環境首都コンテストをしようということに

実はこのハイライフ研究所さんのご支援で、
この６日、先週の金曜日ですが、東京ではも
う少し規模の大きなシンポジウムが開かれて、
冒頭、京都大学の植田和弘先生がご講演され
ました。いかにも東京らしい大先生を呼んで
（笑）、京都は私のような小物を呼んで、そ
の代わり、みんなでじっくりと、身内である
ところの環境市民の皆さんがこの10年やった
ことは何だったのだろうかということを少し
内輪の話として、だから今度、次の10年には
何をするのかという期待も込めて話していこ
うというのが今日のセミナーの趣旨でありま
す。では、お待たせしました。最初に環境首
都コンテストとは何であったかということの
ご説明をいただきましょう。
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（杦本） 何か立場が完全に逆転しているよ
うになりまして、私はやりにくくて仕方がな
いという感じです。
環境首都コンテストは、先生が今おっしゃ
ったとおりですが、実は1990年代前半にドイ
ツの環境首都コンテスト、環境首都フライブ
ルクなどという名前で皆さんもよくご承知の
環境首都というものに私たちも出会いました。
中でも、一番面白いなと思ったのは、その
環境の首都のコンテストをＮＧＯが主催して
いたことなのですね。なんでＮＧＯがやって
いるのだろうと思って興味を持ちまして、そ
のＮＧＯのところに訪ねていったのです。趣
旨はと尋ねましたら、「戦略としての競争」
と言われたのです。つまり、自治体間に切磋
琢磨する競争をＮＧＯがうまく持ち込んで、
結果としてドイツ社会全体を前進させようで
はないかと。すごいことを考えているなと思
いました。

でも、それでも不安でした。今年は2008年
度なので、第８回をやっています。ところが、
実はコンテストは本当は９回目なのです。隠
しコンテストが１回ありまして、第０回とい
うのがあったのです。2000年にやりました。
なぜやったかと申しますと、このコンテス
トが自治体にとって役立つのかどうか、また
自治体にとって、ちゃんとした、「なるほど、
こういうことを聞いてくるのか」というもの
になるのかどうかというのが、われわれにと
ってもまだまだ不安でした。それで初めにそ
んなこともやって、自治体の方とも話し合い
ながらコンテストを作っていったという感じ
ですね。

地域から変わる日本社会
（宗田） 環境市民さんは一方で、例えば私
がお付き合いしただけでも長岡京市、それか
ら武生市、それから野州市でしたか、これ以
外にも随分ありますが、自治体の環境基本計
画づくりを市民参加で進めてきました。全国
いろいろな自治体が環境基本計画を、よくあ
るコンサルタントとか大学の先生を呼んで作
っていくというのが非常に大きなトレンドに
なって、環境基本法もできたので自治体がそ
こら中で始めたのですが、そのときに、自分
たちがＮＧＯであるから市民参加の部分で、
市民を巻き込んだ、市民生活を変えていくよ
うな、その地域から社会を変えていくという
運動の先端をどうオーガナイズしていくかと
いうような取り組みをされました。

それで、私の悪い癖で、面白いものを見る
とすぐまねをしたくなるという癖がありまし
て、これを日本でやりたいなと思ったのです
が、そこで問題になりましたのが、今、先生
がおっしゃったことです。日本でやって、自
治体が参加してくれるのか。これが一番大き
な問題でした。
もう１つ大きな問題がありまして、実は、
われわれがそんなコンテストをやる能力があ
るのかと。この２つが大きな問題になりまし
た。

（杦本）

（宗田） 僕はあると思っていましたけれど
もね、そこはね。

はい。

（宗田） 長岡京では、皆さん大変ご苦労に
なって、着実にそこで、１つはその市民の取
り組みが広がってきました。かれこれ十数年
たっていますから、今もその活動は続いてい
ます。

（杦本） 残念ながら、われわれはやはりな
かったのですね。われわれはしつこくドイツ
など、環境先進国といわれる国のまちや、日
本国内、いろいろなところに出掛けていった
のです。しつこく出掛けていったのは実は勉
強するためです。世界の面白い自治体、そし
て日本の面白い自治体は一体何をどんなこと
を考えて、しかも誰がやっているのかという
ことをすごく知りたくて。それを勉強してい
るうちに、だんだんわれわれは何を自治体に
望むべきかということが、少しずつ編むこと
ができたのかと思ったのです。

もう１つは、やはり自治体の職員の意識が
めきめき変わってきましたね。だから、ちょ
うどそれがめきめき変わりつつある手応えを
感じていたところだと思うのです。
（杦本） ええ、確かにさっきも申しました
が、私どもは94年に環境首都コンテストをや
ろうということは一応決めたのですね。でも、
いつやるか、全然決められなかったのです。
１つのきっかけはやはり97年の地球温暖化
防止京都会議ＣＯＰ３です。
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あれが、京都だけではないと思うのですが、
日本の自治体に地球規模の環境問題が自らの
テーマであるということを意識させていった
のではないかと。あれ以降でないと、やはり
いわゆる都道府県や大都市を除けば、日本の
当時3000以上あった市区町村が、果たして地
球規模の環境問題を自分たちの問題として考
えたのかなと。一部で考えた自治体もあった
と思いますよ。でも多くはそうではなかった
と思います。
それと同時に、90年代ぐらいから各地の自
治体に、今おっしゃったようにユニークな取
り組みをする職員さん、市長さんがぼつぼつ
出てきたのです。今までの、いわゆる国、県、
基礎自治体という縦の枠ではなくて、自分の
自治体のために、自分たちの持っている資源
を生かして、国からお金を引っ張ってくると
いうよりは地域の資源を生かしてその地域の
取り組みをやろうという職員の方や市長さん
がぼつぼつ現れ出してきたと思います。その
ように時代の流れがあって、ぼつぼつわれわ
れがこのコンテストをやったら、応募してく
れる自治体がまあまああるのかなと思い出し
たのが2000年前後でした。
（宗田） その意味でいくと、市長さんの代
表格は飯田市の牧野市長ですよね。この本の
中にも幾つか出てきますが、特に行政を総合
化するとか、統合的なアプローチ、これは多
治見の事例も比較して上手に牧野市長が、そ
れこそハイライフ研究所がご提供くださいま
したＤＶＤ、環境市民が編集しているＤＶＤ
の中で飯田市の事例を見ると、その仕組みが
漏れなく語ってありまして、今日ご紹介する
本の『地域から日本を変える７つの提案』の
中にもその行政を総合化するという提案が６
番目に出てきます。非常に重要な、そういう
市長さんを実は発掘したわけです。

（杦本） ちょっと宗田先生にはいつも褒め
られすぎていて、こそばゆい感じがしている
のですが、やはり１つ言えると思いますのは、
日本の地域に行きますと、本当に面白いこと
をやっているところはいっぱいあるのですね。
われわれも以前は、実はあまり知りません
でした。われわれが知っているのは、結局マ
スメディアが何か報道してくださったときや、
それかどこかの大学の先生がある町をとらえ
て、ここがこんなことをしているのだよとい
うことを論文に書かれたりしたとき、それぐ
らいしかやはり知らないのですね。
ところが、この環境首都コンテストをやり
始めてから、いろいろな自治体が応募してく
ださって、そこへわれわれは、実際にヒアリ
ングしに行きます。本当にお付き合いを始め
る道具としてコンテストを使っているような
感じです。お付き合いをしていきますと、こ
んな面白いことをしているのだと思って、
「これはすごいですね」と言うのです。とこ
ろが、「え、すごいんですか」と大体返って
くるのです。やっておられる地域にとっては、
ある意味で必要に迫られてとか、やりたくな
ってやられて、それが全国的にすごいかどう
かなど関係ないのです。ところが、われわれ
から見れば、それが知られていないのは、も
ったいないなとすごく感じました。
さっき465の先進事例と言われましたが、
毎年コンテストの採点が最終局面になった頃
に、われわれが面白いなと思う事例を紹介し、
投票して先進事例を決めているのですが、正
直に言います。最初の２～３年ぐらいは事例
が出ても、後は事例が途切れるのではないか
と恐れていたのですよ。

今になって、もちろんこの2008年度の今に
なって、国の方が、環境省さんが環境モデル
都市を選定し、この中にも出てきます北九州
や帯広や水俣、それからこの１月になって追
加で認められた京都市、そして飯田市、豊田
市が入っているのですが、そういうフレーム
が2008年度になってできてきたけれども、そ
れを2000年度から、９年も先駆けて始めてい
たということの意味は大きいです。だから、
この間に発掘された市長さん、市民の皆さん、
それから取り組みの数々、それから今日はそ
こまでぜひ言いたいのですが、大きな発見、
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あるいは社会を変えていくような大きな手掛
かりが見出せたのではないかと思います。

ところが途切れるどころか、どんどん出て
きます。ということは、言われたように、地
域を元気にする、それから日本を良くするた
めのいろいろな具体的ことは、マスメディア
とか報道とか、それから政府のやっているこ
とを見たら、全然見えないのだけれど、地域
に行けば実は存在するし、それを担ってやっ
ている人たちももういるのだということが分
かってきます。
（宗田） そうです。だから京都のセミナー
で、これだけは必ず言いたかったのです。

だから、2008年から始めた取り組みという
のは、実は地域から日本を変える７つの提案
ということよりも先に、実は地域から日本は
変わっていたのですね。
（杦本）

われわれがやったのは、多分、それを少し
でも見える形にしたかったということと、ほ
かの自治体、いろいろな自治体同士がそれを
お互いに知り合うようなそんな機会を作りた
かったというのもあるのです。

そうです。

（宗田） 東京発の政策や東京発のマスコミ
報道の中には出てこないような、本当に良心
的な、あるいは先進的な地域の取り組みをこ
うやって丁寧に拾い集めてくることで、私も
この本を読み、ＤＶＤを見るということをし
てきたわけですが、多分東京のというか環境
省のというか、マスコミのどなたもまだ言っ
ていないようなかなり先進的なことが、この
本の中、あのＤＶＤの中にちゃんとあります。
だから、結局何が言いたいかというと、地
域から日本は変わっていたのです。少なくと
もこの環境というテーマに関しては、環境と
いうテーマの先進性に気付いた人たちが、環
境という言葉を軸にしてあらゆる行政の縦割
りを越えて統合することで日本社会を変えよ
うという取り組み、この発見が大きかったと
思うのです。
ですから、僕は別に杦本さんを褒めている
わけでも環境市民を褒めているわけでもなく
て、この取り組みが、見つけた地域が偉い。
そこを褒めたいと思うのです。
（杦本） そうですね。おっしゃるとおりだ
と思うのです。僕らも本当にずっと驚いてい
ました。驚いていたもので、ある意味で先進
事例がいっぱいあるよといろいろなところで
話していて、そのときにハイライフ研究所さ
んと知り合いまして、これをもっと知らせた
いなということを両者とも考えて、それで映
像版を作ろうという話になったのです。
といいますのは、まだまだ知られていない
のですね。面白い本当にいい事例がいっぱい
あるのだし、それをもっとお互いに知り合え
ば、社会を変えることは可能だということは、
多分多くの日本人の方は見えてくるのではな
いかと思うのです。今、オバマさんが大統領
になりました。盛んにチェンジを言っておら
れるのですが、実はおっしゃるように、日本
の地域社会はもうずっと前からチェンジをす
る、そういうところが現れ始めました。ただ
し、それが今の日本全体からしたらまだまだ
埋もれていて、日が当たっていないのではな
いかなと。
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地域を変える「人」
（宗田） 誤解のないように言っておきます
が、日本の地域の大半は、まだ20世紀の意識
の中に残された、後れた状況にあります。
（杦本）

そのとおりです。

（宗田） 20世紀おじさんと21世紀おばさん
という言い方をするのですが、その20世紀の
おじさんたちがいまだに政治を牛耳って、経
済を牛耳って、いまだに高度経済成長の夢か
ら覚めずに公共事業優先の地域政策というも
のを信じているのです。しかし、変革は実は
地域の中にたくさん散りばめられていて、そ
の新しい新鮮なアイデアが、日本は大きい、
でも私が住んでいる地域は小さいからできる
ということ、町や村だからできたということ
が非常に印象に残っています。
この本の中にも丁寧に書かれていますし、
ＤＶＤもとても丁寧な番組づくりで、特にイ
ンタビューが圧巻ですね。編集もうまいので
しょうが、実にいいインタビューを、市長さ
んもそうですし、市の職員さん、それから一
般市民の方、環境コーディネーターやリーダ
ーの方から、本当にぐっと来るようなせりふ
をその方たちが話しているというのはとても
いいのですが、その中で、今言った牧野飯田
市長さんのお話などは、非常に妙を得ている
と思うのは、飯田市というのはこれからもっ
ともっと人口が減っていくのです。農業で新
しい取り組みも随分しておられるし、ワーキ
ングホリデイなどの取り組みもあるのですが、
あの方の発想がすごく新鮮だなと思ったのは、
人口が減るのだから役場の職員はもっと減る
のだと。そのときに、縦割りなどとのんきな
ことは言っていられないと。これは高度経済
成長だから許された縦割りであって、だから
役場の職員にまず環境のことをしっかり理解
してもらって、別のセクションに行っても環
境を向いて仕事をしてもらう。それで初めて
オールマイティな、本当に市民に必要とされ
る飯田市の職員ができて、それがこの地域を
支えていくし、変えていくのだと。

だから、この統合化ということの軸に環境
を据えてよかったということをおっしゃって
いたのです。これなどは、市町村合併をどう
進めましょうかとか、自治体の職員をどれだ
け減らしましょう、議員さんをどれだけ減ら
しましょう、財政構造を改革しましょうとい
うことを空理空論で議論しているような国会
とか総務省とか、名前を出すと怒られるかも
しれませんが、そういうところとはだいぶニ
ュアンスの違う、現場で本当に苦労されてい
る方の声だし、そのときに環境という言葉が
これだけ役立ったというのは大きいですよね。
（杦本） はい、私たちもそう思うのですが、
飯田の特徴を幾つか。後でＤＶＤでも少しだ
け飯田市に登場してもらうことになっている
のですが、飯田は環境で貫いたのと、もう１
つあります。飯田の公民館という施設がある
のです。公民館というと京都はあまりないも
ので、京都市民の方は、公民館なんて過去の
ものと思っておられる方もおられるのですが、
実は日本各地では、公民館が単なる文化的な
何か○○教室をやっている・・・、だけでは
なくて、地域自治の根幹になって動かしてい
るところもあるのですね。
飯田の中の地域の社会はそこを自治がやる。
ですから、飯田の市長に聞いたのですが、こ
れはと思う見どころのある職員は公民館にや
って、数年間公民館で汗をかいてもらう。地
域の人たちと数年間か一緒になって考えて動
ける人でないと、飯田の今後の政策を練る本
当のキーパーソンとしてやはり無理なのだと
考えられています。
それだけではなくて、面白いなと思ったの
は、飯田はおっしゃるようにかなり現場主義
をやっています。例えば農業振興課は本庁に
なくて、農協とともに事務所を持っています。
林業もそうです。商業もそうです。つまり、
何かやろうと思ったときに、役所の中で考え
るのではなくて、まず現場に行こうと。現場
で一緒になって、その現場で苦労している人
たちと一緒になってものを考えようと。その
人たちが帰ってきて一緒になって、また総合
的な行政を何とかしようという努力を今なさ
れています。
（宗田） そういう新しいタイプの市長さん
が、これで言うともう１人、尼崎の市長さん
のことも、本当に現場に出ていって、特に

34
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

市民、住民と一緒に汗を書くような職員を大
切に育ててきています。だから、住民の発意
を、例えば地域の女性の発意あるいはお母さ
んの発意というのを無駄にせずに市の事業と
して企画化できる、総合化できるというとこ
ろにすごさがありますね。
（杦本） はい。本当に尼崎市の白井さんも
人をやる気にさせることを重要視されている
と思います。今日 ちょうど尼崎市の事例を
後で江上さんにお話しいただくのですが、こ
の事例もまさに人のやる気をどう引き出すか
という、とても面白い仕組みであります。し
かもそれが職員さんだけではなくて、そこか
ら住民まで今、行き始めています。そのよう
な、われわれはこの７つの提案の中で、最初
に人を生かす、つくるというのを入れていま
す。つまり、日本を変えようと思ったら、も
っと人というものに注目すべきではないかと。
われわれの仲間である龍谷大学の白石先生の
言葉を借りれば、「地域公共人材」と言って
いますが、その地域、社会にとって、社会を
何とかよくしてやろうではないかという人。
こういう人をいかに生み出すか、またその人
たちに力を付けてもらうのか、また、そうい
う人たちを生かせるかということが今一番大
事な部分ではないかと思います。国の政策を
みてみますと、マスメディアを見ていても、
政策で何億円付いたという話ばかりです。金
も大事ですが、その前に、それを誰がやるの
か、どういう気持ちでやるのかというのを抜
きで、何かお金が付いたからやるみたいな、
そういう事業のやり方ではもう駄目だと私は
思っているのですね。
（宗田） そうです。地域を変えるには金で
はなくて、もちろん人なのですね。だから、
この人を生かす、作るというまず第１の提案
では、市長さん・町長さんのリーダーシップ、
それから職員の意識を変える仕組み、そして
その住民が主役のまちづくりというような流
れで来るのです。まず、人が変われば、特に
市長さんが変わったら非常に大きいです。
それから、職員のことをちょっと、ここで
も丁寧に書いてありますが、今日もご発表い
ただく職員のお話が出てくるのです。今日は
遠くて来ていただけませんでしたが、北九州
市のＤＶＤを見ていたら、櫃本さんとか溝口
さんとか、私は実は1989年ぐらいからもう

ＮＧＯの連帯が、京都のＣＯＰ３の会議の
ときもそうでした。政府代表がなかなか結論
が出ないのを、世界中から集まったＮＧＯが
岩倉の国際会議場を取り囲んで時計を止めて、
京都議定書を採択するという、まさにこのＮ
ＧＯの力というのが本当に大きかったわけで、
そのＮＧＯの力と自治体の力というのを進め
るという国際的な基準に、先進国の基準に日
本が到達した。そこで果たした環境市民の皆
さんの役割が大きかったということは、もう
一度認めてあげていいと思うのです。

20年来のお付き合いです。
国際連合地域開発センターというところに
いて、北九州市が公害を克服する取り組みか
ら国際化を始めて、今のこの本に紹介してあ
るような新しいところに展開する最初のトレ
ーニングを溝口さんが名古屋の国連地域開発
センターに来て、その後一緒に海外を回った
り、それから、京都に来てからも国際交流基
金さんにいただいた支援で国際交流をしてい
ると、僕は文化で彼は環境で呼ばれて、香港
やシンガポールの会議で隣り合わせになりま
した。このＤＶＤで見たら、髪の毛が真っ白
になっていて、「ああ、20年たったのだな」
ということを思い出しました。
あの溝口さんの意識が、お話が実に感動的
だったのは、北九州の公害反対運動は女性会、
婦人会から始まりました。青空を取り戻そう
というお母さんたちの活動から始まったので
すが、長い歴史があって、不況のどん底にさ
らされて、もう何の手立てもないという状況
の中でずっとこつこつと長い戦いをやってき
ました。そうしたら溝口さんが、今では、ク
リチバやフライブルクほどはないかもしれま
せんが、海外から、日本全国からも北九州に
視察に来てくれる人がいると。それが実はも
う観光の柱と言ってもいいくらいのこの町を
元気にする力になっている。これはやはり、
20年地域を本当に変えようと思って職員の方
が取り組むと、こんなに成果が出てくるのだ
なと思って、ほとんど英語もしゃべらなかっ
た時代の溝口さんを知っている私としては、
今率先して実際地元の住民と一緒にフィリピ
ンのどぶ川を清掃に行ったりとかということ
をしていて、本当に、むしろ国のレベルより
も、ああいう自治体の方たちの国際化が、あ
るいは地球環境問題へ取り組んでいこうとい
う連帯が始まってきました。
だから、北九州市もそうですし、ほかの川
崎市などもそうでしたが、ＩＣＬＥＩの設立
は1992年で私は当時まだ国連職員でしたが、
リオ・サミット（地球サミット）が開かれる
ときに、ＩＣＬＥＩを日本でもという形で環
境先進自治体を集めてくるという取り組みに
あれだけ一生懸命になっていただけました。
そういった意味で、この環境首都コンテスト
というのはドイツをまねたとおっしゃいまし
たが、このような取り組みが世界的規模で起
こっている。
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そこからわれわれは次に何をするかという
ことを考えていかないと、ついついまだわれ
われの意識の根底の中に中央集権的な東京が
偉いという発想がまだまだ残っていて、そん
なものをきれいにぬぐい捨てて、京都は京都
でやるのだ、それぞれの町が自分たちでちゃ
んと自分たちの未来を考えていくのだという
気持ちを持たせてくれる。そういう人もいま
した。市長さんもいたし、職員もいたし、市
民もいました。市民はもちろんそういうこと
をいち早く感じているのだということを気付
かせてくれるのですね。でも、そうではない
20世紀おじさんはたくさんいますから、まだ
手ごわいです。
今日お集まりの皆さんは、その大きな変革
の流れがこの本の中に書いてあるということ
はぜひ記憶して、覚えて帰っていただきたい
と思います。

地域の取り組みを世界へ
（杦本） 実は北九州市の取り組みには、私
もおおいに感心したのです。環境国際協力室
という室があって、それが溝口さんが室長を
されているのですね。自治体でまず国際交流
の専門のそういう部署を置いていること自体
がそんなにないのに、「環境」が付いている
のですね。環境国際協力なのです。私は実は
宗田先生がそれだけ溝口さんとずっと深いお
付き合いだと今初めて知って驚いているので
す。このような部門を、なんで作っているの
だと思って、話を聞いていて、なるほどなと
思ったのは、北九州が、おっしゃったように
公害を克服していって、それは北九州として
はかなりここでちゃんと青い空もきれいな海
も戻ってきたのだけれど、世界を見渡してみ
て、特にアジアはどんどんそういうひどいこ
とになっているところが多いと。

それに対して、自分たちの経験や知恵、知
識、技術などがお役に立つのではないかとい
うことで、それで交流を始められたのですね。
何も北九州のためにやっているのではなく
て、自分たちがやったことが世界にとって役
立つという感覚を持たれたのです。
それが、最初は技術交流、特に技術的に日
本は優れています。それで招待されたり行っ
たりしてやられていたのですが、だんだんそ
れだけではなくて、地域から何か変えていく
ような・・・。今おっしゃったフィリピンの
汚れた川もそうですし、後でちょっと出てま
いりますが、インドネシアのスラバヤで生ご
みの堆肥化などに取り組まれています。そう
いうのをしていても、本当に地域の人たち、
地域のＮＧＯ、地域の自治会的なところと自
治体と、北九州の今言ったＮＧＯの方々、そ
れから企業の方々、自治体の人が一緒になっ
て何かものを考えていく。こういう形でやっ
ているのですね。

（宗田） 実は私はイタリアが長かったので、
この間、京都市とフィレンツェ市の市政、姉
妹都市提携が今45年ぐらいになるのですが、
４年前に、だったらというので京都商工会議
所とフィレンツェ商工会議所とか、同友会と
老舗協会とか、いろいろやる中で、京都府と
トスカーナ州の姉妹提携のプログラムを締結
に行ったのです。そのときの柱が、環境と伝
統産業なのです。その環境の話で、まさに同
じことを言われました。「うちのトスカーナ
州は、インドネシアだったらここ、アフリカ
だったらここをパートナーとして抱えている
のだけれど、京都府さんは私たちの仲間に入
るとするならば、どこをやるのですか」と言
われて、慌てて考えて、そういえば京都府の
姉妹都市の提携先にインドネシアのジョグジ
ャカルタ州があったなと思って、でも環境の
協力はしていないぞ、これから何ができるの
だろうと、割と後手後手なのです。まさにヨ
ーロッパの自治体にそういう発想がもう根底
にあるということは驚きましたね。

それで、私は聞いたのです。これが北九州
にとって何の役に立つのかと。まさに、本当
に国際的にはとてもいいことだと思いながら
もあえて聞いたのですが、そう言ったら、さ
っき言ったお答えだったのです。つまり、結
果として北九州市に多くの方が来てくださる
ようになって、そして産業的にも若干観光で
プラスになっているし、それ以上に北九州と
いう名前を覚えてくださった。これはすごく
大きいのですという話をされています。
実はなんでこのような話をしつこくやった
のかと申しますと、私どもはさっき言われた
ようにヨーロッパのいろいろな国の自治体へ
行きまして、いわゆるアジェンダ21というの
を皆さんもご存じだと思います。9２年の国
連の地球サミットのときに一番大切な文書と
して採択されましたが、あのアジェンダで何
をやっているのですかという、とぼけたこと
を私は聞いたのです。京都でもアジェンダフ
ォーラムがありました。京都のアジェンダフ
ォーラムは環境を中心にやっているのですが、
ドイツ、スウェーデンなどの環境先進都市で
聞いたら、まず多くの自治体が「南」のまち
とどんな付き合いをしているか、これから説
明を始めるのです。日本はそういう説明はほ
とんどないです。日本の場合は、うちのまち
でこういうことをやっていますというぐらい
が大体中心になってしまうのですが、なんと
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ヨーロッパのまちは まず海外、特に南の世界
とどう付き合うか。つまり、環境と同時に社
会の公正みたいな部分をどうやるのかという
ことから説明がありました。ちょっとカルチ
ャーショックを受けました。日本でもそんな
ことを言う自治体がどこかないのかなと思っ
たら、北九州と水俣はそれを言ってくれてい
るのです。

（杦本） 日本の首都コンテストをやってい
てお付き合いいただいた自治体がこんな国際
交流を長年やっているのだというと驚きなの
です。最初の方に戻りますが、何かいわゆる
政府の やっていること、それがテレビ・新
聞で報道していること以外の本当の日本の動
きというのは、やはりまだまだ見えにくいの
です。それを本当に顕在化させていって、そ
のことをみんながつないでいけば、日本は面
白くなると思うのです。

求められる自治体、ＮＧＯ、市民の
パートナーシップ
（杦本） 今われわれが今後の話の１つとし
て考えていますのは、この環境首都コンテス
トでお付き合いいただいた自治体の市長さん
や職員の方々と私どもＮＧＯ、それから、そ
れはいいねとおっしゃっていただけるような
研究者の方や企業の方々が一緒になって、

（杦本） 北九州はご存じのように、非常に
ひどい公害にさいなまれたのですが、市内を
流れている紫川も、本当にすごい色の川にな
っていたらしいのですが、今、その市内の真
ん中を流れている川で水泳大会をやっている
のですね。ここまで回復しましたと。そうい
う経験があるから、先生がおっしゃったよう
に、多分フィリピンのセブへ行ってどぶ川を
見たときに、何とかなるという感じを持って
いるのです。

日本をこう変えられるのではないか、そのた
めには法律はこうすべきではないかという提
案を共同でやっていこうかということです。
これは自治体からそんな意見が出てきたの
ですね。今までは市長会とかそのような、い
わゆる自治体同士で政府に提案することがあ
ったとしても、ＮＧＯを一緒になってそんな
ことを真剣に考えるなんていう発想はまだな
かったと思います
（宗田） そうです。国を飛ばして、環境省
を飛ばして、自治体とＮＧＯが組んで十分国
際的な協力ができる。その後ろには市民がつ
いているのですね。だから、後でＤＶＤでご
紹介があるかもしれませんが、北九州の一般
市民の方がフィリピンとかインドネシアに行
って、実際に堆肥を作ったりどぶ川の清掃を
したりしているというのは、本当に嬉々とし
てやっておられるのです。あれはボランティ
アというのとはちょっと違う。京都でもナホ
トカ号の重油流出事件のときにいっぱいボラ
ンティアが出たのですが、ああいう何か救っ
てあげようとか奉仕してあげようというので
はなくて、そこに行って交流することが楽し
くてしょうがないという、ごく当たり前の活
動としてやっています。もう今や日本人の多
くにとっては、海外というのは決して遠くな
い。そして、パリやローマやニューヨークに
行って遊ぶくらいだったら、こういうインド
ネシアとかフィリピンとかの地元の人たちと
一緒に、地元の人たちの気持ちを分かりなが
ら川をきれいにする。多分、北九州の方には、
あの汚いどぶ川が、ある種、懐かしいのかも
しれませんね。
（杦本）

そうかもしれませんね。

（宗田） われわれも中国に、もう最近中国
も変わりましたが、20年前に中国に行ったり
すると、懐かしい石炭のにおいがしたり、独
特の下水のまだ処理されていないどぶ川のに
おいというのを感じて、「３丁目の夕日」の
世界に浸ったりしたのですが、そういうもの
を感じて、いわゆる国際交流という言葉では
語れないような連帯が広がっていく。この市
民の共感というのが、この自治体の国際交流、
ＮＧＯの国際交流を支えるエネルギーになっ
ています。そのことを発見されたというのが
非常に大きいのではないかと思います。
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（宗田） そうです。何とかなる。自信です
よね。これが市民の皆さんのすごい誇りです
ね。これから次の10年に向かっては、今おっ
しゃっているような人材交流が大きな課題に
なると思うのです。分かったことは、市長さ
んもそうですが、職員の皆さん、それから市
民の皆さん、それからＮＧＯとしての環境市
民にもう今や縦割りの壁はない。だからその
両者、三者、四者の理解を深めていくために、
もっと積極的に人材交流をする、あるいは人
事交流をするということが次の可能性として
ないのだろうかと。
（杦本） これは多分、大学でも大きな課題
だと思うのですが、今後日本を変えていこう
と思ったときに、日本の１つの弊害として、
やはりセクターの壁というのがあると思うの
ですね。官僚の人は辞めてほかに行かれる場
合もあるのでしょうけれど、日本の場合は官
僚の方と企業の方とＮＧＯの方がそう簡単に
人事交流なんか全然しないです。
これも何か、日本の社会の中の１つの滞りを
作っているのではないかと思うのです。
実は、先ほどお話がありました飯田の牧野
市長から、人材の流動化を図りたいという提
案があったのです。これは何かというと、や
はり、例えば飯田を本当によくしていこうと
思ったときに、「これをやりたい」と思った
ときに経験を持っている職員がいないという
のは結構あるのだそうです。もちろん、それ
を作り出していけばいいのですが、すぐに作
り出すというわけにいかず、やはり時間がか
かる。そうなったら、そういうことを経験し
た専門的な人がほかのセクターやほかの自治
体にいるならば、２～３年ちょっと借りてこ
られないのだろうかと。その代わり、飯田で
経験したことがあるから、飯田の職員を外に
出すことはやぶさかではありませんと。

そういうのをお互い、セクターも破って、
ＮＧＯもそれから大学もそして自治体もとい
うことで、お互いやりくりしたらもっと人材
も育つだろうし、その人材も生きてくるだろ
うと。そういうことをおっしゃったのです。
それは確かにそのとおりだと思いまして、私
どもの方で一緒になってこの人材の流動化と
いうのを具体化しようと。これが多分、今年
ぐらいからやらなければいけないプロジェク
トかなと思っています。

が大げんかしたことがあります。それで僕の
ところに両方から携帯で電話がかかってくる
のですよね。杦本さんの話を、僕はたまたま
そのとき東京か何かで出張先のホテルか何か
のロビーでつかまって聞いていたのですが、
その後に環境政策監に言ったのです。「あな
た、京都の環境政策監をやっていて、環境市
民の杦本を怒らせてどうするのだ」と。「そ
れはすごくまずいことになるから、取りあえ
ず、あなたはここは我慢してまず謝っておく
ことが・・・。これから環境政策、パートナ
ーシップと言っていて、あなた、絶対ここは
しくじれない」ということを言って、脅かし
たのですが（笑）。

（宗田） 自治体同士の人材交流、人事交流
というのは非常に大きいですが、そこにＮＧ
Ｏの方に入ってもらうというのも大きいかも
しれませんね。実際、われわれが見ていて、
環境市民が京都市内ではなくて周辺の自治体
に出て行くことで、武生もそうでしたし、今
日は池田町があるのでしょうか、いろいろな
ところの職員の意識が変わっていくのも見て
いましたから、それをうまく三者を上手に回
していくといいかもしれないと思います。

なんでそのようなことを言いたいかという
と、公務員の方というのはこんな当たり前の
ことが・・・。環境政策と言ってパートナー
シップと言っている以上、その環境政策官、
環境政策を代表してやる方は、市民ともそう
ですし、ＮＧＯとも上手に付き合っている必
要があるのです。それができなくて、けしか
らんということを言う立場にないのですね。

（杦本） そうなのですね。実はＮＧＯもま
だまだ皆さんご承知のように、そんなに強い
存在ではございませんので、われわれの環境
ＮＧＯのパワーアップをもっと図らなければ
いけないです。そのためには、環境ＮＧＯの
ボランティアやスタッフの人たちの一人一人
の経験や力を付けていかなければいけないの
ですが、そういうときに本当に思うのです。

公務員というのは、まず国民のしもべです。

２～３年自治体にこの人を出して、自治体
である意味で鍛えてもらって、また帰ってき
てもらう。反対に、自治体の方にに来てもら
って、そしてＮＧＯとはこういう考え方をす
るのだということを知った上で、自治体で今
度はパートナーシップの事業や市民の活動を
推進するような事業などをやってもらうと、
ものすごく理解は変わるだろうと思うのです。
そういうものを、ものすごく必要としてい
るのではないかと思いますね。
（宗田） そうなのですよ。だから、その
パートナーシップという言葉は非常に簡単だ
し、この中にも書いてあるのだけれど、具体
的には、例えば行政マンとＮＧＯの人、それ
からＮＧＯの人と市民とそのグループの人と
いうので、いろいろな信頼関係を作っていく
のは結構難しいのです。もう10年くらいたつ
から時効だと思ってしゃべらせてもらいます
が、この杦本さんと京都府の当時環境政策監

そうしたら、この民主主義をより進めなが
ら環境政策をやっていく必要があるわけだか
ら、そこは自覚してもらう必要がある。それ
を、自治体の方に意識を持ってもらうという
ことは本当に大切です。
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しもべがしもべとしてちゃんと役割を果た
すという当たり前の自覚。そんなものはだっ
て、国王は国民の第１のしもべであるという
ことが、フリードリッヒ２世か何かがもう既
に200年も前に言っています。それはドイツ
の話なので、ドイツではそういう精神がある
のかもしれません。日本では、天皇陛下は人
間宣言はなされたかもしれませんが、官僚た
ちはそういう発想をしていないということが
あるかもしれません。それはともかく、われ
われが進めようという社会では、公務員・官
僚というのは国民のしもべなのですね。特に
環境ということを進めていこうと思ったら、
国民市民の参画なしには前に進まないわけで
すよ。そうではなかったら、環境軍国主義、
環境ファシズムのようなものを打ち立てて、
「国民すべて言うことを聞け」というような
ことをするしかないのだけれど、民主主義の
社会の中ではそんなことはもちろん許されな
いわけです。

だから、職員の方とＮＧＯの方をセットで
交流するぐらいのことを考えていかないとい
けません。そういう、一歩踏み込んだ意識改
革をどう広げていくかというようなステージ
に入ってきたと思います。
（杦本） ただ、先生もおっしゃいましたが、
われわれもここで７つの提案の１つにパート
ナーシップを挙げているのですが、パートナ
ーシップは簡単ではないですよね。むしろパ
ートナーシップをしないで、お互いちょっと
協力し合うぐらいの方が楽で仕方がないので
す。
なんでそういうしんどいパートナーシップ
というのをやるかというと、結局、楽だとで
きないことをしたいのです。われわれだけ、
環境団体だけでできる、それから自治体だけ
でできる、ちょっと協力してできることでは
なくて、お互いにそれではできないことをや
るためには、お互いの違いを生かしてそれを
徹底的に生かし合ってうまく共同作業をやる
ことで、新しいものが生まれると思うのです。
ですから、やはり今までと違ってちゃんと
お互いの立場を尊重しながらも、言うことは
言って、また聞くことはちゃんと聞いて、そ
ういう関係を作らなければいけないと思うの
です。しかし残念ながら、さっき言われた20
世紀おじさんがそれができないのですね。今
でもそうなのですが、各地の自治体にいて、
僕らが時々「あれ？」と思うのが、若い方々
や担当された方が何とかやり方を変えようと
思って一生懸命やられているのだけれど、ち
ょっと上の部長さんや課長さんの誰かの理解
が滞ると、ここからなかなかうまく進まなく
なるのです。
ですから、本当におっしゃったような人の
意識が変わることが同時に必要になる。ただ
し、変えようと思うと成功事例が必要でして、
「しんどかったけど、やってよかったね」と。
それをどう作り出すかと思うのです。
ですから、口だけでは大体口説きにくいの
で、何とか具体的に成功事例、パートナーシ
ップでやったらちょっと違うことができたな
というものを作り出す。１つでもいいから作
り出すと、その自治体は動き出す可能性があ
るのではないかと思います。
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（宗田） そうですね。だから、辛抱強く怒
らずに、けんかせずに続けていくということ
だと思いますが、20世紀おじさんに対して、
効き目のあることというのは、やはり女性な
のですね。日本が男女雇用機会均等法を施行
したのが1986年です。もう既に23年たって
います。何が言いたいかといいますと、あの
1986年に女性総合職の第１期生として入った
方は、もう45歳を超えています。自治体の中
でも着実に課長や部長とかです。その女性た
ちは、かたくなな20世紀の成功体験に縛られ
ていないのでねす。むしろ、自分たちが変え
てきた、自分たちが変えなければ自分たちが
生き残れなかったという社会の中で、何かこ
の世の中を変えていく、20世紀から21世紀に
変わらなかったら自分たちの暮らしやすい社
会はできないのだということを感じています。
だから、ＤＶＤやこの本の中にもいっぱい
出てきますが、環境への市民の取り組みには
本当に女性の力は大きいです。いろいろな気
付きがいろいろなところで、お母さん、主婦、
おばあさん、いろいろな人たちがやってくれ
ています。これは何だろうと考えるときに、
戦争と平和、平和は女性というように、環境
と開発ということを言えば、環境を重視する
というのは、生命・生存を守るという女性独
特の、男性にはないような大きな違いがある
のかなということをあらためて感じます。別
にここで女性を礼賛する気は全くないのです
が、何かわれわれ男性が持っている古いしが
らみをどう捨てていくかというようなことを
含めて反省しないと、この開発主義のという
か、大量生産・大量消費型の社会を変えてい
くということに何か大きな転換を図ることが
できないかなということを、私ももう50歳を
過ぎた男性の１人として思います。だから、
女性が元気になってくれるといいなというこ
とは思いますね。

「環境」は社会再編のキーワード
（杦本） １つ思うのが、環境のまちづくり
という話をし出したら、大体環境でとどまら
なくなってしまうのです。環境をやっている
はずなのだけれど、だんだん違うテーマが
いっぱい入ってきまして、今おっしゃったよ
うな男女共同参画もそうでしょうし、例えば
経済の問題、地域社会の話をして、地域の経
済を抜いて何の話もできないです。雇用の話
もそうです。

そういうのをやはり環境を切り口に、うま
く横につなげていくことができるのではない
かなと。環境というものが登場した公害時代
と全く今違うのは、日本社会、世界でもそう
ですが、環境というのは実はいろいろなほか
の社会的テーマをうまく横につなげる。そん
な役割を果たし始めているのではないかと思
うのです。

おっしゃるように、社会の構造とか価値観
とか、仕組みそのもの全部を揺り動かしてい
かない限り無理だと。今まで問題であった経
済のこととか雇用のこと、合わせて考えてい
って、社会そのものをどう変えるかみたいな
視点が今一番重要なのではないでしょうか。
それが、環境というのは分かりやすく社会
に今、見せているのではないかと思うのです
けれどもね。

（宗田） それで言うと、私は都市計画・地
域政策の専門家ですが、横につなぐというこ
とは、環境以外には多分ないのですね。福祉
というと、一生懸命、福祉のまちづくりとい
うことを言っていくと、例えば財源がないか
ら駄目だと。産業や経済、内発的発展という
ことも、それも人材がないから、予算がない
から、土地がないからできないとか、いろい
ろな理由があります。だけど環境ということ
は、これを軸に社会の在り方、経済の在り方
を大きく変えていったその先に何か新しいビ
ジョンが描けるというような、分かりやすい
社会を１本の軸で再編していく大きなキー
ワードだという気がするのです。

（宗田） 分かりやすくということだと、こ
の本の冒頭の「はじめに」のところに、「そ
の町は海辺にあった。人口は３万人にも満た
ない地方都市である。駅から少し歩くと、商
店街に出る。昼下がりだというのに多くの人
と行き交う。アーケードはなく、電線も地下
に埋設されて、空がくっきりと見える。広め
の通りは・・・」と続いていく、これはドイ
ツのエッカーンフェルデという町の実際の姿
を杦本さんご自身が書かれた部分です。この
「はじめに」で紹介されたエッカーンフェル
デの町の姿というのが、日本でも目指すべき
町の姿、都市の姿、社会の姿だということを
込めて、こういうエッカーンフェルデのよう
な日本の地方都市、小さな、しかし元気な環
境にやさしい町を作っていくということを言
いたいがためにこの本を出しているのだと思
うのですが、そういうことがちょっとずつ見
えてきました。

この環境に匹敵するような、とにかく新し
い横をつなぐキーワードが発見できなかった
というのが、この10年間、あるいは15年間の
社会の現状ではないでしょうか。だから、環
境を軸に今計画を作っていく方がいいのだと
いうことになっているのだと思うのです。
（杦本） なるほど。これだけ経済が100年
に１度という話になっていて、本当にひどい
状態ですが、それを打破するのは、またグリ
ーンニューディールとオバマさんがおっしゃ
っていますが、オバマさんがおっしゃる前か
ら、世界の面白い国、面白いいい地域はそう
いうことを実際にやっています。ご承知だと
思うのですが、ドイツはもう1980年代から憲
法をどんどん変えまして、環境と経済を合わ
せた戦略化をするというのはドイツの基本的
な考え方としてやっているのですね。

だから、まだまだ国も変わらないし、20世
紀おじさんたちも変わらないのだけれど、た
だ、手応えとして今、若い人たちは「ジモテ
ィ」と言ったりしますが、東京に出ようとせ
ずに、東京の大学に行っていても関西に帰っ
てきて草津の町に住み着く、栗東の町に住み
着いて、そこで中学・高校の同級生と一緒に
フットサルか何かやりながら大阪の一流企業
に勤めるということが当たり前になってきた
り、そしてその友達たちと一緒に市民活動を
してみたり、環境保護活動をしてみたりとい
うのが増えてきて、何かみんなが東京を目指
しているという社会はもう確実に終わってい
ますね。

そういうのを考えますと、例えばいわゆる
対策的にできる、「ちょっとこうやれば環境
が良くなって元に戻ったね」では多分、横く
しではなかったのですが、今、地球温暖化を
取ってみましても、2050年までに60～80％
世界中で減らさなければいけない。これは日
本で取ってみたら90％以上減らさないとどう
しようもない。これを考えたら、いわゆる対
策などではできないのですね。

（杦本） そうですね、もうそれは終わって
いると思います。エッカーンフェルデという
のは、人口２万3000人のまちですが、一番私
が感じたのは「ここに住みたい」なのです。
住みやすそうだし、住むととても良さそうだ
なと。
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ドイツの町になんでそんなことを感じるの
だろうと思ったら、環境がいいのはもちろん
そうなのですが、それだけではなくて、まち
が楽しそうなのですね。買い物をしていても
楽しいし、町の中でお茶を飲むところもいっ
ぱいあって、ちょっと郊外に出たら緑もあっ
たり海もあったりして。ほかの環境首都に行
っても共通して感じたのは、人でにぎやかで
住みたくなる、そんな町なのです。ですから、
僕らはこの環境首都でいったのは、決して環
境だけがいいまちではなくて、本当に人が住
みたくなってきて、なおかつ、全体としては
環境への負荷が少ない、それから今言ったみ
んなが楽しく公平な、格差がある社会ではな
くて公平な社会になっている、そういうもの
ではないかなと。だから、環境首都というの
は実は本当は持続可能なまちだと思うのです
けれども、ただ持続可能なというとよく分か
らないから環境首都と言っているのですが、
そんな感じがとてもしました。

農業を通じた環境の再生
（宗田） 日本は、もちろんこれからの課題
をたくさん抱えている中で、おっしゃったよ
うに、本当に市民が住みたくなる町をつくる
ということができていなかったのです。だか
ら、やる必要があるのですね。例えば京都の
人は幸いなことに京都というのは誇りも持て
るし、京都が大好きで、東京に行くよりも京
都に住んだ方がはるかにいいというか、こん
なに恵まれている町もないと思うぐらい、い
い町なのですが、もっともっと日本にはそう
いういい町があって、それをしっかりと守っ
ていくためには、環境、環境というのは非常
に広い意味があります。地球温暖化防止だけ
ではありません。いろいろな意味で地元の足
足元を考えていくということが必要だと思う
のです。

一方で、ファーストフードがどんどん、２
週間でしたか、食べ続けたら病気になったと
いう実験がありました。そういう国でもある
し、肥満がどんどん問題になっている国です
が、そのオーガニックフーズを大統領が採用
する。この影響がアメリカを急速に変えると
思いますね。さっきのグリーンニューディー
ルに匹敵するぐらいの大きなことです。
日本でも、実はそういうことに対する関心
はどんどん高まっているのだけれど、この食、
農業の話と環境の話というのがまだ結び付い
てこないのですね。
（杦本） 確かに日本でも、今日もテレビで
放映されていましたが、農家で年収が平均
2500万円ある村とか、何なのだと思いながら
見ていたのですが。何か新しい、この世の中
で、若い人がどんどん農業に関心を持ってく
ださる、それから就農しようとか少しやろう
という人が増えてきて、それはとてもいいな
と思うのですが、個人レベルの関心であるこ
とが多いのかなという感じがするのですね。

もう１つ、もう時間もあまりないので申し
上げたいことは、この本の中でも出てきます
が、農業という大きな課題があります。特に
日本の膨大な農村地域を抱えていくときに農
業をどう再編するかという喫緊の課題があっ
て、これは食糧自給率を上げるとか、食の安
心・安全を確保するとかという以前に、われ
われの食に対する文化、農業に対する文化と
いうのを根底から変えていかないといけない
と思うのです。

もっとそれを地域レベルにしていった方が
もっと面白いのにと考えています。
ちょうどいいことをおっしゃっていただい
たので、今日後でお話しいただけます池田町
の溝口さんの話が、まさにその地域で農と環
境を結び付けてこんなまちづくりを始めたと
いうお話なのです。実は、池田町以外にも幾
つかわれわれのコンテストに参加していただ
いているところで、農業と環境の結び付きを
結構皆さん一生懸命やり始めているのです。
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さっきからオバマ大統領の話が出ています
が、１月14日だったと思いますが、アリス・
ウォーターズという人がホワイトハウスのキ
ッチンキャビネットに就いたというのがあっ
て、官僚にでもなったのかと思ったのですが、
そうではなくて。本当にアリス・ウォーター
ズという、カリフォルニア中心に活躍してい
るアメリカで最も有名なオーガニックフーズ
の女性、気のいいおばさんです。要は、オバ
マ家はホワイトハウスの庭にオーガニック野
菜、有機野菜の畑を作って、そこで取れた野
菜を中心に食生活を送っていく。だからアリ
ス・ウォーターズさんにわざわざホワイトハ
ウスまで来てもらってこうやりましたという、
いかにもチェンジの好きなオバマご家族らし
いことがあるのです。

こういう地域の魅力というのを何か伝えて
いきたいなと思います。その中で、日本全体
は人口が減りますが、こういう町に本当に必
要な人がちゃんとまた新しく入ってくるよう
な社会にもしていけるのではないかなと。
これは、飯田の市長もそのように考えてい
まして、飯田は「結い」の町です。もともと
「飯田」は「結い田」らしいのですね。そこ
から、「結い」を取って「Ｕ・Ｉ」にしまし
て「結いターン」とまたこじつけまして、Ｕ
ターン、Ｉターン、Ｊターンをどんどん増や
そうと。それを農業などを中心にやっていこ
うなどということも飯田もやっているのです。
（宗田） 結構、飯田の町はＵターンとかＪ
ターンの人が多くて、別の全然違う商業関係
の会議か何かで、飯田に東京からＵターンし
たという女性と会ったりもしました。ただ、
飯田の事例も丁寧に見ていくとそういうこと
ですが、農業を守るとか農業に取り組むとい
うことは、既存の農村や農業団体、特に古い
農家のおじさんたちのやっていた古い農業を
支援することではないのですね。それらを全
部ぶっ壊すと言うと小泉さんになりますが、
戦後のとにかく積み上げられた農業・農政あ
るいは農業経済というものの在り方を根底か
ら見直すのに、環境という改革が必要なのだ
と思います。

（杦本） そうなのですが、地球温暖化が何
をもたらすかを考えたら、われわれの農業を
徹底的に破壊してしまうのですね。気候変動
ですので、気候が変わるということは農業に
とって大きな、本当に死活の要因です。そう
いう時代にあるのに、環境というものと農業
を結び付けないで発想していること自体がも
う・・・。
（宗田）

遅いですね。完全に時代後れです。

（杦本） 放っておいたら、だんだん悪くな
る一方なのです。むしろ地球温暖化をある程
度一生懸命防止しながらも、気候をどのよう
にわれわれが本当にもう１回生かし直せるの
かというのが、農業にとって一番今重要な課
題になっているのだなと思います。
農業と言っていますが、われわれの食です
よね。僕らが生きていくために絶対に必要な、
一番必要な食なのに、私たちこの日本社会と
いうのは、何か人任せすぎたなと思います。

だから、従来の農林水産省はつぶせ、もう
環境省が農業をやれというくらいの・・・。
とんでもないことを言っていますけれども
（笑）、でも、そのくらいの意識をぜひ皆さ
んに持ってもらいたいです。ヨーロッパ、Ｅ
Ｕの農業政策というのは非常に面白いのです
が、ヨーロッパでは、さっきの言葉とよく似
ていますが、農業は環境の第１のしもべであ
るというのです。環境というものがあるとす
ると、農業はその第一のしもべ、仕える人で
あって、農業は環境によって生かされている。
これは当たり前のことです。だから、自ら環
境を保全するようにすることによって生存し
ていくものなのだと。だから、農業政策は環
境も、今、日本でも河川政策は環境重視にな
っておりますが、そういう発想で考えていっ
たときに、本当にわれわれが食生活を通じて
地域の環境に貢献できるというのはどういう
ことかと。そういう在り方で、大量生産、大
量消費、大量投入型の農業の在り方を、もう
一度オーガニックなものに変えていくとはど
ういうことかということを、これからそれぞ
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れの地域で考える大きなテーマというのが挙
がってくるのだろうと思います。農業を通じ
て地域の環境を再生する。こういう手段、こ
ういう取り組みというのは、これにも載って
いますが、まだまだこれから増えてきてほし
い課題の１つだなと思います。

特に都会の人間、私も反省を込めていつも
思うのですが、ちょっと人任せすぎた。ぼち
ぼちわれわれは、そういう農というものをわ
れわれがもっと付き合えるような、農家の方
や農村だけが農業のことを一生懸命考えるの
ではなくて、われわれ日本人全体が農業をも
っと一生懸命考えられるような社会。そうい
う意味では、今、宗田さんがおっしゃったよ
うに、もう農水省なんかつぶしてしまって環
境省にしてしまえと。ただし環境省も大改革
してしまえと、私もそのように思います。
（宗田） 農政の地方分権化というのも必要
でしょうし、環境重視の農業の在り方という
のも非常に必要だろうと思います。
対談のテーマは、私たちの社会はどのよう
な改革が必要なのかということです。今、そ
の結論を出そうとは思いませんが、環境とい
う改革がわれわれの社会をこれからいい方向
に変えてくれるということは、皆さんうすう
す気付いておられると思います。

環境、経済、社会という３つのキーワード
を挙げたときに、経済と社会はいろいろな意
味で逼塞状況にあります。だけど、環境とい
うことを軸に経済と社会の在り方をもう一度
考え直してみる、あるいは並べ替えてみると、
何か明るい未来が見えてくるかもしれないと
いうことが、この環境先進自治体コンテスト
をやる中で、地方から実は日本は変わってい
た、その変わっていった日本の先に、われわ
れは何か明るい展望を見出せてきたのではな
いかという気がします。
その意味で、この『環境首都コンテスト～
地域から日本を変える７つの提案』は、これ
から日本の在り方を上手に物語っているとて
もいい本であると思いますし、ここからわれ
われはもっと多くの未来を展望していくとい
う期待が持てるのではないかと思います。そ
の意味で、最後になりますが、すてきな本を
書いていただいた皆さん方、環境市民の皆さ
ん方に、京都市民を代表する立場にはありま
せんが、京都市民になり代わりまして、あり
がとうございましたということを申し上げて、
対談を終わらせていただきます。ありがとう
ございました。
（杦本） ありがとうございました。すみま
せん、本来、私が司会をして答えていただく
はずだったのですが、完全に反対になって、
いつもこのようなペースに（笑）。
（宗田） 好きにしゃべっていいと言ったで
はないですか（笑）。
（杦本） とても面白いお話をいっぱいいた
だけたので、どうかお許しいただければと思
います。どうも、本当に先生、ありがとうご
ざいます（拍手）。
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（特別対談・京都セミナーにて）

（司会） ありがとうございました。もう一度大きな拍手を宗田先生にお願いいたしま
す。ありがとうございました。
宗田先生はお話の中で都市景観が専門であるとおっしゃっていましたが、今、京都は
町家ブームが長らく続いています。その町家は、京都の人たちにとっては実はほんの少
し前まではそんなに大切だなと思う人たちは、若干にいたものの、住んでいらっしゃる
方たち自身が本当に大切なものとして扱っていらしたかというと、そうでもない時代が
ありました。それを宗田先生は、京都市もうまく唆しながら、住んでいる人たち自身が
その町家を宝物として認識できるような、１人ずつコミュニケーションを取りながらと
いう丁寧なやり方で、京都に町家が本当に大切なものだという、宝なのだという意識を
根付かせたキーパーソンでもいらっしゃいました。ありがとうございました。お仕事で
中座されますが、どうもありがとうございました（拍手）。
今のお二人の対談を聞きながら思っていたのですが、そのように、地域にとって、暮
らす人たちは地域のプロフェッショナルであるわけなので、そんな人たちが、やはり地
域のことを語れる場というか、夢を描ける場というのが非常に大事なのだろうなという
気がいたしました。
今日は、環境市民とパートナーシップを組んで、環境基本計画を策定、チャレンジし
たという自治体の方々もお越しになっていたので、話の中で本当にしんどい思いをした
と実感されていたのではないかと思います。楽ができるかと思ったらとんでもなくて、
コンサルさんに頼むよりも２倍どころか３倍も５倍もしんどい目をして、泣きそうにな
りながら、本当にできるのかという不安と戦いながらという思いをされた方々がいらっ
しゃるのですが、そういうセクターを越えて、本当にお互いを知り尽くした上で、けん
かもしながらやり合っていくということで、地域の方もＮＧＯも行政も一緒になって取
り組んでいけることがたくさんあるのだろうなということを思い出しておりました。
ありがとうございました。

（司会）
それでは、先進事例のご紹介へと移らせていただきたいと存じます。
今回の環境首都コンテストの先進事例発表には４自治体の担当者様にお出でいただき
ました。まず初めにお願いいたしますのは、日本の自治体の挑戦～「農村力を生かした
環境のまちづくり」
溝口 淳（福井県池田町総務政策課政策チーム参事）さんから事例をご紹介いただくこ
とにいたします。では溝口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
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Ⅵ．先進事例紹介

～日本の自治体の挑戦～

①「農村力を生かした環境のまちづくり」
溝口

淳氏

（福井県池田町総務政策課政策チーム参事）
http://www.town.ikeda.fukui.jp/
http://ecoikeda.jp/
ただ今ご紹介いただきました福井県池田町役場の溝口と申し
ます。時間の中で何とか話したいので、少し早口で恐縮ですが
池田町の取り組み事例の報告をさせていただきます。

池田町の概要
早速話に入りますが、池田町は大体上から
見るとこういう感じで、山の中の非常に人の
少ない盆地であります。来られた方はほとん
どないと思いますが、北陸鉄道北陸線をずっ
と走り、そこから皆さんカニを食べに海へ行
くのですが、われわれは山の方に、ちょうど
岐阜県境のところにございます。
その中で、今回いろいろな取り組みをして
表彰していただいたり、お褒めに預かるのは
ちょっと気恥ずかしいところもあるのですが、
恐らくその取り組みの１つは、地域の資源を
生かした連結循環型と書いてありますが、そ
の農業のことだろうということで、そのお話
をさせていただきたいと思います。
池田町の概要は時間がないのでぱぱっと見
ていただければいいのですが、上から２つ目、
高齢化率は大体40％、県でも１番小さく、お
じいちゃんおばあちゃんが多くて、そして過
疎で苦しんでいるというふうに一般的にはい
われている町であります。
この田舎の池田町というこの状況で、今ま
ちづくりの話をする前に１つ押さえておきた
いことがあります。われわれの池田町という
のは、自分の町に対するコンプレックスが激
しくあります。池田町のまちづくりというと
ころに入る前に、自分の町が恥ずかしいとい
うのはどういうことかということを、ちょっ
と例を紹介して言うと、われわれの仲間で１
人そういう話をする人がいたのですが、高
校 時代に鯖江という町の中の高校に通ってい
ました。

学校ですから、スクールバスで池田町に帰
るのですね。池田町は山の中に戻っていきま
すから、バスをずっと待っていると、皆は近
くの人間ですから自転車で「じゃ、バイバ
イ」と言うのですが、待っている池田町に帰
る彼に向かって、心無い鯖江の都会の町の子
が「池田の山猿、早く帰れ」と言うのだそう
です。
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そのときは笑っていたのですが、非常に傷
付くと。われわれもよく「田舎者」などと言
われると傷付くものなのですが、そうやって
「池田の山猿」のような話を言われることに
傷付いた。

持ち寄るということをするのに、言ってみ
れば倍にしろとか３倍にして持って来ないと
売れないぞと言うと大変ですから、ちょっと
増やしましょう、１株増やす、１畝増やすと
いうことでいいけれども、皆で持ち寄りまし
ょうと。

そういうことで、実はこれは世代を超えて
ありまして、「池田町の出身です」と福井県
ではあまり言いません。「武生の山の方か
ら」とか「福井の奥の方から」などと言っ
て、「池田」と言うと「ええ、池田か」とい
う感じなのだそうです。そういうようなとこ
ろがあったのですが、そこから物語というか
取り組みが始まります。

もう１つは、お店というのはただ売る場所
ではなくて、自分のところは駄目だ、駄目だ
と思っていたけれども、池田の良さを伝える
ような場所としてやりましょうというふうな
形でお店をやりました。その結果としては全
体では１億4000万円ですが、実は自分に売り
上げの８割が入ってくる仕組みで、おばさん
が月５万など、それぐらいのお金を得るよう
になりました。

成功までの道のり
平成11年に「こっぽい屋」というものをオ
ープンします。ちょっと結論からですが、
「こっぽい」というのは池田町の方言で「あ
りがたい」という意味なのですが、ありがた
いお店とは何だろうと。家族のための野菜を
おすそ分けするお店ということで、こういう
お店です。
「こっぽい屋」といって、朝10時の様子
です。非常に人がたくさん入ってにぎわいま
す。平和堂という近江というか彦根に本社が
あるところの、福井にあるお店の中の一角に
あって、年商１億4000万円ぐらいありまして、
坪で700～800万円ぐらい売るお化けのよう
なことにたまたまなりました。そこの人気の
秘訣というのが、これからのお話の中心にな
るのですけれども、おばさんが立って池田の
人が作ったものを持って来て、そして交流し
ながら売るというようなお店です。
これがうまくいったお話は長くなるので、
いきなりまとめっぽくなるのですけれども、
なぜ成功したかという点について、まず２つ、
われわれが成功の秘訣と思っているものがあ
ります。池田町は山の中で、実は米しかあり
ません。野菜の生産地では全くないのですが、
お店にはとても多くの野菜が並びます。それ
はなぜかというと、１株増苗・１畝増床とい
うふうなことで、それを持ち寄りましょうと。
これはどういうことかというと、自分の家
の親やだんなや息子を食べさせるために、お
ばさんがいろいろなものを作っています。そ
の今作っているもの、そしてそれは安全で手
をかけた、気持ちも込めたものを持ち寄りま
しょうというようなことなのです。
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おばさんというのは、今まではほとんどお
金をいじれない、ある面、古い時代に生きて
きたということもあるかもしれませんが、だ
んなさんに給料を渡し、自分は家だけを守っ
て、そして野菜を作ったとしても売るところ
がないから結局、捨てるか食べるか漬物にす
るか何かだったのに、それを人に売ることが
できた。売った結果が、たまたま何万円かに
なるのですが、それは頑張った成果として非
常に良かったと。

それから、思わぬ波及効果と書いてあるの
は、ちょっと話は脱線するのですが、そのお
ばさんたちは先ほど言ったようにお店に立っ
ています。人前に立つというと、ちょっとお
めかしをするのです。ですから、おばさんた
ちの財布が儲かったということが言いたいの
ではなくて、その結果、池田町で１番繁盛し
たお店がどこかという話がありまして、それ
は実はパーマ屋さんです（笑）。明日こっぽ
い屋に行くといったら、まずパーマ屋さん。

野菜の種類も持ち寄ったでしょうし、ある程
度少ない量でも人数で持ち寄ったのですが、
やはり気持ちも１つにするという、「百匠一
品」ということがすごいということが１つの
根っこです。もう１つは、「それ、楽しいよ
ね」ということがあったように思います。こ
れが、こっぽい屋の売り上げが伸びたことよ
りも、僕たちが見て池田町は良かったと。つ
まり、田舎だからそういう力を合わせてやる
ような、そんな力があったのだと思います。

毎日、日替わりですから、パーマ屋さんは
何かすごく売り上げが伸びたという話があり
ます。つまり多分、心が良くなったというこ
とだったので、そういう波及効果です。

連鎖する取り組み
実はその取り組みをしたときに、町長が
「金めっき事件」と言っていることがありま
した。こっぽい屋のものは基本的には非常に
いいのですが、やはり農薬はやっていました
し、化学肥料も使っていました。いわく、お
客さんが「これ、有機ですよね」と聞いたら、
おばちゃんは「うーん」みたいな感じですよ
ね。「うん」と言ったらうそになるし、「う
うん」とは言えないというような。というこ
とで、金めっきは、はがれる前に太くしてい
くと金に変わるのだ、はげないぐらいに分厚
くしようと。

そして下が、もうちょっとちゃんと言うと
そういうことかと思うのですが、今までは言
ってみれば自分の作ったものを捨てたかもし
れないし、残ったかもしれない。こんな大根
ばかり作ってと言っていたのに、ある日「こ
の大根、おいしいわね」「こういうおいしい
山菜はどうやって干して作るの？」など、お
店でいろいろ聞かれます。つまり今までは、
私は年も取った何もできない人間だ、お金も
もうけず、食べるだけだと思っていたら、多
分社会でとても価値のある人間だというふう
に思えたということなのではないかというこ
とです。
こっぽい屋を振り返ると、別にやっている
ことは、ただみんなの出したものを持ち寄っ
て、野菜を出しているだけですが、実はその
中で外からの人が、「池田町の農業や環境っ
て、いいよね」と、これは田舎の裏返しです。
山の奥のどうしようもないところだと思っ
たというのは、農業からするととても素敵な
ところだと。そして、皆が力を合わせている
からすごい。誰々さんのもうけでやっている
よりも、おばさんが手をかけてやっていく、
そういうことがすごいという話があります。
そして、そういうものを作っている個人個人
の技術も、どうやったらおいしくこの山菜の
料理ができるのかなど、できないことが造作
もなくできるおばちゃんがすごい、いろいろ
な意味ですごいということがありました。
そして町民のおばさんたちが気付いたこと
は、１人でやっても大したことはできないか
もしれませんが、みんなの技を持ち寄って、
こっぽい屋で言えば技術も持ち寄ったし、
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だからニーズに合わせて実態を作りましょ
うということで、ゆうき・げんき正直農業と
いう農業をします。
こういう看板を立てて認証していくという
制度なのですが、そこに３種類のシールがあ
ります。３種類のシールというのは、黄色と
赤と青があります。黄色はいわゆる低農薬の
化学肥料、赤がいわゆる無農薬・無化学肥料、
それを３年やったら青なのですが、１番向こ
うが、「ゆうきちゃん・げんきくん」という
キャラクターマークです。ゆうきちゃん・げ
んきくんは幼稚園・中学生・社会人に成長し
ています。これは、金・銀・銅などと言うと
普通は上・中・下のようになるのですが、わ
れわれは農家の人も努力して１年目、そして
努力して３年目、努力して５年目だから、そ
れに優劣はないだろうと。だから、ゆうきち
ゃん・げんきくんが育っていくのを皆さん見
てくださいということで、マークをレベルで
はなく、お金の価値に差を付けるのではなく
て取り組んでいる人の努力を映し出すような
ものにしようというふうにやったのが平成12
年です。
これをやったときにおばさんたちが言うの
は、「作り方もだいぶ有機にしたし、お客さ
んも喜ぶけれど、土がないな」という話なの
で、では土を作りましょうと言いまして、平
成13年から14年にかけて、生ゴミを堆肥にす
る「食Ｕターン事業」というものを始めます。
食卓から出るものを集めて、池田町にある
もみ殻、牛糞と混ぜて堆肥にして、また食卓
に戻していくので、食Ｕターン事業という事
業であります。
家庭でやっていただくのは三角コーナーの
水切りをして新聞紙に包んで紙袋に出して紙
ひもで結ぶというところです。普通、面倒く
さいからこれをやってくれる人はいるかなと
思いましたが、こっぽい屋のおばちゃんたち
は自分の堆肥が欲しいのでやりました。そう
やって頑張っていただいている中で、集まる
生ゴミの回収はどうしようかという問題があ
りまして、考えに考えた末にボランティア、
有志を募ろうということになりました。おば
ちゃんたちが頑張っているなら、僕たちは生
ゴミを出すことはできないけれども、集める
ことぐらいならいいよという、そういうチー
ムを作りました。もともとは役場のメンバー
をちょっと拉致しまして、「ちょっとお前、
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１週間のうち１日、半日でいいから軽トラッ
クを運転してくれへんか。実験やから」と。
実験と言って１人、そしてまた２人と連れ
て来て、２人１組で軽トラックで生ゴミを回
収して回る。そして、今でも覚えていますが、
回収した生ゴミはビニールの透明な手袋をは
めまして、生ゴミのテストで回収した紙袋を
開けて、ぬちゃぬちゃした生ゴミを触るので
す。今でも覚えています。そして異物が入っ
ていないかどうかを試すというようなことを
役場の人間を中心に、そして一緒にやってく
れる農家の人たち、それも中核農家と言われ
る人たちも一緒にやりました。
そこから、それではＮＰＯを立ち上げよう
かというふうなことになりました。結果、80
人と書いてありますが、ＮＰＯを立ち上げた
当初は確か45人で設立総会をしたのですが、
これが一昨年ぐらいか去年で80人を越えて、
今年、今日の段階で94人です。ずっと増えて
います。人口3400人ですから、人口の３％が
生ゴミの回収をしています。京都市民でいく
と3000人以上が回収するというようえらいこ
とになっているのですが、そういうメンバー
です。

距離80ｋｍ、そして50～60カ所ぐらい回る
のですが、そういうことをやっていると、知
らない話、町のことを、同じ町に住んでいな
がら知らない人と話せる、そしてそういう人
と半日間一緒に話せるというのはとても面白
いというような話であります。つまり、そう
いうことをやっていって何か発見があったり
交流がある。そしてそれが役に立っていると
いうのが楽しいという話で、人がどんどん増
えていく。
その商品を今「土魂壌（どこんじょう）」
という名前で売っていて、町の１つの財産な
ので、これをみんなが求めます。それを僕た
ちが集めているからできるのだという実感が、
この食Ｕターン事業のメンバーを支えている
ように思います。
ということで、池田町の地域づくりという
のは今のパターンしかありません。皆で知恵
と力と心を持ち寄る。そして地域資源を生か
してそしてまちづくりを進めていく。そのこ
とが評価されるので、結局、駄目な町だと思
ったのに、「何か池田町、頑張っているね」
と言われて、最近やっと人前で「僕、池田町
出身です」と言えるようになったというよう
な話も聞きます。

トラックはこのようなトラックで、ちょっ
とサーカスがライオンを運ぶようなもので、
中に紙袋が入っています。集め方は紙袋のま
ま集めるという様子で、ちょっとトラックも
変わっているので、皆さんから非常に目立つ
という状況です。
この生ゴミ回収、増えているということは
人気があります。後付けですから、考えたわ
けではなくて結果的に人気だったのですが、
回収の何が楽しかったのかと聞くと、１つは
生ゴミ回収というのではなくて、この生ゴミ
を集めて帰るのは、町内をボランティア風に、
ボランティアをしながらドライブすることだ
と。ドライブ・ウィズ・ボランティアのよう
な感じのようです。

あるものを生かしたまちづくりを

２つ目、一緒にやれば楽しさ10倍、苦労半
分と書いてありますが、これは例を出して言
うと、65ぐらいの役場を終えたＯＢさんなど
もいるのですが、もうすごい楽しいと感謝さ
れるので、何が楽しいのですかと言ったら、
これは変な意味ではないので、逆に前もって
言っておきますが、30ぐらいの若い女性の主
婦の方と２人っきりで車を運転するのです。

この１番、農村力というテーマに付けたの
はまさにこの共同の部分ではないかというこ
とです。農村力を生かすというのはもうちょ
っと言い換えると、助け合うとか、自然を生
かす知恵や技、そして作って生きる暮らし、
こういったものを総合的に・・・。これはも
ともとありました。
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農村にはありましたし、京都にもあったと
思いますが、僕たちが忘れているだけで、そ
れを取り戻していって現代流にアレンジして
いくということが本当の持続可能性なのでは
ないかということで、こういう「百匠一品」
マークを作って今頑張っています。
そういうことをやる応用で、今度は米もや
っていて、結論だけ言うと、米はこういう
「うららの米」という池田町独自の米です。
５ｋｇ3150円で売りますが、農家の方から買
い上げ価格は１俵21000円で、市価の倍で買
って今、農業持続のための取り組みにつなげ
ているということです。これも町の力を合わ
せて米を作ろう、売ろうということをやって
いてできるというふうに思っています。
その他、環境まちづくりとしてやっている
のは「環境向上基本計画づくりですが、これ
はどこにでもあるようなものです。大して言
うことはありませんが、ポイントが２つあり
まして、これを作るに当たっては1000世帯の
中から100世帯を担当者が選びました。何せ
知り合いです。3000人しかいませんから、１
人ずつ電話をして「おまえ、ちょっと来てく
れや」と言って呼ばれた100人が、分からな
いけれど出てきたら、ある日この環境計画に
参加させられて、半年間巻き込まれて、この
ような感じで話しているうちに計画書ができ
たと。
この計画書の中では自助・共助・公助とい
う３つのキーワードがあるのですが、自助と
いうことは自分たちですから、役場ではなく
て自分たちでやる団体として「環境パートナ
ー池田」というものを作り、こういう新聞を
毎月１回発行する。
エコポイントを発行してエコ活動を評価す
る。そういうことをしております。
その他、空き缶やペットボトルの回収など
もやったり、いろいろな取り組みをしており
ます。役場の中では、これは役場の男性職員
が紙の資源を分別したり、いろいろなことを
していたり、このようにやっていますが、で
きることはできるだけみんなでやろうと。イ
ベントではこういう分別もしようと、できる
ことをやっております。
自然環境の関係ではセイタカアワダチソウ
を駆除したり、今、菜の花プロジェクトをや
っているというところです。
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こういったものの集大成として、「いけだ
エコキャンドル」というイベントがございま
す。廃油ろうそくを固めて２万5000個の廃油
ろうそくを灯そうというイベントなのですが、
見るのではなく、作って参加する、つまり共
同して、百匠一品でやりましょうというよう
な取り組みで、このようにみんなで作ります。
当日、このようにみんなで並べます。これ
は設計図があって、15ｃｍ間隔で置く置かな
いというのがあるのですが、これは大変なの
です。
着火をするとどういうふうな感じになるか
というと、こういう感じです。
そしてみんなで灯して、こういう神社に置
いて・・・。
これが一昨年前でしょうか、1個の点がろ
うそく１個です。大体8000個使っていますけ
れども、手のひらに「愛」と書いたものです。
こういうのを見て、実は自分たちが今、大事
なものは何だろうと振り返ろうというイベン
トをやっております。「万の灯り、ゆれて心
ひとつ」というのが70歳のおばあちゃんが付
けたキャッチコピーで、これは歴代このキャ
ッチコピーで来ております。
こういうことで環境大臣賞などなど、去年
は２万人未満の部で１位にしていただいたの
ですが、環境首都コンテストでも賞をもらっ
て、何か僕たちでもやれば少しはできるのか
もしれないという期待を持ってやっておりま
す。
今、問題はそれをどうやって町の社会や経
済にも生かすかということで、エコツーリズ
ム的なことなどもやっておりますが、これは
全部まだ未知数、途上でありまして、写真で
見ていただければいいかと思っております。
食事というのが先ほどお話に出ていました
が、この辺もちょっと課題としてやっていき
たいと思いまして、今、「風土料理」という
名前で取り組んでおります。ご関心があれば、
ぜひ池田町まで遊びに来てほしいと思います。
時間がもうないので、池田町が最後に紹介
するのは、日本観光ポスターコンクールで19
年度優勝したポスターで、12枚あります。お
にぎり、つるし柿、農村風景、トマト、米、
そして土壁に薪、大根、そしてお餅があって、
これは禊（みそぎ）の日です。
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これで終わりなのですが、こういう写真を
ちゃちゃっと見て、「美しい」と言っていた
だいて金賞なのです。
ということは、実は僕たちはこれを全然美
しいと思わないのですが、僕たちが当たり前
だと思っていることが評価されるということ
は、実は農村にあるものというのは、いろい
ろな意味でまだ素材である。
これを生かしていないだけなので、新しく
作るというよりも、われわれの場合はあるも
のを取り戻してやっていくということが、つ
まり百匠一品をやりながらいろいろなものの
資源を生かしていくことが、実は環境も社会
も経済も伸ばしていくことではないかという
ことで、何とか今やっております。まだ途上
ですが、一応、事例報告ということで終わら
せていただきます。ありがとうございます
（拍手）。
（池田町・参考資料画像）
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（池田町・参考資料画像）

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものをそのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（司会） ありがとうございました。「農村力を生かした環境の町づくり」というテー
マで池田町の溝口淳さんにご報告・ご発表いただきました。
このポスターは、昨年カレンダーになっていたので環境市民に１年間ずっと飾らせて
いただいていたのですが、言葉が書いてあるのです。とても素敵なキャッチコピーなの
で、コピーライターさんかどなたかが考えられて付けられたのかと思いまして町長さん
にお話を伺ったら、町長さんが「いや、これはずっと町の人たちが普段使っている言葉
であるとか、言い伝えになっている言葉であるとか、そういったものを１カ月ごとに落
とし込んだんだ」というふうにおっしゃって、本当にとても素敵なところなのだなと感
じました。やはり地域の宝を見出す力というのは、内側からも、それから外側からも必
要なのかという気がした次第です。ありがとうございました。
ご質問は後でまとめて皆さんからちょうだいする予定になっておりますので、次の事
例のご紹介へと進めさせていただきます。
変わりましては、「職員力をアップ 全庁的改革改善運動がもたらしたもの」という
テーマで、兵庫県尼崎市企画財政局行政経営推進室調整課の江上昇さんにお願いしたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします（拍手）。

53
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

Ⅵ．先進事例紹介

～日本の自治体の挑戦～

②「職員力をアップ
全庁的改革改善運動がもたらしたもの」
江上

昇氏

（兵庫県尼崎市企画財政局行政経営推進室調整課書記）
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/index.html
改革改善運動、業務改善運動、ＱＣ活動、いろいろな読み方がありますが、直接環境やエ
コなどと関係するものではないのです。こちらの環境首都コンテストの方で、職員の資質向
上という項目があるかと思うのですが、そちらの方に主に関係のあることでございまして、
ちょっと今日は環境関係の方が多いと思うので、これはもう専門外だと思って気楽に聞いて
いただいて、このようなものがあるのだと思って気楽に聞いていただいたらと思います。

尼崎市の概要と改善運動の目的
尼崎市では全庁的改革改善運動という業務
改善運動を行っております。最初に、あなた
は誰なのですかということで話させていただ
きますが、31歳です。尼崎市の隣の大阪市出
身で、コメディアンを５年ほどやっておりま
した。これは真面目な話で、京都市ではＫＢ
Ｓ京都ラジオの方、蛤御門の向かいですね、
森脇健児さんの番組でレポーターをやってお
りました。マラソンをよくしているおじさん
ですね。尼崎市というのはダウンタウンの出
身地なので、お笑いの町でちょっと町おこし
的なことをしているのですが、そちらで尼崎
市が主催のお笑い大会のような珍しいことを
やりまして、そちらで賞を頂いたのがきっか
けで市役所に入っています。自分ではお笑い
枠で入ったと言っているのですが、ちゃんと
大卒の試験区分で受けて入っています。誤解
のないようにお願いします。
それで、この改革改善運動は年に１回発表
会をやるのですが、その司会を「おまえ、そ
んな経歴やったら、やれへんか」ということ
でお手伝いするようになってから、しばらく
２年ほど手伝っているうちに、春に人事異動
でその担当部署に来まして、分かりやすい人
事異動ということで、今はメーンでやらせて
いただいております。早速ですが、尼崎市の
運動を、どのような町かというのがちょっと
運動の内容にも関わってきますので簡単にご
説明します。工業都市として発展しましたが、
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先ほどもございましたが、公害が問題で大変
苦しみました。環境への取り組みが現在その
反動もありまして盛んになっています。また、
お笑いの町としても、文化自体大阪に含まれ
るような、電話番号は06ですし、すぐ近所と
いうことでお笑いの町です。市民の活気もあ
って、職員よりも活気のある市民の方が多い
というような町で、財政難、これがこの運動
を始めるきっかけ、直接は財政難がきっかけ
ということです。

※場所は、大阪からも神戸からも近い、高速
道路も３本通っているということで、交通量
が多い。それが公害の原因にもなりました。
※こちらは湾岸部の工業地域です。パナソニ
ックの工場ができました。
※これはユニチカの前身の会社です。
※製鉄所もありました。もくもくと煙が上が
っているというような状況です。

※こちらは、尼崎市出身のお笑い芸人がこれ
だけいますということで、ちゃらんぽらんさ
んは解散しましたが。
※人間国宝もいらっしゃるということで、あ
りがとうございます。
※ダウンタウンの出身地ですが、ふるさと納
税はまだしていただいておりません（笑）。
これから呼びかけていこうと。
※これは阪神ファンの方には有名なのですが、
トラのおばちゃん、この格好で商店街をうろ
うろしていたりします。

※こちらは先ほど来、何度か登場の白井文市
長です。こちらは業務改善に関しても市長の
前面バックアップのおかげでやらせていただ
いているところがあります。後ほど少し触れ
ます。
改革改善運動って何？
改革改善運動とはそもそも何ですか、とい
うことなのですが、呼び方はいろいろありま
すが、簡単に共通点を言いますと、職員が上
から言われてやるのではなく、自分で自分の
業務を見直して課題を解決して改善していく、
より良い業務をこなしていく。こういう運動
のことなのです。現場発信ということがポイ
ントになっています。ただ、内容は何でもい
いのです。簡単なものでしたら資料の整理方
法を考えた、朝のあいさつを気持ちよくしま
しょう、というものでも結構ですし、本市の
事例ですと、ごみ収集車に広告を掲載しても
うからないかということで数千万円ぐらい利
益が上がったというような大きな話まで、全
部ひっくるめて改善運動となります。
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※具体的にイメージをつかんでいただこうと、
ちょっと例を１つだけ挙げます。こちらの写
真の方を見ていただきたいのですが、市民が
記入する書類がありまして、こちらに書いて
いただいた後、真ん中の写真のように折りた
たんでのり付けします。するともう市役所あ
ての封筒に早代わり、このまま投函できると
いう、こういう業務改善の例がありました。
実際にこれによって市民からの応募数も増え
たというような事象がございます。
※こちらは先ほどのごみ収集車です。こちら
は先進的な取り組みだということで幾つかご
紹介もいただきました。ごみ事業部では非常
にこれがモチベーションのアップにつながっ
ているという事例です。
そもそもなぜ始めたか。財政難です。
①②③はどこの自治体も共通する理由です。
不況、三位一体、それから高齢化によって
支出が増えているということと、④⑤は尼崎
市独自の理由ですが、震災復興の借金、それ
から競艇場に非常に依存した財政状況だった
のですが、工場地域だったので、最大150億
円が一般会計に入っていたのが今はほぼゼロ
ということで、平成14年度にはそういった財
政を圧迫する要素が積み重なり、財政再建団
体、夕張市のような状況になるのではという
予測が出ました。

全庁的改革改善運動「ＹＡＡるぞ運動」
目的は、トップダウンで財政に関しての削
減はしますが、改革改善運動は現場発信で小
さなことからの改善ということで、職員が自
分たちで課題を考えて創意工夫をして取り組
む。そしてその成功例を積み重ねていく。そ
れによって、失敗を恐れずに課題に挑む職員
の育成、チャレンジし続ける、チャレンジを
許していく職場風土を作る。それによって前
向きな職員を増やしていく。ですので、財政
再建がメーンテーマではなく、人材育成、職
員の育成が本当の目的というところから始ま
っています。実際、市役所というのは加点式
ではなく減点方式といいますか、頑張って何
かしても給料は上がりません。その代わり、
失敗したら怒られるという。ですので、新し
いことにチャレンジしていこうという風土が
なかなかない。ただ去年と同じようにやって
いたらいいではないかという20世紀おじさん
もたくさんいます。ただ去年と同じ通りにや
っていて、それがベストパフォーマンスであ
るわけがないです。常に変化する社会にフィ
ットさせていく改善は絶対に必要だというふ
うに考えて取り組んでいます。

そこで、そこから５年間で頑張って800億を
削減しようかという計画を作りました。年収
が大体1800億円なのに800億円削減するとい
うことで、５年間で年収の４割を削減すると
考えていただいたら大変だということが分か
っていただけると思います。
こちらは企画財政局なりからトップダウン
でずばずばと切ったり建物を統合したりして
いたのですが、さすがにそれではやらされ感
が出て、疲弊していってしまうだろう、組織
全体が沈静化、沈滞していってしまうだろう
ということで、現場から、自分たちから改善
していこうというような方法を考えました。
現場発信の改善を行うことで職員自らポジ
ティブにモチベーション高く、意欲を高めて
改善、財政の収支状況の改善に取り組もう、
現場発信でやらされ感をなくしていこうとい
うことで始まりました。
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取り組み方法ですが、年度当初、春に職場
で課題を考えていただきまして、その解決に
向けた取り組みを考えてもらいます。そして
１年間その解決方法に取り組んでもらう。年
度末にその成果を発表してもらうという形で、
１年を１つのクールでやっております。
このようなシートにチーム名を書いていた
だいて、現状、課題、課題の解決に対する取
り組み方法を書いていただいて、１年後の目
指す姿、理想像というものを書いていただき
ます。それで１年間取り組んでいただきます。
平成15年に始まりまして、「ＹＡＡるぞ！
運動」というものから始まりまして、その後
３年経過して18年度から２ndステージに移行
して続いています。現在２ndステージの３年
目、合計６年目になります。
「ＹＡＡるぞ！運動」で始まったのですが、
ネーミングは15年度の市政方針、経営方針の
ようなものですが、「夢、アシスト、あまが
さき。」ということで、Ｙ、Ａ、Ａ、改善を
「やるぞ」、改善することが「あるぞ」とい
うことで、「ＹＡＡるぞ」と、駄じゃれなの
ですが、名付けました。当時の担当者がだい
ぶ駄じゃれ好きで、いろいろちょこちょこと
これからも駄じゃれが出てくるのですけれど
も。
運動を進めるポイントですが、職員全員に
取り組んでいただきたいということで、分か
りやすく、それからモチベーションを上げる
工夫を保ちながらということで、楽しみなが
ら褒めながらできないかということに主眼を
置きました。頑張って改善した、成果を上げ
たからといって給料を増やすということはで
きません。ボーナスを出すこともできません。
階級を上げることもできません。われわれ
ができることは、楽しんでいただくこと、そ
れから褒める。
「頑張ったな」「すごいじゃないですか」、
それをわれわれだけでなく、市長、副市長に
現場に行っていただいて、その場で褒めてい
ただく。それなら皆もう報酬などなくても頑
張ってがぜんやる気が出るというようなシス
テムを取っています。
当時、始まった当初、ワールドカップの日
韓共催の時期で、サッカーがちまたで非常に
はやっていたということで、今からしたらち
ょっと古臭くも感じるのですけれど、サッ
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カーに例えて取り組みを進めました。
オーナーが局長、監督が部長、コーチが課
長、実働部隊のキャプテンは課長補佐以下の
中間管理職です。選手が課のメンバーという
ことで、キャプテンが、その課の若手が中心
になりまして改善運動を取り仕切って行って
いたという形です。

こちらはピラミッド型になっておりますが、
４月に始まりましてこのような過程を経て最
後は１年後、年度末に発表大会を行います。
最後は「ＹＡＡるぞカップ」という形です
が、これはもちろん「ワールドカップ」のパ
クりでやっております。こういう感じで分か
りやすく進めておりました。
具体的にどのような改善事例が出たかとい
うことを簡単にお話します。こちらは市民課、
窓口業務です。皆さんが一番市役所で印象深
い、一番お目にかかっているところだと思い
ますが、いろいろな手当ての出し方ですとか
窓口業務のマニュアルを作りました。これに
よって新採職員ですとか異動したての職員で
も性格に素早く業務ができるようになりまし
た。今までマニュアルがなかったのかという
話なのですけれども、市役所なので、そうい
う改善というものがなかなか遅れていたとこ
ろなのですが、頑張って作りましたというと
ころでございます。
こちらは、保健所の電話番号の誰でも分か
る化です。保健所でもいろいろな検診の受付
をやっています。子供さん相手のものからお
年寄り相手のものまでたくさんございまして、
ただ、それぞれに担当者がございます。専門
的なお問い合わせや申し込みは担当者以外分
かりませんということで、１日に何十、何百
とかかってくる電話を素早く的確に転送する
ためのリストを作って対応しましたという例
です。
こちらは市立保育所の取り組みですが、子
供さんの好き嫌いを何とかしようということ
で、保育士さんたちが考えまして、保育所の
庭で子供が嫌いな野菜を皆で作ったらどうか
という話になりました。それで１年間頑張っ
てちびっ子たちと一緒に作って、出来上がっ
て収穫する。そうなると、もう好き嫌いなど
言わないで皆喜んで食べるのです。自分で作
った野菜ですから。それで好き嫌いを克服し
たと。なかなか面白いアイデアだと思うので
すけれど、そういう事例です。
こういった事例がたくさん集まりまして、
各局で局長への報告も兼ねまして、局内予選
を行いました。
そこから局の代表が決勝大会を、ちょっと
大きな舞台でやりました。優秀な事例に選ば
れたチームには他都市の発表大会へもこちら
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から派遣していくという形です。また、よそ
の市役所、市の発表会などにゲストで呼ばれ
て行ってやると、またそこでとてもたくさん
褒められて帰ってくる。ますますやる気にな
って帰って来て、また来年もっとたくさん改
善したり、後輩を巻き込んで一緒にやってく
れたりと、そういういい感じで回っていくと
いうこともありまして、他都市との交流も力
を入れております。
「ＹＡＡるぞ！運動」の反省
ただ、いいことばかりではなくて、反省も
もちろんございまして、参加する職員と参加
しない職員が固定化してきた。「そんな、忙
しいのにやってられへんわ」と背中を向ける
職員も中には出てきた。どうしたものかとい
うところです。
それから、大会の出場が目的になり、パフ
ォーマンスがちょっと過剰になった。最初、
１回目２回目はもちろん、盛り上げなければ
ならない、みんなの興味を引いて巻き込んで
成功させなければならないということで、最
初はいいと思うのですけれど、そのパフォー
マンスがどんどんエスカレートするのは良く
ない。歌ったり踊ったりもいいのですけれど、
実際の目的、改善が重要だと考えて取り組ん
でいきましょう、もっと地道にいこうという
反省がありました。
それから若手職員へのＰＲ不足です。今６
年目の取り組みになるのですけれど、１年目、
２年目のような活気などはもうだんだんなく
なってきて、落ち着いた感じの運動になって
きています。若手職員の中にはあまり身近に
この運動を感じていない職員がいます。どう
したらＰＲできるか、巻き込んでいけるかと
いうことを考えておりまして、ＹＡＡるぞ！
運動自体も改善する必要があったのです。
そこで、改善の一例なのですけれど、お手
元の最終ページ、裏表紙に「じゃあなる」と
いうものを付けているのですが、こういった
ものを発行して改革改善運動を身近なものに
感じてもらおうと。ついでに市長・副市長の
コラムなども載せて人となりを、普段恐れ多
くて遠い存在を身近に感じてもらおうなど、
いろいろな工夫を入れた「じゃあなる」とい
うものを発刊しました。こちらは地道に改善
を行っている職場を紹介して、改善運動とい
うのはこのような日常業務の範囲内でいいの

それから、この改善運動自体も新採用職員
さんや若手で後から入ってきた人はあまり知
らないということで、このようなことをやっ
ていますよということも含めてやっておりま
す。
ちなみに、この「じゃあなる」自体も改善
的に発刊しているということにちょっと触れ
たいと思います。職員の厚生会だよりという、
福利厚生の情報提供の冊子があるのですけれ
ども、そちらにページをいただいて発刊して
いるので経費はゼロです。ちょっと詰めてい
ただいて載せていただいたというところです。
また、全職員の手元に手に入るということ
もございます。それから編集会議は昼休みに
弁当を持ち寄ってやっています。残業も発生
しておりません。
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だなという印象を持ってもらう。それから、
身近なものだという印象をいただいて拒否反
応をなくす。「改善なんて、しょうもないわ」
と言っている職員でも、自分の知り合いの職
員が何か改善したといって載っていたら、読
むわけです。「ああ、そんなもんか」となっ
て拒否反応をなくしていこうというふうに考
えました。

スタッフのほとんどを、編集部員で、編集
を手挙げ式で自主参加でやっているのですが、
若手職員だけでやっています。自分たちだけ
でものを成し遂げることがなかなかないとい
う若手には、非常に貴重で楽しい経験になっ
ているように感じております。
全庁的改革改善運動
「２ndステージ（普通ニ改善）」
また、２ndステージということで、そうい
った反省を踏まえて、「普通ニ改善」という
サブタイトルを付けて取り組ませていただい
ております。ここでは代表的な取り組み例を
１つ紹介したいと思います。これは2005年の
最優秀事例の保育所の取り組みで、ゴミワケ
ルンジャーという戦隊ヒーローが出てくるの
ですが、そういうヒーローを使うことで子供
たちに楽しくごみの分別を教えるという内容
です。では、30秒辺りから見ていただきまし
ょう。これはコスプレも保育所の保護者の方
に参加していただいています。

＊＊＊ＶＴＲ上映（約8分間）＊＊＊
見に行っていただいて結構ですので、行っ
ていただいたらと思います。

以上です（拍手）。ありがとございます。
こちらは保育所のできるベストパフォーマ
ンスは何かと考えた結果、このように地域や
保護者を巻き込んですごい地域も保護者も皆
前向きな活動や雰囲気になっていったという
例です。

結果としてどのようなことが起こったか。
職員の前向きになった度合いというものはち
ょっと計りにくいのですけれども、この運動
があったから提案できたという、先ほどの最
後のスライドに出ていましたけれども、あと
は、自分の与えられた仕事以外にもっといろ
いろなことをしたいという人にこういう活躍
の場を与える、それから参加していい思いを
したという職員が自分の後輩、例えば改善は
管理職がやるのですけれども、大会の発表は
新採用諸君にやらせるなど、そういうふうに
後輩を育成していく、連鎖していくというよ
うな動きになっています。

それから、こういった運動を尼崎市でやっ
ているのですが、それだけでなく、いろいろ
な町に広がっていっています。全国でこうい
った都市が今取り組んでいますし、もっと書
ききれないぐらい取り組んでいます。公務員
の行革というのは本当に遅れているというこ
とでいろいろな地方が気付いて、どんどん取
り組んでいただいています。
そして、集まって全国大会などもやりまし
た。去年尼崎市でやらせていただいています。
14 の 町 が 集 ま っ て 「 あ ま が さ き ★ 14
（Juicy）」ということで、これも駄じゃれ
なのですけれども、うまみがある改善という
ことでジューシーという名前で、駄じゃれ好
きが多いのですけれども。今年、福井市で３
月23日に開催されます。
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いつもこれはメールの語尾等に付けて送っ
ているのですが、１人が100歩進むのと100
人が１歩進むのはそのときの効果は同じです
が、次の100歩の大変さが全然違う。皆がち
ょっとずつ全員でちょっとずつ改善しようと
いうふうに皆で呼びかけています。
ご清聴ありがとうございました（拍手）。

（尼崎市・参考資料画像）

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものをそのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（司会） ありがとうございました。「職員力をアップ
もの」、尼崎市の江上さんに報告いただきました。

全庁的改革運動がもたらした

本当に単なる改革改善、業務改善のものではなくて、本当に人を変えるというか、人
づくりのきっかけになっているというような、そういった取り組みであるというお話で
した。このことによって、いろいろな方がいろいろな気持ちになって、行政の方はとか
く正面切って住民の方と話し合うということが非常に恐ろしかったりするという話があ
るのですが、それが積極的にできるようになったと尼崎市長からお話を伺ったときに、
「なるほど、そういう効果が大きく現れているのだ」というふうに聞いたことを覚えて
おります。ありがとうございました（拍手）。
先進事例のご紹介、引き続きお願いいたしますのは、「ホタルをシンボルとした地域
づくり」ということで、埼玉県東松山市環境産業部環境保全課福祉官の加藤敏彦さんか
ら事例をご紹介いただくことにいたします。では加藤さん、どうぞよろしくお願いいた
します。（拍手）
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Ⅵ．先進事例紹介

～日本の自治体の挑戦～

③「ホタルをシンボルとした地域づくり」
加藤

敏彦氏

（埼玉県東松山市環境産業部環境保全課）
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
もったいない拍手をありがとうございます。ただ今ご紹介いただきました埼玉県東松山市の
加藤と申します。私からは「ホタルをシンボルとした地域づくり」ということで、ご報告をさ
せていただきます。時間が限られていまして、お手元にパワーポイントを印刷したものをお配
りしていると思いますので、こちらを見ていただく前に、同じものですがちょっとご確認いた
だきたいと思います。20分という時間でこれ全部はお話しできませんので、まず何を話したい
かということの骨格だけ最初にお話しさせていただきます。
この「ホタルをシンボルとした地域づくり」は、ちょうどこの３月で丸10年やっております。
お手元の資料でいいますと、最初の２枚、裏表で４ページありますが、これが前半の５年で、
どこにホタルがいるのかというところから始まりまして、後でお話ししますが当初公園づくり
として始めたものが、どう持続可能な地域づくりに変わっていくかというのが最初の２枚です。
それから３枚目の頭にチャプター１と書いてありますが、これはその持続可能な地域づくり
として、ホタルの生息地をどういう仕組みで地域ぐるみで守る取り組みを進めてきたか。大体
今、軌道に乗っているわけですが、それを次の２枚に書いております。それから最後の３枚は
チャプター２ということで、地域の活動や資源とのネットワーク化、先ほど植田先生のお話に
も地域の資本資産ということがございましたが、このホタルの取り組みでもホタルだけに限ら
ず、地域の活動や資源とのネットワーク化による地域の持続可能性ということも追求しており
ます。大体その３つの柱があるのですが、20分ですとこのチャプター２のところまで行きませ
んので、それは悪しからずご容赦いただきたいと思います。
東松山市の概要と「里づくり」の発端
東松山市と申しましても多分ご存じない方
は多いと思いますが、首都東京から50km圏
にございまして、埼玉県のほぼ中央に位置し
ております。面積は65k㎡、大体山手線の内
側と同じくらいで、人口は９万人弱というこ
とです。
これからホタルの話をするわけですが、私
どもの東松山市は真っ平らな関東平野が秩父
の山並みへと連なる丘陵地と出合う、ちょう
どそういう切れ目の場所にございます。その
ような関係で、崖線に沿って湧水が点在して
おり、そこがホタルの格好の生息地になって
いるという案配になっております。
ホタルの里づくりというのは、全国津々
浦々、さまざまな目的で行政あるいは市民団
体の方が取り組んでおられます。東松山市の
里づくりの発端は、市街地の湧水のほとりに
ヘイケボタルが細々と生息しておりましたも
のを、近所の女子中学生が市長にファクスで
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直訴をしまして、それが簡単に言えば市長の
公約になったというところが発端です。先ほ
ども申し上げましたように平成11年度から始
めまして、ちょうど丸10年ということです。

て、自治会長や小学校長や、特には郷土史・
郷土文学の関係の方などを意識的に入れ込み
まして、推進委員会というものを作りました。

最初のイメージ、イコール市長の公約です
が、市民が身近で気軽にホタルを見ることの
できるホタル公園の整備といったようなイメ
ージでスタートいたしました。しかしながら、
これからお話しするような紆余曲折を経まし
て、大きくその内容は変わってまいりました。
ホタルの里づくり検討委員会
まず平成11年、最初には、どこにホタルが
いるかも分かりませんので、全員公募の委員
11名で構成する検討委員会というものを立ち
上げまして、われわれとその方々で市内全域
を踏査しまして、20カ所余りで生息を確認い
たしました。11名という半端な人数で分かる
ように、これは予定調和で集められた皆さん
ではなくて、本当に熱い思いを持った方々ば
かりで、委員会の途中で紛糾するような場合
もありました。その皆さまと２年間お付き合
いをしまして、20カ所見つかった生息地の保
全整備の考え方や、モデルとして１カ所整備
をしようということで、その拠点の候補地の
構想などを取りまとめたところです。

環境まちづくり宣言
ちょうど同じ時期に東松山市では、いろい
ろないきさつがありまして、環境まちづくり
宣言というものを制定いたしました。どのよ
うな宣言かという細かいところは、ここでは
時間がなくてお話できないのですが、簡単に
申し上げますと、身近な人と人、人と自然の
コミュニケーションが年々希薄化している。
それが地域のモラルや問題解決能力の低下
を招いていて、環境・福祉・教育・防災・防
犯などさまざまな地域課題の共通の原因とな
っているという認識に立ちまして、つながり
の再生というコンセプトの宣言をいたしまし
た。
この辺は先ほど植田先生のお話をお聞きし
ている中では、多少、統合化ということが意
識されたのかなというふうに、私は先ほどの
先生の話を伺っておりました。

基本計画における拠点整備構想

宣言については今日は触れない予定だった
のですが、先ほどのお話の中にありましたよ
うに、この宣言の中には４行目、「未来の子
どもたちからあずかっている大切なもの」と
いう世代間の衡平というところに触れており
ます。

これが平成12年度の時点での、１カ所モデ
ルで作ろうという拠点の構想です。要はホタ
ルだけのための拠点というものが、まず絵と
して描かれました。
この拠点整備構想では、規模が５ha程度、
また管理・活動センター、増殖ハウス、駐車
場、もろもろを備えた、集客を重視した施設
整備ということが中心で絵が描かれたところ
です。
ただ、市民とわれわれで調査したことだけ
で、いきなり予算を付けて整備を始めるとい
うわけにはまいりませんので、翌平成13年か
ら２年間かけて候補地を含む主だった生息地
の生態系調査を専門の方にお願いしました。
私自身はこのころからこの事業に関わった
のですが、検討委員会の熱い皆さんの、ホタ
ルでいけいけになっている計画に対して、私
自身はちょっと冷めた目で見ておりましたの
で、平成14年度には、このままの勢いで拠点
整備にいくと大変なことになるなと思いまし
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それで文化的な視点も加えて、より即地的
にビジョンを練り直そうという形に変えてま
いりました。

ただ、これは議会で議決したのですが、こ
この部分がどうしても議員さんには分かって
いただけませんで、未来の子どもはいないの
にどうやって預かるのだということを真顔で
質問された方もいらっしゃいました（笑）。
ホタルをきっかけとした持続可能な地域づく
りへ
意識的に幅広い検討が起こるように組み換
えをした推進委員会での検討、そして、つな
がりの再生ということを意識したまちづくり
宣言をしたということがありまして、これら
が背景となりまして、当初公園整備としてス
タートしたホタルの里づくりは大きく内容を
変えたところです。
内容を変えた大きな点は２つございます。
１つは、拠点整備を１カ所モデルでやるこ
とは変わらないのですが、当初はホタルの里
づくりの中心施設のような位置付けでした。
ただ、われわれはそうではなくて、これはモ
デルづくりだろうというように内容を改めま
した。と申しますのも、20カ所あまり生息地
がございます。１カ所だけ多額の費用をかけ、
立派な公園を整備するというのは、やはり環
境のやる仕事ではないだろうということがご
ざいます。ですから、他の生息地への汎用性
のある、ローコストで持続可能な仕組みづく
りにやはり変えるべきではないかということ
がございました。そしてまた公園として整備
してしまいますと、当然、市が管理するもの
だろうという認識が広まりまして、市民が主
体的に関わる意識はやはりなくなってしまう
だろうという心配もございました。
そんなこんながございまして、用地買収費
用がかさみ、市民との距離感も大きくなるよ
うな公有地化・公園化は行わず、関係者の合
意に基づいて民有地のまま、地域ぐるみで整
備をし、その後の維持管理を行うということ
で、ちょっと格好良く言えば、新たなコモン
ズの創出を目指したということになりました。
もう１つの方向転換は、冒頭にもご紹介し
ましたが、地域の活動や資源とのネットワー
ク化ということです。ですから、施設を整備
するのではなく、地域の人、ものが交流する
場づくりが大事だろうということです。やは
りこれも、初夏の一時期だけたくさんの人が
ホタルを見るためだけに押しかけて、残りの
11カ月は閑古鳥という場所にはしたくないと
いうことがございました。
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そこで、ホタルだけにとらわれず、年を通
じて幅広い市民が訪れて、それぞれにかかわ
りながらつながりを豊かにできる場づくりを
目指すことにいたしました。
モデルとしての拠点整備
では、そのモデルとしての拠点整備をどの
ように進めたかということですが、これは現
地の写真です。黄色い中を一応ホタルのモデ
ル整備をする場所と位置付けております。地
図と同じように北が上になっているのですが、
一番上に集落が展開している台地がございま
す。そして、その下の辺りはちょうど斜面林
になっておりまして、そこに湧水がございま
す。それからさらにその下の一段低いところ
に畑、以前畑だったところがありますが、そ
の下にさらに一段低く田んぼがあるというよ
うな、段々になっている場所です。
斜面から出ている湧水が、ちょうど畑ある
いは田んぼだった辺りに溜まりまして湿地化
しておりますので、そこがホタルの生息地と
なっておりました。ただ、それ以外は、畑の
大半は竹林になってしまっておりまして、田
んぼもご覧のとおり全部休耕田という状況で
す。
前半の５年で方向転換の議論をいろいろし
て、後半の５年の最初の平成16年からこの場
所でモデルづくりに取り組んだわけなのです
が、最初は拠点整備地の関係者の理解と参加
の促進に取り組みました。具体的に言います
と、一方で専門家の方に現場の調査をしてい
ただきながら、われわれは地権者や自治会の
方と一緒に具体的な整備作業をしながら、顔
と名前を覚えつつ、勉強会や懇談会を重ねて、
事業の共通理解、計画づくり、合意づくりと
いう形で徐々に進めたところです。
後でどんな作業をしたかはお見せいたしま
すが、共に汗をかき、現地が次第にきれいに
なっていく達成感を共有しながら、事業への
理解と相互の信頼関係を徐々に築いてまいり
ました。それで、先ほど幅広い検討をするた
めに組み直した「ホタルの里づくり推進委員
会」の皆さんがいたのですが、この皆さんも、
もう議論には飽き飽きしていまして、早く実
践がしたいということで一緒に参加していた
だきました。この方たちが参加したことが、
当然よその方が自分の地域に来て作業するわ
けですから、ああいう人たちがやるなら自分

65
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

平成18年から整備に入ったわけですが、平
成12年のときの絵と比べますと、まず規模が
５haから1.7haと大体３分の１になりました。

たちもやらなければいけないという地元の意
識にもなりましたし、「ここはいいですね」
「ここはいいですね」と、この推進委員の皆
さんが言うわけです。そうするとそれが、
「そんなにいいところなんだ」ということで
外部評価の役割を果たしたということが相乗
効果としてありました。

これはやはり、お互いに整備作業を実際に
してみて、手に負える範囲が自ずと分かって
きますので、身の丈に合う広さとしてそこに
落ち着いたということです。ですから、別に
この範囲をホタルの里にしようということで
はなくて、成り行きでこうなったというとこ
ろです。

現在、この推進委員会の皆さんは、市民団
体として独立していただきまして、「ホタル
の里づくり協力隊」として市内各地の活動を
支援していただいております。
これは一段高い、もともと畑だった部分で
す。ご覧のように足の踏み場もないぐらい枯
れ竹が堆積しているような場所だったのです
が、３年ぐらい皆さんで大汗かいて整備をす
る中で、右の写真のような大変きれいな場所
になりました。ただ、それは簡単ではなくて、
１年目だけでも枯れ竹３トンを全部人力で撤
去したとうことです。
それから、右のようなやぶになっていた場
所がこんなきれいな場所に変わりまして、切
り開いた先にさらにホタルがいたというよう
なこともありまして、活動に弾みがついてま
いりました。
３年間にわたって専門家による調査、懇談
会を通じた計画づくり、それから今ご覧いた
だいたような、みんなで汗をかく整備作業と
いったことをやりながら共通理解と合意形成
を重ねてまいりました。３年間というのは最
初から予定した時間ではなくて、たまたまこ
こではそれだけかかったということでして、
われわれはどちらかというと、わざとゆっく
りやっていきました。いつになったら整備が
始まるのだということで、地元の人がじりじ
りするぐらいまでわざとゆっくりやって、機
が熟すのを待ったということです。
それで平成19年の１月、地権者、自治会、
市の三者で協定を締結いたしまして、18年か
ら20年、ちょうど今、最終年の工事をやって
いる最中ですが、これは手作業だけではでき
ない部分の工事を実施しております。
現在はその三者協定に基づいて、地権者の
理解と協力の下に、自治会がメンテナンスを
する、市はそれをバックアップするとともに、
後からお話しする地域資源とのネットワーク
化や、それ以外の地域の皆さんへの趣旨の普
及などをやっています。
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それから整備内容については、施設的なも
のは一切なくなりまして、本当にホタルが生
息しやすい水路や湿地の整備、あるいは樹林
の整備に多少の案内板程度があるような場所
になっております。もともとここは大半が農
地ですので、そもそも建築物は最初から建て
られなかったところです。公園にすれば別で
すが。そういった中で、実現可能な形に落ち
着くべくして落ち着いたというようなところ
もございます。

平成18年から専門の方に入っていただいて、
工事をしております。それで、向こうが見え
なかったやぶが、いったんその地元の方の手
でこのような開けた空間になりまして、それ
をさらに業者の方に水辺と水辺以外をちゃん
と区分けするような工事をしていただいてお
ります。
昨年度も、やはり同じように田んぼも何と
なく湿地が広がっているという状態なもので
すから、ちゃんと湿地と水田を分けて、ホタ
ルの住む場所と、なかなか耕作はしていただ
けないわけですが、できれば耕作していただ
きたい水田とにきちんと分けるというような
形にしております。ですからこういう畦畔
（けいはん）１つ作るのも、やはり農政サイ
ドのいろいろな制約がありますが、ここにつ
いてはこちらの営農条件を良くする、それか
らホタルも保全するという辺りで農林関係の
了解をいただいてやっております。
こうした内容は「ホタルの里通信」という
ものを全戸にお配りしながら、絶えずお知ら
せしております。
そして、公園づくりから大きく転換したモ
デルづくりで、今のところどういう効果が上
がっているかということをお知らせしますと、
まず、地権者の方の中には今までホタルの生
息地に雑排水が流れ込んでいるお宅まであり
ましたが、自ら進んで、家の普請その他一切
ないのに合併浄化槽につけ替える方が現れま
した。それから、自分のまいた除草剤でホタ
ルがいなくなったら大変だということで、皆
さん除草剤を自粛されています。それから、
先ほどエリアとしてくくった外側に荒れた農
地が多いのですが、周辺の農地や水路もやは
り、「ホタルの里ができるなら周りもきれい
じゃないとみっともない」という話が広がり
まして、管理が促進されております。こうい
ったことで地主さんの中では、身近な自然と
毎日の暮らしとのつながりの理解が深まった
のではないかと考えております。
また自治会については、自治会の中にもホ
タルの推進委員会というものができました。
毎回の作業は大変重労働なのですが、お年
寄りが笑顔で参加する状態が続いております。
それから、ホタルをきっかけにして、ホタ
ル以外の自治会の活動へも参加する方が増え
てまいりました。さらには今度出版される本
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でもご紹介いただいていますが、便利屋組織
というものができまして、ホタルの里で一番
中心で活躍している現役老人の皆さんが便利
屋を自治会に立ち上げまして、独り暮らしの
お年寄りの生活支援などを自らやるような動
きにまでつながっておりまして、こういう意
味では地域課題の主体的アプローチが芽生え
たと考えております。そして何より地域への
愛着が深まりました。やはり自分で手をかけ
てかかわっている場所というのは皆さん大事
なのですね。ですから、畑仕事の帰りや散歩
の途中でホタルの里を訪れて、様子を眺めた
り立ち話をする人が１年中見られるような状
況になっています。当然ホタルが出る時期は
孫の手を引いて皆さんいらっしゃいます。そ
して、今月うれしかったのは、自治会が中心
にやっていますと、その自治会の中には、ほ
かにもホタルがいる場所があるのです。そう
すると１カ所だけ市が言ったからやっている
というわけにはいかないということで、第２
の生息地もわれわれがやるぞという話が突然、
自治会からありました。

だから道具を貸してくれということですね。
そんなうれしい話にもなっております。
それから他の地域、これはモデルでやりま
したので、１カ所だけ良かったという話では
モデルになりませんので、次をどうしようか
ということも考えておりまして、これもうれ
しい話なのですが、今月から市内のほかの地
域の生息地２カ所で新たな里づくりがスター
トいたします。これも去年の夏、このモデル
地区でホタルが出るときに目星をつけた生息
地の自治会長さんにいろいろ来ていただいて、
ここの現場の自治会長さんから話を聞いて、
「なるほど、そんないいことを。じゃあやっ
てみよう」という話になっているわけです。
ですからそういう意味では、身近な実践例を
市内に作るというのは、とても説得力がある
ということを私たちも肌身に感じております。
地域の活動や資源とのネットワーク化
大体予想どおりチャプター２に行かなくな
ったのですが、ぱっぱっと見ていただきます。
先ほどの植田先生のお話にもありましたよ
うに、この地域にもなかなか皆さんが忘れ去
っていた資源がたくさんありました。１つは、
ホタルの里に竹がたくさん生えてきますので、
その竹を使って、環境省のイベントに合わせ
てキャンドルナイトなんてこともやっており
ます。
それから、地元にゆかりの児童文学があり
まして、これもあまり読まれていなかったの
です。これがたまたま戦後60年の節目の年に
アニメ映画化されました。
ここまで至る間にも市民団体の方の努力が
あるわけなのですが、そういうことがありま
したので、ちょうど先ほどのホタルの生息地
の周りには、丸木美術館という原爆をテーマ
にした美術館があります。そこでホタルと平
和をテーマにした展覧会を開きました。
そのときにホタルと平和に関係する絵を描
いている画家がいるということで、その絵を
貸してくれと連絡をしましたら、何と150号
の絵を３枚も描いてくれてしまいまして、
5000万円くらいするらしいのですが、これを
頂くということになりまして、これによって
前にお話しした10年間の委託費用はほとんど
元が取れたという状況になっております。
これもさらに１年だけでやめてはしょうが
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ないので、「柿の木プロジェクト」と申しま
して、長崎の原爆で被爆した柿の木を平和の
シンボルで植えている美術館の方がいるので、
これをまたこういう形で展開しております。
最終的には地元の小学校の作品がフランスに
渡るというところまで発展しております。
最後の方というか、最初からずっと急ぎ足
で大変お聞き苦しかったと思うのですが、以
上で私からの報告を終わらせていただきます。
ありがとうございました（拍手）。
（東松山市・参考資料画像）
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（東松山市・参考資料画像）

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものをそのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（司会） ありがとうございました。コミュニケーションに時間がかかるであるとか、ど
うやったらそのような地域公共人材的な人が生まれてくるのか、そのきっかけという辺り
も今の事例の中で見出していただけたのではないかと思います。やはり時間はかかります
ね。でも、プロセスこそが大変素晴らしい成果になっているのだろうなと実感いたしまし
た。
では、続いてお願いいたしましょう。今度は「ボランティア・ＮＰＯ１％支援制度」と
いうことで、千葉県市川市企画部ボランティアＮＰＯ担当の五十嵐盛春さんに事例の紹介
発表をしていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします（拍手）。
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Ⅵ．先進事例紹介

～日本の自治体の挑戦～

④「ボランティア・ＮＰＯ１％支援制度」
五十嵐

盛春

（千葉県市川市企画部ボランティア・ＮＰＯ担当）
http://ichikawa.genki365.net
http]//www.city.ichikawa.lg.jp/index.html
私は市川市の企画部のボランティア・ＮＰＯ担当の五十嵐といいます。市川市の企画部は一
昨年の４月から課がなくなってしまいました。よく行政は縦割りで協力をお互いにしないとい
うのがあるではないですか。悪いのは課長だと（笑）。それで課長はクビ、課長はみんなマネ
ジャーになりました。だから私はここの担当マネジャーの五十嵐です。マネジャーになりまし
たので、職員が「マネジャーが何を言うか心配だ」というので、付き添いで１人来ています。
麻生です。麻生首相の麻生と同じ時を書きます。関係はありませんよ。

さて、これは表紙です。「納めた税金で」
と書いてあります。１％支援制度。前は「納
めた税金で」というのが入っていませんでし
た。これは私たちの方が良くないのですが、
今だにＮＰＯを選んで市に投票すると１％余
計に税金を納めなければならないという誤解
もあるのです。それで去年辺りから入れだし
ました。
市川市の概要・特徴
これが市川市です。ご存じの方はたくさん
いらっしゃると思いますが、東京に隣接して
います。人口47万人、面積は56k㎡ですから
狭いです。人口密度は高いです。鉄道がたく
さん入っています。東京への便が良い、住宅
地というイメージでいいと思います。
とはいっても、北の方はナシの栽培が盛ん
です。真ん中の方は住宅地です。この緑は昔
から群生しているクロマツです。南は東京湾
に面しています。海に面したところは工場や
倉庫、その北側に東西線メトロの開通ででき
た市街地が広がっているという状況です。
ということは、市川都民という言葉もある、
そして千葉都民という言葉もあります。住ん
でいる人の約４分の１はやはり東京へ通勤・
通学されています。どうしても目が東京へ行
ってしまうということですね。それとサラリ
ーマンが多いです。税金の面では、給料を渡
されたときに税金は取られてしまっています
から、自分が幾ら税金を納めているか、なか
なか関心を持ちづらい。
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ですから、地域になかなか目を向けてもら
えないという状況もあると思います。かとい
って一方では、地域は今、いろいろな問題、
ニーズが多様化しているし、山積しています。
もう役所ではやりきれません。やろうとし
てもやりきれない、手が届かない、そういう
状況があります。つまり地域には目を向けて
もらいたいのだけれども、目を向けてもらい
にくい状況もあるし、地域は今問題が山積し
ている。ただ、そんなことを言いましても、
地域で自分たちの中で地域をちょっと良くし
ようということで、活動している人たちも増
えてきています。今、市川でも私たちが知っ
ているだけでも300を超える団体がいろいろ
な活動に取り組んでいます。それは私たちが
知っている数ですから、知らない団体まで入
れたら恐らくこれの何倍になるでしょう。
「市民力」「地域力」を高める
私はもともと学生のときから勉強が大嫌い
で、今は仕事は大嫌いで遊ぶのが大好き。こ
ういう難しい図を見ても訳が分からなくて頭
が痛くなってしまいます。でも、１つだけ分
かるのです。市民活動への支援、これは必要
だなと思っています。
ちょっと時計をさかのぼりますが、私のと
ころができたのは平成11年で、当時はボラン
ティア支援課でした。今はボランティア・Ｎ
ＰＯ担当です。何をやってきたかというと、
市民活動の自発性・自主性を最大限尊重しな
がら、側面から支援してきたと。そのような
活動に取り組んできました。
１％支援制度の概要
この１％支援制度の概要ですが、先ほど申
し上げましたとおり、地域に関心を持っても
らいたいのだけれども、なかなか目を向けて
もらえない。かといって地域は課題が山積し
ている。そういう中で、ちょっとずつでも市
民活動が活発になってきている。ここをどう
しようかと。そこでこの１％支援制度が出て
きました。ヒントはハンガリーのパーセント
法です。ハンガリーは納税者が税金を納める
ときに、支援したいＮＰＯを選べるのです。
そうすると国の方で、その人が選んだ団体
に税金の１％を支援する、そういう仕組みを
持っているのです。それを私の方の千葉光行
市長が知って、トップダウンで始まったとい
うことです。
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仕組みはどうなっているかというと、ボラ
ンティアやＮＰＯ団体が「今度こういう事業
をやります」と市にエントリー、提案します。
それを受けた市は審査会をやります。そし
て審査会で通って、「いいよ」となった団体
を広報誌などで市民にお知らせします。それ
を見た市民が、「この団体、いいな」と思っ
たら市の方に届け出ます。投票ですね。そう
すると市の方は、その方が過去１年間に納め
てくださった市民税の１％、これは私たちは
分かりませんが、税の職員は分かりますから、
計算して、選んだ団体に補助金で交付する。
そういう制度です。ちょっと分かりづらい
かもしれません。例えば年間20万円の市民税
を納めている人が、例えばＡという団体を選
んだとします。そうすると、2000円を市の方
でその団体に補助金で交付する、支援すると
いう仕組みです。ですから、大体このぐらい
の納税者が今回参加してくれるなというのを
見込んでおいて、それを補助金という予算に
計上しておいて、その中から支出するという
ことです。

制度の実施状況
これが制度の実施状況です。平成17年から
20年度までです。20年度はエントリーした団
体は104団体と過去最高になりました。納税
者の参加ですが、毎年5000～6000人台で来
たのですが、20年度は8200人と、１万人に
迫るような状況になりました。支援の金額も、
この制度は基金も持っています。市民活動は
広げたいけれど、ここには支援したい団体は
ないというときは基金へ積み立てるのです。
それを選ぶことができます。これは将来の
市民活動の支援に使う貯金のようなものです。

今まで行政の補助金は、行政と団体の間で
決めてしまっています。もらっていない団体
はやはり、「なぜあそこはたくさんもらえる
のか」というのがあるではないですか。「う
ちはもらっていない」とか、「うちはもらっ
ているけど、あっちはいっぱいもらっている、
おかしいじゃないの」と。これはそうではな
くて、どの団体に幾ら補助金を出すかは、市
民が決めるという制度です。市民の意向を最
大限尊重して団体に行政が補助金を出すとい
う仕組みになっています。
この制度は平成17年からスタートしました。
17年、18年と２回やったところで、少し中
身を変えました。１つは、納税者が選べる団
体を、最初は１人１団体だったのを３つ以内
にしました。１人で幾つもの団体に関係して
いるという方も結構いらっしゃいますし、複
数選べれば、ご主人に言って専業主婦が自分
の意見も入れてもらえる。そういうことも可
能ですので、３つまでにしました。
それと、納税者でなければ団体支援に参加
できなかったのですが、これを変えました。
e-モニターとエコボカードというものがあ
ります。e-モニターというのは行政でやって
いる、インターネットとメールを使った行政
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モニター制度です。市からアンケートを送っ
て回答するとウェブ上にポイントが貯まって
いって、そのポイントで団体の支援に参加で
きるものです。エコボカードというのは、
「エコ」とはエコロジーのエコ、「ボ」はボ
ランティアのボ、市が指定した環境活動やボ
ランティア活動に参加すると、ここにポイン
トが付いていくのです。そのポイントでもっ
て団体の支援に参加できる。１ポイント１円
に市の方で換算します。

今までは大体、年間で基金への積み立てを
含めて1400万円くらいだったのですが、20
年度は基金への積み立てを合わせて2000万円
近くの支援になってきているという状況です。

これは20年度の団体の分野別の活動です。
保健・医療・福祉、学術・文化・芸術・ス
ポーツの振興、子どもの健全育成、環境の保
全という形で、結構いろいろな多様な活動が
支援を受けているということです。
これは21年度の団体のエントリーはもう受
付が終わりました。１月から２月に受けまし
た。そうしたら今年は130団体がエントリー
しています。去年は104でしょう。このうち
98団体がエントリー継続です。そして新しい
団体、今まで１回もエントリーしてこなかっ
た団体が27入っています。ただ、平均希望額
は落ちてきているのです。皆さん大体、何回
もやっていると、自分はどのぐらい支援を得
られるか身の丈が分かってくるのです。最初
はやはり、たくさん夢を持って大きな額を希
望したっていいのです。でも大体、現実が分
かってくるとこういうふうになるわけです。
事例紹介
幾つか紹介します。これはＮＰＯ法人のい
ちかわ地球市民会議で、環境共育教材、ＤＶ
Ｄの作成と普及です。これは小学校を会場に
親子でエコクッキングをやっているところで
す。
これは、市川市は健康都市の宣言をしてい
ます。それを推進している市民活動団体もあ
ります。この団体は、これもやはりエコクッ
キングをやっているところです。
それからこれは、市川にじゅんさいという、
植物のじゅんさいにちなんだじゅんさい池と
いうのがあります。この池の周りでのウォー
キング・ランニング大会、健康づくりや地域
の交流などを目指す事業です。
これは土曜サロン事業といいます。昔、縁
側というのがあったでしょう。地域の人が集
まってきて、温かいふれあいの場、それを町
の中に再生しようという土曜サロン事業です。
規模はちょっと大きいのですが。
制度の効果
さて、これは効果です。もちろん団体への
資金的な支援というのもありますが、もう１
つは、団体の活動を多くの市民に知ってもら
えるという効果はありました。広報誌を見て、
「この団体の活動がいいから自分も参加した
い」「納税者ではないけれどもボランティア
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でサポートしたい」「連絡先を教えてくれ」
など、いろいろ入ってきました。また、団体
の方も、行政に目を向けても一銭にもなりま
せんから、市民に言わなければならないので
す。「私たちはこういう事業をやります」と。
そして、言う以上は自分たちだって事業を
しっかりやらなければなりません。やった結
果は全部公開ですから。事業報告書や決算書
は市の方でインターネットに載せています。
やはり意識が変わるでしょう。これは市の方
がというか、市民が団体を支援しているわけ
でしょう。それで団体は直接間接に市民にサ
ービスを提供するのですね。そういう仕組み
を行政が作ったというようなことで、協働の
推進にもなっているのかなと思います。 これ
は20年度の団体の分野別の活動です。保健・
医療・福祉、学術・文化・芸術・スポーツの
振興、子どもの健全育成、環境の保全という
形で、結構いろいろな多様な活動が支援を受
けているということです。
この制度は全国で初めてだったのです。そ
れで視察はたくさん来るのだけれども、ちっ
とも後がなくて孤立無援でしたが、20年度に
入って既に一宮市さん、大分市さん、恵庭市
さん、それから岩手県の奥州市さんもやって
います。それから、21年度は千葉県内で八千
代市さんがやります。全く同じではないです。
ちょっとずつ違いますが市民税の１％とか、
市民がＮＰＯを選ぶという点では共通です。
地域ポイント制度
これは地域ポイント制度です。エコロジー、
環境活動やボランティア活動をするとポイン
トが貯まっていって、それを１％に使える。
ただし、これだけだと広がりが少ないので、
広がるために市の公共施設に入場できる、市
が出している環境関係の本に換えられるなど
の使い道も作ってあります。
めざすもの
最後、上の方はちょっと分からない。ネッ
トワークなどと聞くと急に頭が痛くなってし
まいます。分からないのです。ただ、１％は
目的ではないですよね。手段ですね。やはり
目標は、この制度がなくても市民が直接、
人・もの・金で市民活動を支援するようにな
ればいいわけでしょう。そのようなことで、
これが一番の到達点、目指す頂かなと思って
います。
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このようなことをうちのやつに言うと、
「だからあんたはばかなのよ」と言われるの
ですが、そんなつもりでやってきました。

（市川市・参考資料画像）

ただ、現状を見ると、確かに納税者の参加
は全体の納税者の２～３％ですから、もっと
もっと市民活動を理解して参加してもらえる
方が増えていかなければならないし、そのた
めにはまだまだ行政もたくさんやることがあ
ると思っています。
私はこの３月で満期除隊なのです。定年で
す。現状では本当にこの世界、目指すところ
からすれば、「日暮れて道遠し」ですね。で
も、私は地域で何ができるか分からないけれ
ど、恐らく行っても何もできませんよ。
分かっています。でも、何かできることが
あればいいかなと思っております。以上です。
ご清聴ありがとうございました（拍手）。

※セミナー録掲載のスライドに関しては、作成した講演者のものをそのまま掲載しております。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（司会） ありがとうございました。今の市川市さんからの事例でも、やはり何か素材
を持っている、素質を持っている人がいても、制度をそこに組み入れることで一気に花
咲くということがあるのだろうなという印象を受けました。
それではここで、いろいろとご質問したいということがあったのではないかと思いま
すので・・・、後ほどあらためて、その辺りはまとめておいていただいて最後にご質問
のコーナーを作らせていただきたいと思います。
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Ⅶ．元気が湧いてくる
～映像による日本の先進事例紹介～
（北九州市・多治見市・飯田市・水俣市）

（司会） 私どもがこの日本の環境首都コンテストをスタートしたのが2001年でした。
10年間のプロジェクトで実施していこうということで、スタートした当初は随分まだ政
策的にも今ほど新聞等にも取り上げられることがなかったのですが、ここ数年でぐっと
情報が全国、日本各地に届くような状況になってまいりました。
いろいろな自治体の方と交流を深めていくに従い、私たち全国ネットワーク自身も大
きな糧を得ることができたと感じております。その中から今日は、先ほど提案という話
がございましたが、７つのポイント、こういうところがポイントではないかと見えてき
たところを、今日は先にＤＶＤの映像で、先進事例を中心にしてそのポイントをまとめ
ましたのでご紹介をさせていただきたいと存じます。では、30分ほどにまとめておりま
すのでご覧いただきます。

映像による掲載事例紹介

＊＊＊ＤＶＤ上映

30分＊＊＊

（司会） 今、ＤＶＤの方で先進事例集の中から、今回の私たちからの提案である７つ
のポイントの視点に基づいてまとめたものをご覧いただきました。事例といたしまして、
最初に北九州市、２つ目が多治見市、３つ目に飯田市、そして水俣市、この自治体の例
をご覧いただきました。いずれも住民参画による取り組みであり、地域がどんどん元気
になっていっているという様子を皆さんにお伝えできたのではないかと存じます。
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Ⅷ．参加者との質疑応答・ディスカッション
１）東京会場
杦本育生氏 植田和弘教授
五十嵐盛春氏

加藤敏彦氏

２）京都会場
杦本育生氏
江上昇氏
※司会

宗田好史教授

溝口淳氏

下村委津子氏

（１）東京会場
（司会） それでは植田先生に少しお残りいただいて、お一人かお二人ぐらいでしょうか、
ご質問をお受けできるかと思いますので、もし質問をお持ちでしたら、ちょっと手を挙げ
て合図をしていただければと思います。よろしいでしょうか。恐らく時間的には５分くら
いの時間ということになるかと思いますので、もしこの機会に質問してみたいなという方
がいらっしゃいましたら、ご遠慮なくどうぞ。
（質問者１） 最後におっしゃられた地域公共人材、地域コミュニケーションと公共的討
議がすごく重要であるというお話の中で、主体的になってくるのは地域の中の住民、要す
るに人の方でしょうか、それとも公共、地域というエリア、公共の方が主体になるべきな
のでしょうか。そこのところをお聞かせいただければと思いました。
（植田） それはもちろんＥＵ、ヨーロッパの持続可能な都市のご紹介をしたように、そ
の地域の人が集まって、討議して決めると。取りあえず、どういうまちづくりにすべきか。
これは基本です。ただし、どこから進めていくかという場合に、いろいろな進み方がある
のではないかと。何か１つだけの進み方しかないと思う必要はないのではないかと思って
います。つまり、本当は組み合わせなのでしょうね。
首長さん、これはやはり投票で選ばれているので、この人の持っているビジョンは重要
な問題があります。住民のビジョンを体現しているはずなわけです。この人が「サステナ
ブルシティ、何のこっちゃ」などといって全くやる気がないという場合に、サステナブル
シティの動きが活発にいくかというと、そうなかなか簡単ではないのではないかというこ
とです。ですから、やはり大統領を選んでいるようなものです。それはものすごく重要な
意味を持っています。同時に、やはり地域の内部にそういうまちづくりをしようと思って
考えている、動いている人たちというのがある程度必要ですね。みんながみんな最初から
全部そうだというわけでは全然ないのでしょうけれども。
それと、私が割と重要だと思うのは、実際に自治体の中に、ちょっと私は冗談のように
言うのですが、最低３人、やる気のある人。というのは、実際の職員の方は私は長らくい
ろいろなお付き合いをしていますが、大変潜在的には能力をお持ちだし、かつ、まじめな
人が多いですね。何かちゃらんぽらんという人はあまり多くない。でも、その人たちの気
持ちの中に、一生懸命やってみようという気持ちが出てこなければいけないでしょう。誰
がこの気持ちを出させてくれるかというのがあるので、これはやはり住民自身がいろいろ
働きかけをするということがあるでしょうし、首長の役割も大きいと思います。その３つ
が組み合わさったら、かなり大きな動きが出てくる可能性が出てくると思うのです。です
から、どこから先かといわれるとちょっと難しいところがあるわけですが、今の３つの条
件はそろわなければならないのではないかと思います。

78
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

それが、どこかが先にどちらかに刺激を与えるというようなことは当然あろうと思うの
ですけれどもね。そのような感じです。
最後に申し上げたことは、それなりに可能性があると私が思っている理由は、もちろん
非常にマクロに見ると、やはり日本は戦後の50～60年という長い間で見るとものすごい発
展をしたわけです。これは何が一番の原動力かというと、これは人でしょう。そうすると、
経済発展に寄与した人たちがたくさんいるわけです。それが地域にたくさんいらっしゃる
わけです。でも、長らくその人たちは、会社には行っていた、あるいは役所にも行ってい
たかもしれないけれども、地域のためになっていたかという問題があると思うのです。で
すから、能力はお持ちなのだけれども、それが私が先ほど言った資本資産で、資産として
はいろいろあるかもしれないけれども、それがまちづくりに使われていないのです。です
から討議は何をするための討議かというと、資産をまちづくりに集めるためのものです。
そういうことではないかと思うのです。
ですから、マクロに見ればそういうことで、日本の発展のために寄与できたというのは、
やはりその人の持っている能力ですね。あるいは、もちろんいろいろな経緯からその能力
は引き出されたわけですが、それが良い意味のまちづくりに公共的に使われているかとい
われると、それが大変弱いということです。でも、定年後の人たちは随分まちづくりをし
たがっているのかもしれないけれども、何か講演会などがあると、ものすごくたくさん来
ておられたりします。ですから、いろいろな意味で一人一人としては志を持っておられる
方もいらっしゃるかもしれないのですが、残念ながら私が最後に行ったような場があまり
なくて、そのことがまちづくりに生かせるプロセスが具体化されていない。そういうふう
に思えてならないということです。
（司会） ありがとうございました。もうお一人、いらっしゃいましたか。では、先にお
二人まとめて聞いてみてもよろしいでしょうか。では、ご質問をお二人まとめてお聞かせ
いただいて、お答えいただこうと思います。
（質問者２） 今おっしゃっていたのは実務的というか、本当にリアルな質問なのですが、
コミュニケーションをするというのは本当に理想として非常に重要なのですが、時間がか
かるというところが実務的にはかなりあるのかなと思っています。例えば北九州のグラン
ドプランなども何百回という会議をして作ったものであったり、私も委員などをやってい
ますが、この人にどれだけ説得しても10年も変わらないのではないかと思うことがよくあ
るわけです。お話として理論というか理念的に非常に重要な基本的なことをおっしゃって
いただいたのですが、その辺り、先生も専門家としていろいろなところに出られていて、
実感するところもあるのですが、民主主義はやかましいといって非難された人もいますが、
かなりやかましくて、しかも時間のかかるもの、これは本当に時間をかけてゆっくりやっ
ていくしかないのかなというところについて、どうお考えかなと。
（ 質 問 者 ３ ） 今 日 の 植 田 先 生 の 話 で 非 常 に 関 心 が あ り ま し た の は 、 Regional
ecological economyということで、エコロジーに適合する地域経済の具体的なイメージを
お聞きしたいと思うのですが、先ほどのハピネスリサーチのところでもありましたが、人
間の幸せを決定する要件としていろいろなものがあり得ますが、恐らく食料がまずちゃん
とある、エネルギーがあるということが非常に決定的だと思うのです。エコロジカルなエ
コノミーという場合に、景気ですね、私は昔の藩ぐらいの景気で、食料・エネルギーをあ
る一定自給できる経済圏があって、その地域内で生産できない財やサービスに関しては地
域全体から収入を得て、他の地域から持ってくると。生活基盤に関するものは、ある循環
圏域内で自家生産消費をしていくには、そこに必ずしも貨幣が入らなくてもいい景気を含
めたものがRegional ecological economyなのかなと感じたのですが、その辺りのイメー
ジをお持ちでしたら、お伺いしたいと思います。
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（質問者４） 一番初めの質問と関係してくるのですが、地域公共人材が必要だというこ
とで、ただ、今ちょっと私が思うに、地域にかかわっていこうとするときに、大学人や企
業人の人などがかかわってくるときに、結構、地域に関して無関心というところがすごく
ネックになっているのではないかと思うのです。一応、行政に税金も払っていて、企業も
税金を払っているわけで、地域などのインフラ整備なども行政がやる仕事だという認識が
多分大きいと思うのです。
そういったところで、今成功している事例などはどういうところがきっかけになってブ
レークスルーしていったのか。きっかけというところに何があったのか。それが参考にな
るのではないかと思って、お聞きしたいと思います。何かあれば。
（植田）

ちょっと質問の趣旨が分からないのですが。

（質問者４） 今、多分、日本でも、地域公共人材のような方が出てきて地域が持続可能
な形で活性化しているという事例を私はあまり知らないのですが、まだこれからだと思う
のですね。そういうときに、そこに住まわれている、例えば一般の生活者やお勤めの方な
どが、地域公共人材というか、要は地域にかかわっていく人材として変わっていくきっか
けというのは何なのかなと。イメージとしては多分そのような地域を活性化するのは行政
の仕事だという認識がすごく大きいと思うのですが、そこで例えばフライブルクなど、分
からないですが、海外の事例でも、何をきっかけとして市民が地域のまちづくりに積極参
加するようになったかという、そのきっかけのようなものが、何か分かりやすいものがあ
れば教えていただきたいと思います。
（司会）

もう１人いらっしゃいますか。

（質問者５） 私は今、環境市民で「エコ地蔵盆」というプロジェクトに参加しているの
ですが、地域の伝統的なお祭りに、「ゴミを減らしませんか」「子どもたちに添加物の入
っていないおやつを与えませんか」という提案をして自主的な活動をしてもらうという取
り組みをやっているのですが、一昨年やった地域で、一昨年やった取り組みの成果が実は
去年は何も残っていなかったりするのですが、最後の先生のスライドで、持続可能な地域
社会の最後のポイントで「学習する地域」とありますが、自主的に学習する地域にするた
めにはどういう要素が必要だと思われますか。
（植田） これはもう、とても全部答えられない。とても全部それぞれが難しいというか、
とても大事な的確なご質問だったと思いますが、よく聞いてくださったとも思いました。
うれしかったですが、簡単には答えられないですね。一応ちょっとだけ言います。
最後の質問から、おっしゃったとおりです。ご存じだと思いますが、京都大学の理念は
自学自習なのです。自分で勉強してく。ただしこれは放任とは違います。自学自習をでき
る人材を作るというために教員がいるわけです。これはサポーターです。それが必要なの
です。ですから、地域でそういう人材を作るためにも、本当は地域でそういうことをして
いけるようにしていく。ひょっとしたらＮＰＯはそういうことをしていく役割を持ってい
るのかもしれません。行政だけとは限らないというものだと思うのです。その辺りは大変
重要な問題だろうと思います。民主主義には時間がかかるというご意見がありました。こ
れは確かに時間がかかる。でも時間をかけなければいい結果が出るか、あるいは時間をか
けなかったことはとても良かったかということですが、もちろん民主主義のコストという
問題を考えろというお話かと思いますが、やはり一度そういうことを経験していくことが、
一種の学校ですから、それが蓄積していくのです。ですから、おっしゃったとおりで一種
の議論付きで結論も出せる、そういうコミュニ ティにどのようにしていくか。違う意見
を持っているけれども、そのことを確認し合った上でもまちづくりを進められる地域にど
うやってしていくか。そういうことを担える人材に変わっていくということですね。そう
いうプロセスだという理解をします。
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ですから参加のきっかけというのもそういう面があると思うのですが、ただ、この参加
の きっかけというのは、そういう地域的なものもありますし、全体的にはやはり行政組
織にしろ企業にしろ、30年前の企業と今の企業ではだいぶ違います。一応ＣＳＲといって、
どの程度確実にかっちりやられているかということはありますが、あれは言わざるを得な
いわけですし、それを言うことを、やはり社会は評価するように変化があるわけです。そ
うすると、参加の機会などもいろいろな形であって、そのことが参加することの重要性を
理解するみたいなこと。
だから私は、環境アセスメントのようなものが最初にでてきたときに、全然役立たない
ものではないかと言った人もいましたが、やはりそれを経験することできっかけになった
面もあります。そういう制度化も重要ではないかという気がします。
それから最後に、おっしゃるとおり、どのようにエコロジーに適合した経済システムに
変えていくかという移行戦略ですね。現在は逆です。どちらかというとエコロジーが壊れ
る方向にずっといくような経済システムですから、それをどうやったら転換できるか。そ
のときに、転換できる先にあるものをイメージするというのも、ビジョンを描くというの
は１つの分かりやすい考え方でやるべきだと思いますが、同時に移行の過程が重要です。
移行の過程をどのように考えるかが緻密でないと駄目だと思います。それは現実にその市
場のシステムの中でやっている場合に、これを出すということで私は勉強しましたが、同
じ市場といっても、例えば環境税が入っている市場と、そういうものが全くない市場では、
やはりちょっと違うのですね。ですから、ローカルなエコロジカルリソースを活用するこ
とが評価されるような市場に変えるというようなことを重ねながらいかなくてはならない
のではないか。最初から全部を設計できるようにはいかないのではないかと思うので、そ
ういう取り組み方をしたらどうかというのが私の考えです。
（司会）

ありがとうございました。（拍手）それでは引き続き質問をお受けいたします。

（質問者６） 東松山市の方にお尋ねしたいのですが、10年間で市が供出した費用はどの
くらいかということと、もう１つ、ホタルを飼うためにえさが必要になると思うのですが、
そのカワニナなどの飼育や調達をどのようにされたのか。同時に、カワニナなどはアメリ
カザリガニ等に食べられてしまうと思うのですが、そういう池の中の保全等はどのように
進められたか、その辺をちょっと教えてください。
もう１つ、市川市の方にお聞きしたいのですが、１％支援をして市民がそれに対してい
ろいろな意見を持っていると思うのですが、その中でのかっとうはどのような問題が起き
たのか、それに対して解決する仕組みはどのように作られたのか。その辺を教えてくださ
い。
（司会）

ありがとうございます。では東松山市さんの方からまずご回答をお願いします。

（加藤） 費用的なことはそらんじていないのですが、先ほど申し上げましたように10年
間、専門家の方にも一緒にお付き合いいただいておりますので、その委託料が大体10年間
でほぼ5000万円です。それは先ほどの絵でちゃらになったのですが、そのほかに工事費が
３年間で1000万円ぐらいかかっておりますので、大体6000万円ぐらいかと思います。10
年間ですから安いか高いかという話がありますが、最初の絵でホタル公園を作るときには
２億３億という話になっておりました。
それから、カワニナうんぬんですが、われわれは環境サイドの仕事なので、これは元か
ら自然にいるホタルがより住みやすいように応援しているだけで、増殖や飼育ということ
は一切しておりません。そういうものには一切、手を付けておりません。
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ザリガニその他については、地元の方のメンテナンスの作業を通年でいろいろやるわけ
ですが、そのときには専門家の方にちゃんとレクチャーをしていただいて、「こういう植
物は外来種だから取り除きましょう、こういうのは残しましょう」など、一つ一つそうい
うものを現場でおさらいしながら、今後地域の方が自主的にやっていただけるような形を
今は業者の方の工事と並行してやっていますので、前の３年と工事中の３年を合わせて６
年、そのような形でやっておりまして、だいぶ地元の方にも理解していただけるようにな
っております。
（司会） ありがとうございます。費用対効果はかなり人が生まれるというところでは大
きいのではないかと思いました。では、市川市さんから、市民からのご意見や、そういっ
たところでの課題と解決ですね。
（五十嵐） この制度についてやってから、毎年団体へのアンケートや、e-モニターを通
じてアンケートをしています。「この制度は良くないからやめちゃえ」という声はほとん
どありません。ただ「改善できるものは改善して、この制度をもっと充実させてほしい」
という声が一番多いかと思います。では、どういう仕組みを持っているかということです
が、特別な改善のための仕組みはありません。ただ、団体の声やe-モニターの声はいろい
ろなところで拾って、その上で今、進めているという状況です。
（司会） ありがとうございました。続いてご質問はございますでしょうか。では、お願
いいたします。
（質問者７） 私も長いこと、こういう分野でだいぶいろいろな議論をしてきましたが、
簡単にコメントです。質問ではありません。今日のお話の中心は、植田さんのお話もそう
ですし、杦本さんのお話ももちろんそうですが、日本でしばしば出てくるのは「国が駄目
だ」という話が非常に強くて、地域から日本を変えるというお話、この話自体には私は特
に異論はありません。結構だと思いますが、日本で今一番求められていることは何かとい
うと、私の認識では国と自治体、あるいは市民と言ってもいいと思いますが、これらのベ
クトルが合っていないことだと思うのです。
ですから、日本で一番やらなければならないことは、国と自治体、あるいは市民が、こ
の大問題に対して同じ方向で行動できるような仕組みを作る、仕組みというか雰囲気を作
るということが多分一番重要なのだと思います。なぜそういうことを言うかというと、一
例を言いますと、皆さんご存じだと思いますが、橋本大二郎、以前高知の知事だった方で
すが、「高知から事を起こすんだ」という意気込みで知事になりましたが、やはりこれは
国を動かさなければ駄目だというので、これから衆議院か参議院か忘れましたが、議員に
なるのだという活動をしています。そのほかに同じようなことを言っている人たちがいま
すので、私はこの国で最も重要なのは、ベクトルをそろえてこの大問題に向かうことが必
要ではないかと思います。どうもありがとうございました。
（司会）

ありがとうございました。ほかにご質問はございますでしょうか。どうぞ。

（質問者８） 先ほどに引き続きまして、東松山の事例は聞かせていただいてとても感動
したのですが、特に１人の中学生の発見から始まって、それに市が動いて、そこに市民が
参加して、結果として協働の場になったという点が大きいと思います。それを単に観光開
発にせずに、コモンズを作って住民のキャパシティといいますか、能力形成の場にしてい
ったところが素晴らしいなと思ったのですが、そういったプロセスの中で、行政と市民の
関係性や市民の意識などの部分の変化にはどういったものがありましたでしょうか。お願
いいたします。

82
©財団法人ハイライフ研究所 http：//www.hilife.or.jp

（加藤） 今日はホタルの話しかしなかったのですが、うちの市では一番最初が平成11年
でやはり同じスタートなのですが、基本計画を作った後に、いろいろな事業を市民団体と
一緒にやりまして、今パートナーシップ協定を結んでおります。
ただ当初は市民団体、これもいけいけの皆さんですから、いけいけの皆さんとえいやと
普及啓発をしても、なかなか一般の方は付いてきてくれません。そんなこんながありまし
て、行政というのは市内をあまねく何かをしなければならないという呪縛があるのですが、
ホタルも実は一つの例なのです。ですから、その地域地域でネタを探して身近な実践例を
作って、そういうパートナーシップがもともとバックグラウンドにあるものですから、そ
ういう皆さんと一緒にやっているということなのです。
ですから、ホタルだけが進んでいるのではなくて、全体のパートナーシップもあります
し、違う地区ではホタルと全く関係ないことをやったりしているということなので、ちょ
っとその辺が見えにくかったかなと思いますが、その辺でご理解いただければと思います。
（司会） 地区ごとの、自分たちにとって何が大切なのかというのを見つけられて、それ
を協働という形で高められていっているというお話なのだと思います。ありがとうござい
ました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊

２）京都会場

（司会） 只今ご紹介しましたＤＶＤの中身も含めまして、皆さま方から今度はご質問等
をお受けする時間にさせていただきたいと思います。今までお話を発表も聞いていただき、
何かこれを聞いてみたいと思われることがありましたら、ご遠慮なく。はい、早速、手が
挙がりました。ではマイクの方をお願いいたします。
（質問者１） 環境首都コンテストという表現がちょっと私は気になるのですけれど、
「首都」と言われると、例えば池田町など山村の人は「首都なんか・・・」と。だから、
なぜ都を付けるのかということがちょっと気になります。これと同じことが、よく環境関
係のセミナーで起こるのですけれど、市民団体や市民が付くと、「いや、われわれは村の
人間やで」となるでしょう。だからやはり、環境首都ではなく、環境地域か環境村づくり
か、何でもいいですけれど、タイトルが首都ではちょっとまずいなということが気になり
ました。
それから、宗田先生の言われたバックキャスティング、だから今、日本の社会が非常に
経済発展したというか、産業革命以来、世界中の先進国が発展して、それで地球温暖化が
起こり、それを今、環境関係で何とか食い止めようといろいろやっていると、目標値を定
めてそれをバックキャスティングで行動計画を立てていく。そうなると、誰がそれを立て
るのか、誰がコーディネートするのか、マネジメントするのか。その道筋を決めないと、
言葉だけのところで終わってしまうので。私の提案では、それは政府に任せるのではなく
て、むしろＮＰＯが、あるいはそれをやる企業が出てきて、それがコーディネートしてい
くというのがベストではないかというのが個人的な意見です。
（司会）

ありがとうございます。では、このご意見に関しては・・・。
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（杦本） では、端的に。環境の首都というのは、首都のイメージが多分、人口の多い町
だというふうにとらえられていると思うのです。われわれは首都というのはそう思ってい
ないです。首都というと、日本の場合は東京なので大都市を思いがちですけれども、でも
考えてください。世界の町を見たら、人口の一番多い町を首都にしている国ではないとこ
ろは結構いっぱいあるのです。環境首都というのは結局、日本の中で、環境でこんなにす
ごいことをやっている町があるのだと。それを環境の町というよりは、環境首都という名
で大きな影響力のある言葉にしたかったからなのですね。ですから、おっしゃるように環
境首都村でも環境首都町でも何でもいいわけであります。ですから、そういう意味で首都
のイメージも変えたいなということを考えたというのがあると思っております。
それから、おっしゃるようにバックキャストをやってその将来像を描いてやっていこう
と思いますと、誰がやるのかです。誰がやるかというと、われわれはいつも言っているの
ですけれど、やはり住人なのですね。われわれは環境市民という名前の団体ですが、この
市民は京都市民という意味ではありませんで、自分たちが自立して自ら動く民主主義の主
人公たる人間という意味で付けたのですが、僕たちが環境首都コンテストをやるのに、一
般的に住民と言っています。それを含めまして、要するにそういうことをやろうとなった
ら、コーディネートをする人が重要不可欠です。それはやはりＮＰＯ、ＮＧＯの大きな役
割だと思っています。そして行政の方も、そして地域も企業の方々も含めて、やはりそう
いうふうな方々がお互いに力を出し合って将来像を、戦略を描いていく。そういうことを
やらないと多分駄目だと。官僚がややっていけるものでは何でもないのだと。われわれも
そのように思っております。ありがとうございます。
（司会） それでは、池田町、尼崎市からもご報告をいただきましたので、その辺りにつ
いてもどんどんご質問ありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。では
向こうの方にマイクをお願いします。
（質問者2） 池田町さんと尼崎市さんにそれぞれちょっとご質問させていただきたいの
ですけれども、池田町さんの取り組みは、やはり地域の町民の方々の意欲の向上をしっか
りされて、より具体的な行動をされたということだと思います。それと、役場の職員さん
の意識改革と住民の方との連携する取り組みをしっかりされた。この辺りの取り組みを具
体的にどういうふうにされたのか、もう少し内容をお聞きしたいと思います。
それと尼崎市の江上様には、このような取り組みはとても大切なことだと思うのですけ
れども、ずっと維持する庁内の職員のモチベーションは、出だしはいいと思うのですけれ
ども、マンネリ化するとなかなか継続は難しいと私どもは思うのですけれども、この職員
の方々のモチベーションをいかに高めながら継続的に盛り上げていくか。このような秘訣
がありましたら、何かいい工夫がありましたら教えていただきたいと思います。以上２点、
よろしくお願いいたします。
（溝口） はい。一番難しい質問なので僕の個人的な意見でお答えさせていただきますが、
町長にいつも言われているのですが、よく公務員は公僕だと。先ほどあった、しもべだと
いうことと一緒なのですが、それとは別に、「お前たちは、まず町民だろう」と言われま
す。だから、「役場の前に町民なのだから、ましてやその町の金を頂いて働いているのな
ら、お前たちは昼間は町のために公務員で働くし、夜は町民として町の方よりも１歩前で
働け」と言われていまして、それを実践すると、3000人の町だと、「お前があれだけ頑張
っているのなら、おれもやるわ」というふうな、そういう乗りでありまして、あまり戦略
などはなくて、心に火をつけていくというのは、もう努力を一生懸命やるという・・・。
その結果が、面白いなどいろいろなこともあって、ああいうつながりになってきて、それ
でたくさんうまくいくと、次もまたやろうかというそういう順番で今、こけずに何とかき
たという状況でありますので。ちょっとお答えになっているか分かりませんが、そういう
ことです。
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（江上） 尼崎市の江上です。モチベーションの継続についてということですが、この業
務改善運動はいろいろな町でやっていますが、どこの町も数年たつとモチベーションの低
下やマンネリ化が問題という話を例外なくされます。実際、一番最初に始めた福岡市など
でも、市長が代わったこともあるのですけれども、取り組みが今現在、休止中となってお
りまして、これは非常に重要な問題なのです。
普通に漠然と考えられたら、別に頑張っても給料は一緒なのに、どうやってやる気を出
させるのかというのは本当になぞだと思うのですけれども、これが、いろいろ考えたので
すけれども実際に報賞やお金で動かすことは制度上できない。それでどうしたらいいのか
ということで、改善運動をそういう研修のシステムにしてしまってはどうかと考えたので
すが、これではやはり、やらされ感が生まれてしまう。どんどんテンションが下がって、
細かい、「エレベーターに乗らずに階段を使いました」など、そういう「一応、やった
で」というような感じのものが増えていく。これでどうしたものかと考えました。うちは
今、市役所は２人で担当をやっているのですけれども、もうそんなシステムややり方や制
度ではないだろうと。実際、人の心の連鎖だろう、ハートだろうという非科学的な方法に
辿り着きまして、もうどうしたらいいのだということで、とにかく自分たちが積極的に何
でもやって、いろいろなところに取材に行って報告する。今「じゃあなる」というものが
お手元にあると思うのですけれど、それですとか、いろいろな知り合いにメールを出す、
会いに行く、直談判する、飲みに行って運動に誘う、そういう非常に非合理的な方法でや
っていっています。
実際、でもそれが一番いいのですね。やるまでは、やはり「そんなまた、仕事を増やし
て」と言うのですけれど、やってみるとやはり自分の業務が便利になったりして「ああ、
これはいいな」となって、実際に自分で続けていってくれる。そして自分がやっていった
ら、またそれをいいと思ったら他の人にもつないでいってくれる。ハートの熱伝導などと
われわれは言っているのですけれども、そういう気持ちの伝染です。
そういったことで、職員が3000人いるのですけれど、自分自身が全員に伝えられないの
で、そういう分身を増やしていく、伝導、連鎖させていくという方向で何とか２人で3000
人の運動を盛り上げようと頑張っています。ただ、だんだんモチベーションは全体として
は下がりつつありますが、それで何とか持ちこたえてというところです。どんどん発展し
ているというところまでは行っていないですが、何とか維持しつつ、団塊世代が辞めると
きに、今、大量採用していますので、それをごそっと入れ替えてモチベーションを今から
５年で全員に植え込んで、がらっと変えてやろうかというところです。ちょっと話しすぎ
ました。
（司会） ありがとうございました。確かに池田町さんの溝口さんとは環境首都コンテス
トを私が担当していることもあって、メールのやり取りをするのですが、土曜、日曜、夜、
かかわりなくメールが、回答を求めたら返ってきますので、恐らくかなりの住民としての
活動もな さっているのだろうと思います。尼崎市さんの方でも、市長さんとお話したと
きに、市長さんがよく職員のことを褒められるのです。「すごいでしょう、うちの職員、
すごいでしょう」というふうに、自分の子供を褒めるように私にとても嬉しそうにお話し
てくださって、やはりそういうことも、ひょっとすると職員の皆さんのやる気につながっ
ているのかなと感じました。あるいは、やはりご担当者の方がコーディネーターになられ
ているというお話も市長さんから伺いました。やはり行政内でもそういうコーディネータ
ー役を務める方がいらっしゃるというのは大きいのかなと感じたりしています。
他にご質問がございましたら。どうぞ。
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（質問者３） ありがとうございました。溝口さん、江上さん、お二人にそれぞれお聞き
したいのですが、溝口さんにつきましては、環境市民さんの会報でも先月、確か農業が特
集されていまして、今、農業の関係の事例報告をいただいたのですが、実際、池田町の農
家の方たちは食べていけているのかという、そういうところをちょっと教えていただきた
いなと。すみません。実際やはり、言葉は悪いのですが、田舎に行った場合、この人たち
はなんで食べているのだろうというのが正直な感想でして、お願いいたします。
江上さんにつきましては、私は今、職場でＩＳＯ（ＥＭＳ）の担当をしておりまして、
やはり今回の事例でも環境の関連のものが結構出ておりましたけれども、それとＥＭＳの
ＰＤＣＡというものは、やはりかなりつながりがあると思うのです。その辺りのつながり、
ひょっとしたら部署によりましたら環境でやって、かつ改善運動でもやっているなどあり
えるかと思うので、その辺りでもし考えてらっしゃることがおありでしたらお願いできま
すでしょうか。お願いいたします。
（溝口） 池田町の溝口です。一番、最も難しい、飛ばしたことを聞かれたような感じが
あるのですが、まず結論を言うと、農業の定義によりますが、皆さんの一般に思われてい
る農業という、つまり僕が農業を経営していて、そこで家族を養っていくだけの所得を得
られるかというと、得られません。今、池田町の現実でということなのですが、規模も小
さいですし、正直言うと所得も農業というのは厳しいです。大体一番普通の、つまり農業
を専業にやっている夫婦の、大阪から移住されてきた方がいらっしゃるのですが、その方
に聞いたことはないのですけれど、大体、面積からいってやはり年収で600万、年商でい
けば800万とか700万で、そこから経費を引きますから、やはり400万と500万の間でしょう。
夫婦２人でです。ところが、実は食べてはいけるという、また矛盾したことを言います
が、２つの理由で食えます。１つは、僕はちなみに今、家があるのですが、１カ月、お金、
お財布を出さなくても４～５万で食べていけます。米は全部自分の家のもの、野菜も全部
自分の家、ガソリンと電気代と電話代ぐらい払えば生きていけるという意味で、池田町の
人は、住宅ももう80年、90年の古い家ですけれど住んでいますからお金がかかりません。
多分普通の皆さんの半分の所得でも、普通に皆さんと一緒ぐらいの生活ができるという意
味が１点です。 ２点目は、池田町は核家族がまだ10％になりません。ほとんど三世代で
す。おじいちゃんとおばあちゃんとお父さんとお母さんが全部働きます。だから、もし１
人230万か250万でも、４人同じなら1000万の収入になります。だから僕１人というふう
に、つまり個人で割っていくのではなく、家族全体で経営していると思ったら、実はそん
なに遜色ない暮らしが多分できます。
という意味で、実はそのこっぽい屋でおばさんたちが一番、うちの親でも70万や80万、
「80万？ 大したことないな」と最初はばかにしていたのです。でも月に割ると、年金暮
らしのうちの親にさらに６～７万のお金が入るというと、すごいことなのです。そう思う
と、それだけ見ると食べられない。100万では食べられないけれど、年金ももらってやる
とか、奥さんと一緒とか、おじいちゃんおばあちゃんと合わせてというと、実は食べてい
ける世界があるので、ここは実は古い、封建制などといわれますが、大家族で生きていく
ということはいいというか、生ける１つの方法かと思っていて、池田町はその線の中で先
ほどのようなこともやっております。
しかしこれから先、そのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなっていったときに、それが
できるのかという課題、つまり息子がいない、おじいちゃんが死んだ、夫婦２人というと
きにさらに食べていけるかという点が、実はそれは課題というかできていない点、今から
どうしようかと悩んでいる点であります。以上です。
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（江上） 環境分野の取り組みとの連携などについてという点ですが、実際、あまり連携
していません。個別にうちの市役所の環境の担当部署が環境に関する改善をして、それを
持ってエントリーするというところに止まっています。壁面緑化ですとか、あとは全庁消
灯する日を作ったり、そういったことはやっているのですが、そういう環境の部署の取り
組みとしてエントリーするというところに止まっているというのが現状です。
また、ＰＤＣＡでやっているかというところなのですが、実際にはわれわれ運営側はそ
ういう手法を念頭に置いてエントリーシートなども作ってやってはいるのですが、実際に
現場の人が本当にそれを理解してＰＤＣＡを実践しているかというと、あまりそこまで、
保育所やごみ収集の担当の方などはやっていません。ただ、職場の活性化ですとか、そう
いったものにはきちんと成果が出ています。ですので、ＰＤＣＡが効果的に回っているか
というと、そこまではできていないのが実態だと思います。
ちょっと話がそれるのですけれども、うちは行革部門がやっているのですけれど、名古
屋市などの改革改善運動は研修部門がやっていまして、きっちりそういう手法を全員にた
たき込んでやらせるというような形で、もうきれいにＰＤＣＡを回しているというような
自治体もあります。でも、何かうちの方が勢いがあって面白そうにやっているという自負
はあるのですけれども。実際にそういう理論的にやるのもいいとは思いますが、うちはそ
こまで・・・。そこにはこだわっていないというのが実態です。よろしいでしょうか。
（質問者3）

ありがとうございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

（司会） そろそろ予定の時刻になっているのですが、よろしいでしょうか。多分まだま
だお知りになりたいこともたくさんあるかと思いますが、申し訳ございません、
今回出版いたしました本の中にも、皆さんのご質問の答えになるようなところがたくさ
ん書かれていると考えております。ぜひまたご意見などをちょうだいできればと思います。
ありがとうございます。
それでは閉会に当たりまして、環境市民の杦本より一言ごあいさつ申し上げます。
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Ⅸ．閉会の挨拶
杦本 育生 氏
（NPO 法人環境市民 代表理事）
（環境首都コンテスト全国ネットワーク代表）

第17回 ハイライフセミナー
環境首都コンテスト～地域から日本を変える7つの提案～

出版記念セミナー

どうも皆さん、ありがとうございました。３時間半、本当に皆さん精力的にお付き合い
いただきまして感謝いたします。植田先生、宗田先生、溝口さん、江上さん、そして加藤
さん、五十嵐さん、本当にありがとうございました。
皆さん、どうでしょうか。ともすればやはり日本の社会は今あまり元気がないとか、先
が見えないというふうになっていますが、このように地域を見ていくと、決して日本の社
会も捨てたものではない、いや、なかなか希望があるではないかという部分が出てくると
思うのです。われわれは、そういうものをどんどんつむぎながら、私たちも国を変えたい
のです。日本を変えたい、また世界も変えたいのです。その基盤を地域に置きながら、国
に攻め上がっていくというのはおかしいですが、国をうまく動かしていきたいと思ってい
ます。
私どもはこういうコンテストを通じて、実はＮＰＯと自治体が違う立場だけれど、目標
を同じくして社会を変えようということはできるのではないかという感じに多くの人が、
思い出したのではないかと考えています。その辺が今までとやはり違っていたのではない
かと思います。われわれは今、このコンテストに参加していただいている市長さんや職員
の方々と一緒になって、次のいわゆる戦略的パートナーシップと呼ぶのですが、新しい、
もうちょっと高次元のパートナーシップを組んで、もっと日本社会全体を変えようという
動きを作っていこうと思っておりますので、ぜひ皆さんにもご注目いただければと思いま
す。
それから環境首都コンテスト、今年は2008年度がもうすぐ終わるのですが、あと２年あ
ります。まだご参加いただけていない自治体はまだ待っておりますので、あと２年はチャ
ンスがありますので、ぜひご参加いただければと思います。
あと２つお願いがありまして、１つは、今日ご発表いただいたいろいろな事例も含めま
して、この「環境首都コンテスト 地域から日本を変える７つの提案」でいろいろな事例
を取り上げていますので、皆さんぜひよかったら読んでやってください。お願いいたしま
す。
それから最後のお願いは、ぜひ皆さんの力も合わせていただいて、この日本を良くした
い、世界を良くしたいと思いますので、皆さんの多様な意見で多様な議論をしながら、そ
して議論だけではなくて動いていきたいと思います。ぜひお付き合いいただければと思い
ます。どうもありがとうございました（拍手）。
（司会） たくさんの皆さま方にお集まりいただきましてありがとうございました。それ
ではどうぞ、お帰りにアンケートをお配りしておりますので、アンケートの方へのご記入
もお願いいたしまして、お帰りいただければと存じます。また、書籍の方は販売中でござ
います。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれで閉会とさせていただきます。
本日はありがとうございました（拍手）。
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