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市民ごみ大学セミナー
★ダイジェスト★

2019 年11 月4 日 (月・祝日 )
国分寺労政会館

気候危機はここまで きている！
地球温暖化の状況と国内外の取り組み
講師： 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット
全国地球温暖化防止活動推進センター ( JCCCA)

こ

ば

事務局次長   木場和義 さん

地球温暖化の影響は日本にも及んでおり、これまでにない台風や豪雨に毎年のよう
に見舞われ、連日の猛暑日で熱中症患者が増え続けています。
「パリ協定」では、今世紀後半に世界の温室効果ガス排出量を実質ゼロにし、産業
革命前からの平均気温上昇を 2℃未満、できれば 1.5℃に抑えるという目標を掲げてい
ますが、各国の現状の地球温暖化への取り組みでは、目標の達成が危ぶまれています。
こうした状況に危機感を強めている世界の若者たちは、地球温暖化対策を求めて、
スウェーデンの 16 歳の環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんの呼びかけで始まっ
た「未来のための金曜日」
（Fridays for Future）のデモ「気候変動の危機を訴える学校ストライキ」を毎週行っ
ています（上の写真）
。9 月 23 日に開催された国連の「気候行動サミット」直前の 9 月 20 日に行われたデ
モには約 160 ヵ国で 400 万人以上が参加しました。
そこで、今回のセミナーでは、地球温暖化の進行状況と国内外の取り組みを包括的に把握するため、地球
温暖化に関する情報を豊富に持っている、全国地球温暖化防止活動推進センター（ＪＣＣＣＡ）事務局次長
の木場和義さんに講師をお願いしました。以下に、講演の概要
を紹介します。
なお、今回のセミナーの開催は、当初は 10 月 12 日（土）の
予定でしたが、皮肉にも超大型の台風 19 号の直撃を受け、11
月 4 日に延期を余儀なくされました。
まとめ：ごみ・環境ビジョン 21 運営委員 小野寺 勲
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日本のＣＯ２排出量の推移

地球温暖化はなぜ起こっているの？

日本のＣＯ２排出量は、高度経済成長期とバブル景気の
時期に急増しています。ここ数年は減少傾向が見られるも
日本のCO
2排出量の推移
のの高止まりしています。

世界の平均気温の変化の予測

エネルギー起源CO2排出量（億トン-CO2換算/年）

21 世紀末の世界の平均気温は、現状を上回る温暖化対策
をとらなかった場合、1986 年～ 2005 年を基準として 2.6℃
～ 4.8℃上昇し、気温上昇を低く抑えるための対策をとった
場合は 0.3℃～ 1.7℃の上昇にとどまると予測されています。

21世紀末に最大で4.8℃上昇

世界の平均気温の変化の予測
●世界の平均気温の変化の予測

（1986年～2005年を基準とした21世紀末の変化）
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出典：国際エネルギー機関（1960～1990）、国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ」（1990～2016）より作成
注：エネルギー起源CO2排出量

日本の温室効果ガス排出量（2017 年）

気温上昇を低く抑えるための

対策をとった場合、0.3～1.7℃上昇
再現値

日本では、温室効果ガスの発生源としては、発電および
熱生産が最も多く、次いで、製造および建設、輸送、建築物、

予測値

産業と続いています。

（年）
出典：IPCC AR5 WG1 政策決定者向け要約 図 SPM.7
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廃棄物処理

地球温暖化のメカニズム

農業
エネルギー支援

現在、地球の平均気温は 14℃前後に保たれています。こ
れは、太陽からの赤外線が地球の地表面を暖め、地表から
放射される熱を大気中の水蒸気、ＣＯ２、メタンなどの温室
効果ガスが吸収することで、大気を暖めているからです。
もし、温室効果ガスが存在しなければ、地表から放射さ
れる熱は地球の大気を素通りして宇宙へ放出されてしまい、
地球の平均気温は－ 19℃になるといわれています。
ところが、産業革命以降、人間活動が活発になり、化石
燃料を燃やしたり、一方、ＣＯ２の吸収源である森林を伐採
したりしたことで、大気中の温室効果ガスの濃度が高まり、

２

熱の吸収が増えた結果、地球の気温が上昇しています。こ
れが地球温暖化（気候変動、気候危機）です。

地球温暖化が進むと？

2-1 既に起きている影響

人為起源のＣＯ２排出量
人為起源のＣＯ２排出量は、1950 年以降ＯＥＣＤ諸国で
人為起源のCO
2排出量
急増したが、近年はアジアで激増。

地球温暖化により変わる気候

人為起源のCO2排出量（億トン-CO2換算/年）

地球温暖化はさまざまな気候の変化をもたらしています。
地球温暖化により変わる気候
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※このグラフが対象とした人為起源のCO2とは、化石燃料の燃焼、燃料の漏出、セメント生産、林業・土地利用
出典：IPCC AR5 WG3 TS TS.2

出典：IPCC AR5 WG2 政策決定者向け要約 Table1より抜粋
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食料生産への影響例

猛暑日の増加
既に起きている影響＜暑さ＞
日本では最高気温が 35℃以上の猛暑日が増加していま

日本では、農作物に高温障害が発生しています。夏の高
温により、コメの内部が白く濁ったり、コメが割れるなど

す。それによって、熱中症患者も増えています。

日本では最高気温が35℃以上の猛暑日が増加
7

の品質低下が報告されています。また、リンゴは秋に色づ
既に起きている影響＜食料生産＞
きますが、その時期に高温になると、色づきが悪くなったり、

トレンド＝0.2（日/10年）
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出典：気象庁HP（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html）
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世界各地で史上最高気温

出典：環境省他「適応への挑戦2012」、農業・食品産業技術総合研究機構（2014）「農業分野における温暖化の影響と適応策」

2018 年には、少なくとも世界 224 ヵ所で史上最高の気

2-2

27

影響の将来予測

温を記録しています。

真夏日の増加

台風への影響

現状を上回る温暖化対策をとらなかった場合、21 世紀末

① 海水温が上昇すると、台風は発達します。

には、日本各地で最高気温が 30℃以上の真夏日が増加する

② 台風の発達速度が大幅に上がります。
③ 暖かい大気はより多くの湿気を保ち、大雨につなが

と予測されています。東京では、真夏日が現在の年間 49 日
影響の将来予測＜暑さ＞
から 55 日増え、21 世紀末には年間 104 日、すなわち 3 ヵ

ります。
④ 海水面の上昇によって高潮が増えます。
⑤ 大きく蛇行するジェット気流によって、同じ場所に

現状を上回る温暖化対策をとらなかった場合、21世紀末には
月半になると予測されています。
最高気温が30℃以上となる真夏日の日数が増加

台風が留まることがあります。

参考都市例

全国

洪水と豪雨の増加
全世界的に、洪水と豪雨の頻度は、1980 年に比べて 4

北日本 日本海側
北日本 太平洋側

倍になっています。

東日本 日本海側

降水量の増加

西日本 日本海側

の 30 年間で 70％増加しました。
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日本では、
カエデの紅葉日が 10 年当たり約 3 日遅くなっ

日本では、カエデの紅葉日が、
ています。
10年あたり約3日、遅くなっている
6

新潟

49
32
約 30
約 53
約 55
約 59
約 63
約 88
約

現在の日数

※増加日数は、1981年から2010年までの平均と比較した場合の2080年から2100年の平均値
出典：気象庁（2017）「地球温暖化予測情報第9巻」

既に起きている影響＜植物＞
植物への影響例

8

札幌
釧路

東日本 太平洋側

日本では、１時間の降水量が 75 ｍｍを上回る回数がこ

増加日数

トレンド＝2.8（日/10年）

沿岸への影響
平均海面水位が約 60 ｃｍ上昇した場合、日本の三大湾で
ある大阪湾、
伊勢湾、
東京湾のゼロメートル地帯の面積は、
1.5
影響の将来予測＜沿岸＞
倍に拡大すると予測されています。

平均海面水位が約60cm上昇した場合

4

大阪、神戸など

2

東京、横浜など

名古屋など

スライド１９（見出しと説明は削除）
平 0
年
差
（
日
）

-2

-4
-6
-8

現状

-10

ゼロメートル
地帯の面積

-12
-14
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
※1981年～2010年の平均と各年の差
※青の実線は平年差の5年移動平均。赤の直線は変化傾向。
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（年）
出典：気象庁「気象変動監視レポート2017」

577

km2

海面上昇後

879

km2

ゼロメートル地帯は1.5倍
19

出典：国土交通省（2007）第7回大規模水害対策に関する専門委員会「地球温暖化に伴う気候変動について」

30

気候変動の食料供給への影響要因

植物への影響例
現在、日本海側に広がっているブナの生育可能域は、
21 世紀末に気温が 0.3℃～ 1.7℃上昇した場合は、北海道
へ北上し、2.6℃～ 4.8℃上昇した場合は、北海道でも生育
可能域は一部に限られると予測されています。
影響の将来予測＜植物＞
21世紀末のブナの生育可能域の予測
0.3～1.7℃
上昇

現在

（気温上昇を低く抑える
ための対策をとった場合）

2.6～4.8℃
上昇

（現状を上回る温暖化
対策をとらなかった場合）

■生育可能
■生育が可能だが
不確実性がある
□生育不可能

気候変動の水の利用可能性への影響要因
※21世紀末の気温上昇は、1986-2005年と比較した気温変化
出典：S-8 日本への影響（2014年11月改訂版） 図1(5)-1より抜粋
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地球温暖化が及ぼすリスク
産業革命前から気温が 2℃程度（現在と比べて 1℃～
2℃）上昇すると、異常気象（熱波や豪雨など）や作物収
量への影響などのリスクが高まり、さらに、産業革命前
から気温が 4℃程度
（現在と比べて 3℃～ 4℃）
上昇すると、
海面上昇や生態系への悪影響など、ほぼすべての分野で
リスクが高くなると予測されています。
グリーンランドの氷床の完全な消失など、後戻りでき
ない影響も生じると考えられていますが、何℃になると
生じるかはわかっていません。

３

世界はどう動いているのか？

気候変動の国際交渉の流れ
気候変動の国際交渉の流れ

1992 年に、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目的とする「気候変動に関する国際連合枠組条約」

○ 1992年に、⼤気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の⽬標とする「気候変
動に関する国際連合枠組条約」を国連で採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組むこ
2015 年に、地球温暖化に関する画期的な協定として、パリ協定が合意されました。
とを合意しました。

を国連で採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組むことを合意しました。

1990

2000

2010

2015

2020

気候変動枠
条約発効
組条約採択
（1994）
（1992）

先進国に対して、法的拘束
⼒のある数値⽬標の設定
(途上国は削減義務なし)

COP3
京都議定書
採択
（1997）

京都議定書
発効
（2005）

京都議定書第2約束期間
に参加しない先進国・途上
国の2020年の削減⽬標・
⾏動のルールを設定

京都議定書
第1約束期間
（2008-2012）
COP16
COP16
カンクン合意
カンクン合意
（2010）
（2010）

2015年のCOP21にお
いて、2020年以降の全
ての国が参加する新たな
枠組みに合意

開発分野における国際社
会共通の⽬標。極度の貧
困や飢餓の撲滅など、8つの
⽬標を掲げた。
出典）環境省「平成28年版 環境・循環型社会・⽣物多様性⽩書」より作成

京都議定書 第２約束期間
（2013-2020）
※⽇本は参加せず

COP17
ＣＯＰ 17
ﾀﾞｰﾊﾞﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄ
ダーバン・ブラット
フォーム（2011）
ﾌｫｰﾑ（2011）

COP21
パリ協定
（2015）

IPCC第5次評価
報告書（AR5）公表
（2013-2014）

「MDGs ミレニアム開発⽬標」
（2001-2015）

持続可能な世界を
実現するための17の
ゴール・169のターゲット
から構成されている。

パリ協定の
発効
（2016）

パリ協定の
パリ協定の
本格運用
本格運⽤
（2020）
（2020）

IPCC1.5℃特別
報告書（SR15）
公表（2018）
「SDGs
持続可能な開発⽬標」
（2016-2030）
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パリ協定での合意

‘備える’適応策＜農作物＞
農作物への対策例

パリ協定では、今世紀後半に世界の平均気温上昇を産

農作物への対策を取り入れる

地球温暖化が進むと

業革命以前に比べて 2℃よりも十分低く保つとともに、

• 暑さに強い品種を植える
• 影響をやわらげる栽培方法を取り入れる

1.5℃に抑える努力を追求することを世界共通の目標とし
ています。
すでに 0.85℃～１℃上昇しています。

極端な気温・
平均気温の上昇

気温上昇を 2℃に抑えるためには

着色不良

備
え
る

ちなみに、世界の平均気温は、産業革命以前に比べて

着色が良好に

暑い日が増える！

現状を上回る温暖化対策をとらなかった場合、温室効
果ガス排出量は 2050 年には 2010 年と比べて 1.5 倍～ 2

出典：環境省他「適応への挑戦2012」

倍になると予測されています。

55

‘備える’適応策＜家庭・オフィス＞
家庭・オフィスでの対策例

気温上昇を 2℃に抑えるためには、温室効果ガス排出

地球温暖化が進むと

量を 2050 年までに 2010 年と比べて 40％～ 70％削減し、

安全な場所を確認

2100年までにほぼゼロかマイナスにする必要があります。

自分の地域の洪水ハザード
マップなどを確認しておく

気温上昇を 1.5℃に抑えるためには
温暖化がこのまま進むと、気温上昇は 2030 年～ 2052

降水・極端な降水

年に 1.5℃に達する可能性が高い。
気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、世界全体の人為起
源のＣＯ２の正味排出量を 2030 年までに 2010 年と比べ

備
え
る

破壊的な台風、
発達した低気圧

て約 45％削減し、2050 年前後に正味ゼロにする必要があ
るとされています。

などが発生！

温暖化対策の動き

出典：江東区「江東区洪水ハザードマップ」
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‘備える’適応策＜防災計画＞
防災計画での対策例

海外では、ＣＯ２の排出量が多い石炭火力発電からの
撤退が加速しています。米国では、すべてのプラントの

防災計画を作る

地球温暖化が進むと

運転を中止しました。世界全体では、建設中のプラント

将来の海面上昇量を考慮して
防災計画を作る

の発注後キャンセルが 2010 年～ 2015 年と比べて倍増し
ています。日本は逆の動きをしています。

４
4-1

海面上昇

私たちは何をすればいいの？

今よりも
海面が高くなる！

地球温暖化の影響に備える適応策

エネルギー供給での対策例

熱中症対策を知る

‘減らす’対策例＜エネルギー＞

気温を低く抑えるには、低炭素エネルギー（再生可能エ
気温上昇を低く抑えるには、
ネルギーなど）を早く大幅に増やす必要があります。

（1）暑さを避ける
（行動、住まい、衣服の工夫）

低炭素エネルギーを早く大幅に増やす

（2）こまめに水分を補給する

極端な気温
暑い日が増える！

100%

（3）急に暑くなる日に注意する
（4）暑さに備えた体を作る
（5）各人の体力や体調を考慮する
（6）集団活動の場では
お互いに配慮する

出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」
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出典：IPCC AR5 WG3 政策決定者向け要約 Fig.4、 WG3 Annex1 p.1294 より作成

6

ごみっと ・ Ｓ Ｕ Ｎ vol.16

57

４- ２ 温室効果ガスを減らす緩和策

健康のための対策例

備
え
る

テムズ堤防
出典：Thames Estuary 2100 (TE2100)

地球温暖化影響に‘備える’適応策＜健康＞
地球温暖化が進むと

備
え
る

61

工場・オフィスでの対策例

家庭・オフィスでの対策例（２）
‘減らす’対策例＜家庭・オフィス＞

①省エネ性能の高い設備・機器の導入。

□ 省エネ行動（クールビズ・ウォームビズ・照明や家電の適切な利用）

②エネルギー効率が高い製品の開発・提供。

□ グリーンカーテン・屋上緑化・壁面緑化

③エネルギー管理の徹底。
④建物の省エネ化。

‘減らす’対策例＜交通・物流＞
交通・物流での対策例

日本の温室効果ガス排出削減目標

□ 徒歩や自転車、公共交通機関等の利用

日本は、温室効果ガスの排出量を 2030 年度までに

日本の2030年の温室効果ガス排出削減目標

□ 燃費の良い次世代自動車（プラグインハイブリッド、
目安
目安
電気自動車、燃料電池車、水素自動車など）に乗る

2013 年度に比べて 26% 削減するという目標を掲げてい
ます。この目標は部門別に示され、特に業務その他部門

2030年度に2013年度に比べて、26%削減
特に家庭部門では、約4割の削減！

と家庭部門ではそれぞれ 4 割の削減が求められています。
HV

EV、PHV

FCV

68

6

産業部門

（億トンCO2換算）

5

４割削減

4

業務その他部門

3

運輸部門

2

1

0
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1990

1995

2000

2005

‘減らす’対策例＜森林・土地利用＞
森林・土地利用による対策例

家庭部門

エネルギー転換部門
2010

2015

2020

2025

2030

（年度）

温暖化対策のためには、植林をする一方、森林を整備・

４割削減

健全な森林の整備や保全も重要

保全することも重要です。

出典：環境省「地球温暖化対策計画」より作成
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排出削減に向けた動き

混みすぎ

わが国人工林は約1000万ha

成長
昭和30～40年を中心に植林

間伐

森がいきいきする

間伐とは成長に伴って、混みすぎた林の
立木を一部抜き伐りすることです

健全な森林に育つ
出典：林野庁HP

日本の再生可能エネルギーの動向

４- ３ ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ

再生可能エネルギーでは、太陽光が大きく伸びています

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」とは、温室効果ガス排出削

が、風力やバイオマスの伸びは小さい。

減目標の達成に向けて、国民に温暖化対策に資する「賢

再生可能エネルギーを増やすために私たちにできること

い選択」を促すために、国が推進している国民運動です。

は、再生可能エネルギーを供給している新電力会社への切
り替えや市民発電所への出資、家庭への太陽光パネルの設

家庭・オフィスでの対策例（１）
‘減らす’対策例＜家庭・オフィス＞

置などです。

□ 住宅の省エネ化（高断熱化(新築・既築)）
□ 省エネ家電・高効率給湯器の導入
□ 徹底的なエネルギー管理の実施（HEMS）

66
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72

電気の自給自足
はじめました！
我が家の場合…
ごみ・環境ビジョン 21 運営委員

江川美穂子

ある日、ハタと気がついた
「おうち発電、やるなら今しかない！」
3・11 をきっかけに、私は仲間と地域の再
エネ普及活動に取り組んできたものの、自宅
の屋根に太陽光パネルを設置しての自家発電
については、屋根面積が少なく発電に不向き
だからと何もしてきませんでした。
そして東電から再生エネルギー ( 再エネ )

根で南側の一番いい面に太陽熱温水器を乗せ

重視の新電力への電気の切り替えも、どこに

ているので、残りの東西面では太陽光パネル

するか迷いに迷い、結局そのままになってい

をつけても効率が悪い、という診断で諦めた

たところ、ある日夫が「携帯の契約を変えた

経緯があったのです。しかしそれから技術も

ついでに電気も〇〇にしたよ」とノーテンキ

普及も特段に進み、パネルは性能が上がって

にあっさりと、何の相談もなく携帯屋の電気

コストも安くなっています。

に切り替えてきてしまいました。
「それはダメ、ほぼ東電と変わらないよ」

活動仲間のたまエンパワー㈱の紹介で、東
村山市の施工会社㈱イーエスピーに屋根を見

と憤慨しつつ、これまで忙しさにかまけてあ

てもらったところ、東西の屋根の形に合わせ

れこれ後回しにしてきてしまったことを猛反

て３kW のパネルが乗ることがわかりました。

省。そして決めました！

それに 4.2kW の蓄電池もつけて諸々の経費

これからの人生、

何を優先するか。精神衛生上もっとも自分が

を合計して 200 万円弱の見積もりです。こ

喜ぶことを第一にしたい、と。つまり、可能

れでいこう！と決めました。

な限りの電気の自給自足です。
自宅は築 25 年が過ぎた木造戸建て。先々
考えると、築年数と私たち夫婦の年齢から…

発電開始で意識が変化！

そう「今しかないかも！」
。それにハタと気

9 月 7 日に足場を取りつけ、その後、パネ

がついたのでした。着飾ることもグルメにも

ルや蓄電池の設置、モニター取り付けなどの

あまり魅力を感じない私は、この先多少なり

工事が終わったのが 9 月 25 日でした。

とも自前の電気で暮らせるならもう大満足。

自宅の屋根が発電所になって一番の変化

意味あるお金の使い方をするぞ、とばかり、

は、台所の壁につけたモニターの効果で夫が

なんとか夫を説得しました。

省エネ派に変身し、不要な電気を消しだした
こと。そして晴れた日中に自前の電気で洗濯

施工会社と見積もり
実は、再エネ普及に国や都や地元自治体が
補助金をたっぷりつけていた 10 年数年前に、

8

すると気分がいい…という風に、モニター
で今現在の蓄電状況や余剰電力の売電状況が
「見える化」したことによって、意識や行動
が大きく変わってきました。

屋根を地元の業者に見てもらったことがあり

晴天の日の日中は作った電気を自家消費

ました。うちは四方向に傾斜している寄棟屋

しながら蓄電し、余剰電気は売電、夕方か

ごみっと ・ Ｓ Ｕ Ｎ vol.16

り 1 円安く購入、余剰電力は 25 円で売電して
います。1 年後のデータが楽しみです。

もっと増やしたい再生可能エネルギー
日本の温室効果ガスの排出量で一番大きなウ
エイトを占めるのが「発電および熱生産」だ
そうです。石炭、石油、天然ガスなどの化石燃
らは蓄電した電気で深夜 11 時ぐらいまでは

料の使用を減らすことに本気で取り組まなけれ

まかなえます。これまでの自給率は最高で

ば、と気候変動行動サミットでのグレタさんの

112％。雨の日は発電ゼロで全量買電ですが、

スピーチに思いを新たにしました。脱プラス

曇りの日でも自給率は 40 ～ 60％ほどあるの

チック、脱焼却、再生可能エネルギーへの転換

で、南面の屋根の面積が多い家なら相当の自

が求められています。

給率と売電量になるでしょう。

今年度、東京都環境局は「住宅用太陽光発電

もっとも冷暖房が必要な季節だと電気使用

初期費用ゼロ促進事業」の募集を行っており初

量が増えるので、年間自給率は 1 年経過して

期費用なしで屋根に太陽光パネルを 10 年リー

みないとわかりませんが、晴れの日は太陽熱

スで設置し、10 年後は譲渡され自分のものに

温水器と太陽光パネルのクリーンエネルギー

なるシステムで再エネを推進しようとしていま

で気分よく過ごせて最高です。

す。申請などは施工会社がやってくれますし、

ちなみに、我が家は現在、新電力のエネッ

補助金が 1 ｋ W あたり 10 万円と大きいので、

クスと契約して、買電は１kWh あたり東電よ

検討してみるチャンスかもしれません。

自分史

笹小舟

＊いの＊の 編集後記 拡大版
11 月初め、私の手元に１冊の「自分史」が届きました。表紙には草
紅葉の尾瀬ヶ原の向こうに薄藍色の燧ケ岳。送り主は、小平・環境の
会の理事として長く活躍された高梨孝輔さんでした。
高梨さんはまた、ごみ・環境ビジョン 21 発足当初から、会員と
して、また一時はごみっと・ＳＵＮ の校正者としてもごみかんを
支えてくださった方です。ごみ問題のみならず環境問題全般に詳
しく、文章がお上手で、私は小平・環境の会の会報に載る記事を
楽しみにしていました。私とは山好き同士ということで、会えば
どこへ登った、どこへ登りたい…と山の話になったものです。
高梨さんの「引き出し」はなんて多いのだろう、とは思っていましたが、
「自分史～笹小舟」
を読ませていただいて、多いどころか、どの引き出しもとんでもなく大きく深く、正確で詳細な記録とすごい
記憶力の持ち主なのだとわかりました。
「笹小舟」に書かれているのは…敗戦当時の記憶、大手石油会社の労働組合で、民主化を目指して 40 年間
にわたって続けた労使闘争、韓国の労働者との連帯・支援、そして映画『水からの速達』から始まる多摩地域
や小平市のごみ問題に取り組む市民運動の立ち上げとその活動など。おまけは 2003 年から始まる登山の記録。
1931 年生まれ、中 2 で敗戦を迎えた高梨さんが米寿の記念に作られた自分史は、そのまま貴重な戦後史に
なっています。親子ほど年の違う私ですら、いくつもの場面で高梨さんの思いに深く共感しながら読み進める
ことができました。また、山のスケッチ（多才！）がところどころに使われているのも嬉しいことでした。
高梨さんの『自分史～笹小舟』を読んでみたいという方は、ごみ・環境ビジョン 21 事務所までメールをお
寄せください。残り部数はわずかということですので、先着順で！ こちらへ➡ gomikan21@docomo.ne.jp
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水は命を守るとりで

民営化の幻想に惑わされずに水を守るには
武蔵野市議会議員 ごみ・環境ビジョン 21 会員

「民間がやりやすいように」とは？

西園寺美希子

うとんでもない契約になっていて、その契約を解除する
のに莫大な違約金が必要」などなど、耳を疑うような事

2018 年末に可決してしまった「水道法改正」
。これま
で水道事業を運営してきた自治体が、浄水場などの施設
を所有したまま、運営を民間企業に売却する「コンセッ
ション化」が促進されることなりました。
コンセッション化とは、従来の民間事業委託（水道の
検針を民間事業者に委託する）のとは全く異なります。
2011 年の法改正で「公共施設等運営権」が設定され、民
間事業者が「運営権を買う」ことが可能になったのです。
「運営権譲渡って何？」
「売るって、何を売るの？」
「誰
が得する？」わからないことが多すぎます。

例が多数起こったのです。ＥＵ内の豊かでない国に水道
メジャーが参入した例も。
（ＥＵ内弱肉強食ですね）
これらの経験を経て 2000 年以降、パリ市やベルリン市
を含む世界 835 事業以上で「水道再公営化」が行われま
した。
こうした世界の前例を知り、
地元武蔵野市で「水を守る」
ための連続学習会を開催しました。以下、その報告です。

水道事業民営化の狙い

先陣を切って 2020 年度にコンセッション化の本格検討

連続学習会の第１弾は 8 月 3 日に開催しました。ドキュ

が始まるとされる宮城県では、県主催懇談会資料に「民

メンタリー映画「最後の一滴まで～ヨーロッパの隠され

間事業者のやりやすいように」と明記されました。
「民営

た水戦争 / 注 2」の上映会と、内田聖子さん ( ＰＡＲＣ共

化」と聞くと、
「効率上がる」
「人件費安い」
「柔軟に時代

同代表 / 注 3）のトークです。

の変化に合わせられる」プラスを考えがちです。本当に
そうでしょうか？

「最後の一滴まで」では、世界各地で「水を守る」
「市
民自治を守る」ために立ち上がった人々の姿から、
「≪民
営化が善≫なんて幻想に惑わされてはいけない」
「水を守

水道民営化は世界各地で破綻
再公営化が世界の流れ

るためには、市民が監視できる透明性・公開性が不可欠
である」
「お任せではいけない」など、重要なことを学び
ました。
内田聖子さんは世界の動きを紹介しつつ「ではなぜ日

私は昨年、地域政党内の政策学習会で岸本聡子さん
（トランスナショナル研究所 / 注１）を招き、水道民営化が世
界各地で破綻し、市民が積極的にかかわって再公営化し
た流れを学びました。

本は世界に逆行する民営化に熱心なのか？」と話を進め
ました。
内田さんによれば現政権の成長戦略の一環として「国
内の水市場を開放し、外資系企業を含む民間投資を呼び

1980 年代のサッチャリズムに始まる公共事業民営化

込みたい」
、さらに「和製 水メジャー（これって東京都の

は世界を席巻。
（わが国の民営化も、ＮＴＴ 1985 年、ＪＲ

水道事業のことかも？ →後述 ) を育成して海外、特に成長

1987 年でしたね）世界各地の水道事業も民営化されまし

途上のアジアに進出して稼ぎたい」からだ、と。そのた

たが、むしろ「水道料金が上がった」
「漏水率が悪化」
「ト

めにも国内自治体に「民営化の経験を積ませたい」
。こう

ラブル発生で事業者が責任を取らない」
「税金でツケを払

いう目論見らしいのです。

10
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独自の道を歩んできた武蔵野市

道水をそのまま飲んでいる人！』と聞くのですが、手を
挙げるのは 2 割くらい。大部分は浄水器、ミネラルウォー

第 2 弾は、武蔵野市の水道部職員を招いての「武蔵野
の水～今とこれから」を 8 月 30 日に開催しました。

ター、ウォーターサーバーなどの水を飲んでいる、と。
もともと水需要の 75％が風呂・水洗トイレ・洗濯などで、

武蔵野市・昭島市・羽村市は、他の多

直接飲んだり顔を洗ったり、炊事に使ったりは 2 割ちょっ

摩 27 市町村と違い、都営水道（東京都

となんです」と語っていたの

水道局）に参加 ( 注４) せず、単独事業を

も印象に残りました。

続けてきました。単独事業とは、庁内に

世界でも「水道水をそのま

水道部があり、自前職員がいるというこ

ま飲める」国は 10 か国程度。

とです。

日本はもともと水が豊かな国
土、さらに高度処理を加えて、

武蔵野市は地下水 100％の昭島市・羽
村市と異なり、地下水８：都水２のブレ

東京都水は改善されてきまし

ンド水を飲んでいることが特徴です。他

た。にもかかわらず世界最高

の（都営水道に統合されている）多摩地

レベルで安全に飲める水のほ

域他自治体は、各々の割合でブレンド水

とんどをトイレや洗濯で流し

を飲んでいますが、事業主体が東京都で

ているなんて、なんだかフク

あるため、ブレンド割合は必ずしも把握

ザツ…。中水（注６）利用も

できません。東京都の水事業が、地下水

なかなか進みませんしね。

を水源として明確に位置付けていないことが原因の一つ
です。
一方武蔵野市も、災害時のバックアップ機能が不十分

どうする？ 日本の水道

であることから 2008 年「都営水道一元化を目指す」に舵

学習会の第３弾は 10 月 6 日、世界の水道事業の再公営

を切り、資産評価や耐震化工事の負担割合など、困難な

化を描いた「最後の一滴まで」を受けて、国内の水道事

都との交渉の真っただ中にいて、市民に大変わかりにく

業広域化にまつわるドキュメンタリー「どうする？ 日本

い状況にあります。

の水道 / 注 7」の上映会と、辻谷貴文さん ( 全水道会館水

学習会に参加された方々からは次々に「水道法改正で

情報センター事務局長 ) のトークで開催しました。

民営化されたら、武蔵野のおいしい地下水が飲めなくな

人口減と水需要大幅減 ( 注８) により、全国では事業の

るの？」
「身近で頼りになる水道部職員がいなくなったら

広域化や見直しは避けられません。水道法改正もそもそ

災害時誰が来てくれるの？」
「都知事次第で、東京水道も

もは水道事業の持続可能性を目的とした広範囲の改正で

民営化してしまう？」
「一元化に舵を切ったのは間違い

あり、変革は不可避です。

だったのでは？」などの声があがりました。

テロ対策で見学できない浄水場
学習会の企画段階で、浄水場見学を申し込みましたが、

しかし 2013 年 4 月の麻生副総理のワシントンＣＳＩＳ
( 戦略国際問題研究所 / 注９) での発言「日本の国営もしく
は市営・町営水道は、すべて民営化します」以来、国民
から見えないところで検討が進んでいたのです。水道法
改正に「コンセッション化」を紛れ込ませたやり方は、
「国

テロ対策のためＮＧでした。
（小学生社会科見学のみ受け

民が気づかないうちにナチス憲法に変わっていたあの手

入れている）
。

口に学んだらどうか」を思い起こさずにいられません。

浄水場がテロのターゲットになり得る社会事情を考え

昨年 11 月、内閣府民間資金等活用事業推進室に、フラ

ると理解できますが、そうやって市民との距離を遠ざけ

ンス水メジャーのヴェオリア社日本法人からの出向職員

るのはよくないのではないでしょうか。水に関心を持ち

が勤務していることが明らかになり、現政権の意図ははっ

我がこととして考える市民を増やすべきではないか？と

きりしました。

の疑問が生じました。なお、武蔵野市では水循環を学ぶ

映画の中では、政権のトップセールスに乗った宮城県

ために「武蔵野市水の学校」
（注５）という独自の取り組

の例や、乗ろうとしたが市民や議会の賛同を得られず選

みをしています。

挙対応で保留にした浜松市や大阪市の例が示されました。

また、市の職員が「社会科見学の小学生に『自宅で水

40 以上の自治体が国の「コンセッション化に関する調査
ごみっと ・ Ｓ Ｕ Ｎ vol.16
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委託費」
補助を受けて、
民営化に乗り出そうとしています。

PUC。この２つの 2019 年度中統合を見据え、5 月に社

逆に新潟県・長野県・福井県は、県議会が「水道法改

長となったのが、野田数氏です。野田氏は市議・都議を

正に反対する意見書」を国に提出。民営化に NO の意思

経て、2016 年小池百合子都知事の特別秘書に就任。その

表示をしました。

後都民ファーストの会代表を務めました。

水は自治の基本

9 月産経新聞インタビューに「日本版水メジャーを目
指す」
「多摩地区の都営水道一元化による広域化のノウハ
ウがあるので、国内の水道事業体に積極的に協力してい

人口減少地域で「水を守る」本当の目的を果たすため

きたい」
「
（海外展開を問われ）海外事業に豊富な経験を

には民営化ではなく、施設の統廃合を決断しつつ、持続

持つ水道関連企業と、情報の共有を行いながら途上国以

可能性を担保する担い手職員を地道に育てること、これ

外も検討していきたい」と答えました。東京都の水道事

が最優先です。

業に、外国の水メジャーが参入する、ではなく逆に、高

住民自らが「水道事業を引き継ぐために、何が必要か」
考えるワークショップを行い、まちづくりの観点から料

品質の東京の水道事業を途上国に持って行って稼ごうと
する。方向性が見えてきました。

金値上げを決めた岩手県矢巾町や、水質の悪い浄水場を

11 月、NPO まちぽっと ( 注 10 ) 主催のセミナーで、東

廃止し稼働率を 80% に上げて経営改善した岩手中部水道

京都水道局総務部経営改革推進担当課長は「自分たちに

企業団（北上市・花巻市・紫波町）の取り組みが、参考

はその実力はない。野田氏がなぜあのような発言をした

になるのではないでしょうか。

のか、現場は当惑している」と発言しましたが、今後も

大阪市水道局で長く勤務され、水道事業の本音をよく

注意深く見ていかなければなりません。

知る辻谷さんは次のように語りました。
憲法 25 条の「１ すべて国民は、健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する ２ 国は、すべての生活

水の自治を進めよう

部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上

2010 年、国連総会は安全な飲料水へのアクセスを人権

及び増進に努めなければならない」を根拠として、公が

のひとつとする (The Human Right to Water) 原則を

誇りを持って水道事業を担ってきた歴史の上に立ち「公

承認しました。SDG ｓ（持続可能な開発目標）17 目標の

がダメ、民がいい」という単純な二項対立にしてはいけ

6 番目にも「安全な水とトイレを世界中に～すべての人に

ない。主権者である国民が水に関心を持ち、
『水は自治の

水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」が

基本』と考えて、みんなの公共を目指すべきです。

掲げられています。

東京は日本版水メジャーを目指す？
東京都の水道事業は、配管網の耐震整備率が高く、漏
水率が低く、国内でダントツ 1 位。人口密度が高く、市
民の目が厳しく、インフラ整備への要求がどこよりも高
かったわけですから、自然な結果です。
東京の水道事業を担っているのは、都 51％出資の

私たちが水のありようを知り、
「水の自治」を進めるこ
と。自分の飲んでいる水がどこから来てどこに行くのか？
配管網の整備はどこまで進んでいるのか？ 災害時に使
える井戸はどうなっているのか？ 怠りなくチェックを
続け、行動していくべきです。
（  おまけ：地下水にも既にマイクロプラスチックが検
出されていると聞き、どうしたものかなぁと腕組みして
しまいます… ）

監理団体 ( 株 ) 東京水道サービスと、84.5％出資の ( 株 )

＊注１…岸本聡子さんはトランスナショナル研究所＝オランダ、アムステルダムの政策研究 NGO の研究員
https://www.tni.org/en/RPS_JP
＊注２…ドキュメンタリー映画
「最後の一滴まで～ヨーロッパの隠された水戦争」
（59 分） 2018 年制作
（ギリシャ）
http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/uptothelastdrop.html
＊注 3…ＰＡＲＣ（NPO 法人アジア太平洋資料センター） http://www.parc-jp.org/index.html
＊注４…多摩地域ではもともと、各市町が独自に水道事業を行っていた。しかし、1960 年代以降、急激な人口増
加などを背景とした深刻な水源不足や、区部・市町村間での料金水準等の格差是正を求める各市町から

12

ごみっと ・ Ｓ Ｕ Ｎ vol.16

の要望が寄せられた。これを受けた都は、1970 年多摩水道対策本部（現・多摩水道改革推進本
部を設置し、1973 年以降多摩地域の水道事業都営一元化を推進した。
＊注 5…武蔵野市水の学校は、2014 ～ 2018 年の 5 年間実施された市民対象の連続講座。上水・下水・
雨水浸透を含めた「水循環」を学ぶことが目的。受講経験者のうち希望者が次年度以降のサポー
ターとして参画する積み重ね型の講座運営が特徴。2019 年度からは運営方法を変えて継続中。
サポーター経験者が自主的に活動を始めた、既に失われた用水路の記憶の掘り起こしにつな
がった、などの成果を挙げている。受講生は浄水場見学が可能。
＊注６…上水＝水道水など、飲用に適した水を供給する水道のこと。中水＝水洗トイレの用水や公園の
噴水など、飲用に適さないが雑用、工業用などに使用される水道のこと。下水＝生活排水や産
業排水、雨水などの汚水を終末処理場に集約し処理する施設全般のこと。
＊注７…どうする？日本の水道（41 分）

http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/suido.html

＊注８…武蔵野市の水需要を例にとると、給水人口はここ 40 年横ばいか微増（下のグラフ）。一方
給水量は平成に入ってから明らかに減少しています。節水型トイレなど機器改善によるもの
とされています。人口が増えない、節水が進む（水道事業の収入減る）
、事業を安定して持続
させるためには、施設の統廃合や料金値上げなどを計画的に進める必要があります。
全国の給水量は？というと、ピークだった 2000 年に 3,900 万ｍ３/ 日。2014 年に 3,600 万ｍ３
/ 日に減少。2060 年には 2,200 万ｍ３/ 日まで減る、と厚生労働省水道課（2017 年）が推計し
ています。
＊注９…ＣＳＩＳ ( 米戦略国際問題研究所 ) は、外交問題評議会 ( ＣＦＲ ) の下部組織。多くのワシント
ンの保守系シンクタンクの 1 つ。2013 年当時、
選挙公約になく国会で議論もされていないのに、
麻生副総理が軽々しく発言したことに対する抗議の声が挙がったが、政権交代直後であり、大
きく取り上げられることはなかった。
＊注 10…「NPO まちぽっと」は市民社会の形成を目指すシンクタンク。 http://machi-pot.org/

武蔵野市の給水人口と給水量の推移

武蔵野市水道事業年報 2018 年より
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Bericht aus Deutschland
田口理穂＊ドイツのエコあれこれ № 16

グリーンな「電力＆二酸化炭素」
でつくる アウディｅガス
ドイツのアウディ社は
2013 年 よ り 北 ド イ ツ の
ヴェールテにて、自動車
メーカーとして初めてエコガスを製造
する「アウディ e ガス（Audi e-gas）精
製工場」を運営している。下記のよう
に二酸化炭素と水素から、人工的にメ
タンガスを作り出すというもの。
CO2（二酸化炭素）+2H2（水素）
== CH4（メタン）+ O2（酸素）
同社のブランド「アウディ e ガス」
と名付けられ、エコなガスとしてア
ウディの A ３、A ４、A ５モデルや、
VW のファッサードとゴルフの燃料と
して使えるほか、大半はガス配管に取
り込まれる。
まず風力発電装置からの余剰電力を
利用して、水をアルカリ分解装置で水
素と酸素に分ける。酸素は空気中に放
出するが、水素はメタンガス製造に利
用する。
分解装置は 3 つあり、最大出力各
2MW、総計 6MW で、年間 1300 立米
の水素を生産できる。70 ミリバールの
水素をコンプレッサーにかけ、二つの
ピストンを使って 70 ミリバールから
１バール、1 バールから９バールと圧

アウディ e ガスの施設。

縮していく。水素は爆発の危険性があ
るので、センサーをつけて安全管理を
徹底している。
電力を水素などガスに変換する「パ
ワーツーガス（Power to Gas）
」はエネ
ルギー効率が悪いが、北海の洋上風力
が余っているなら、捨てるより利用し
た方がいい。ガスの形にすれば保存で
きるし、のちに熱や電力に変換できる。
風力は再生可能エネルギーなので、
「グ
リーン（エコ）な電力」と考えられる。

ス網に送られる。ガスの 60％はメタ
ン、30％は二酸化炭素であり、地域ガ
ス網にはそのままでよいが、EWE のガ
ス網にはガス精製処理をしなければな
らない。その場合、活性炭やアミンな
どを使ってガスから硫黄や二酸化炭素
を取り除く。精製後は 97､5％がメタン、
2､5％が二酸化炭素と酸素になる。

同工場は全自動であり、基本的に無
人である。問題が発生すると自動的に
担当者に連絡が行く。今後、燃料電
池を導入するほか、2020 年半ばから
LNG ガスを扱う予定である。
アウディ社は、アウディ e ガスは天
二酸化炭素は隣接する EWE 社のバ 然ガスより値段が高く、グリーンな水
イオガス装置から買っている。このバ 素も化石燃料を使った水素より高いと
イオガス装置では、屠殺した動物の残 わかっている。しかし「現在再生可能
骸からバイオガスを作り出している。 エネルギーのコストが高いのは化石燃
つまり不要となったごみからガスを製 料技術で無視されている外部コストに
造しているため、できた二酸化炭素は よるもの。気候温暖化や次世代への影
「グリーン（エコ）
」という認識である。 響などのコストを含めると、再エネは
EWE 社は 2013 年から同敷地内でバイ 化石燃料よりも安くなる。中長期的に
オガスを製造しており、バイオガス装 は環境対策は国家経済のコスト削減に
置、ガス精製装置、コジェネレーショ つながる」と考え、アウディ e ガス製
ンを抱える。
造は次世代に欠かせない技術だと位置
製造された「アウディ e ガス」は、 付けている。
地域ガス網または EWE ネッツ社のガ
ごみかんドイツ特派員 田口 理穂

AKIRA
の

明のパスポート
を 申 請 し ま し た。
これまで生後３ヶ
月で子どもパスポートを作り、６歳で
延長しましたが、10 月 27 日に 12 歳に
なったので無効となりました（もう 12 歳
です！）。これからは大人と同じでように、自分で署名し
ます。
氏名は Philipp Akira Taguchi（田口フィリップ明）な
ので、Philipp と（学校の書類など Philipp と署名）
、役場
に行くと「苗字でないとだめ」とのこと。明はその場で
2、3 回練習した後、どぎまぎしながら小さく「Taguchi」
と書きました。これがパスポートに記載され、
「身長・

成長記録
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151 センチ、目・茶色、髪・茶色」の身
体的特徴も載ります。左右の人差し指の
指紋も取られました（載らないけれど）
。
ところで、先日私たちが暮らすハノー
ファー市の市長選挙があり、明は「選挙
に行きたいなぁ、早く大人になりたいなぁ」と言いながら
緑の党の候補者を応援していました。
そして、ドイツの大都市で初の緑の党の市長が誕生し
ました！ しかもトルコ移民のルーツを持ち、38 歳と
いう若さ。2030 年までに市街地の車の進入を禁止にす
ると宣言しており、ハノーファーの気候保護政策にさま
ざまな進展がありそうです。

注目資料をダ

内閣府「環境問題に関する世論調査」の結果

注目資料ダイジェスト

イジェストで

2019
年月1025月
2019
年 10
日25 日

内閣府 「環境問題に関する世論調査」 の結果
まとめ：ごみかん理事 小野寺 勲
まとめ：ごみかん運営委員 小野寺 勲
環境問題に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とするため実施したアンケート調査の結果。
環境問題に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とするため実施したアンケート調査の結果。
2～3 年ごとに実施。全国の
18 歳以上の日本国籍を有する者 3,000 人を対象として、2019 年 8 月 22 日
2～
3 年ごとに実施。全国の 18 歳以上の日本国籍を有する者
3,000人（回収率
人を対象として、2019
～9 月
1 日に調査員による個別面接聴取法で調査。有効回収数
1,667
55.6％）
。 年 8 月 22 日
～ 9 月 1 日に調査員による個別面接聴取法で調査。有効回収数 1,667 人（回収率 55.6％）
。
今回のアンケートでは、プラスチックごみ問題と自然共生社会について質問しており、ここには、プ
今回のアンケートでは、プラスチックごみ問題と自然共生社会について質問しており、ここには、プラ
ラスチックごみ問題についての回答結果をすべて掲載しました。
スチックごみ問題についての回答結果をすべて掲載しました。

表１

プラスチックごみへの関心度

(％)

非常に関心がある

33.5

ある程度関心がある

55.5

表２

プラスチックごみ問題への認識
（複数回答）

(％)

海や海岸に捨てられたプラスチックごみにより汚染

84.0

→上

が生じていること

わからない

0.1

海の生物がプラスチックごみに絡まったり誤飲する

あまり関心がない

9.1

ことで、傷ついたり死んだりしていること

まったく関心がない

1.7

海の生物が小さなプラスチック粒を誤飲するなど、

78.2
66.5

生態系に影響を生じていること
プラスチックごみが海岸に漂着し、景観が悪化する

表３

過剰だと思うプラスチック製
容器包装・製品（複数回答）

61.2

など、観光業に影響が生じていること

(％)

川や街、農地に捨てられてプラスチックごみが海に

お弁当で使う使い捨て小分け用容器や飾り

50.3

レジ袋

50.1

ど漁業に障害が生じていること

通販などで使用される包装、緩衝材

45.8

プラスチックごみが原因で、船舶のプロペラ破損な

飲み物と一緒に提供されるストロー・かき混ぜ棒

44.8

ど航行に障害が生じていること

食べ物と一緒に提供されるスプーンなどの食器やお

36.9

しぼり
イベントで配布されるうちわ

35.0

ペットボトルのラベル

34.7

スーパーなどでのレジ近くに置いてあるロール状の

30.2

59.4

流出することで汚染が生じていること
プラスチックごみが原因で、漁網への混入や破損な

歯磨き粉などに含まれる微小なプラスチック粒が海

50.7
29.9
21.5

に流出することで汚染が生じていること
その他

0.0

特にない

2.0

わからない

0.2

ポリ袋
ペットボトル

27.0

表４

プラスチックごみ問題解決に向けた取組
（複数回答）
(％)

その他

0.2

特にない

5.6

マイバッグを持参するなど、できる限りレジ袋を受

0.8

け取らない

わからない

表５

代替製品の購入条件

（％）

価格と品質ともに、こだわらず代替製品を購入

13.7

従来品と比べて品質が同等以上であれば、多少価格

22.9

20.8

ポイ捨て・不法投棄はしない

53.1

ルールに従ってごみを正しく分別する

52.2

できる限りスプーンなどの食器・ストロー・おしぼ

41.1

り・アメニティグッズを受け取らない
マイボトルを持参するなど、使い捨ての飲料容器（ペ

38.0

リサイクル材や、植物を原料としたプラスチックな

32.3

どを使った製品を積極的に選ぶ

低くても購入
従来品と比べて品質も価格も同等であれば購入

56.3

ットボトルなど）をできる限り使用しない

が高くても購入
従来品と比べて価格が同じか安ければ、多少品質が

→上

35.5

路上などに落ちているごみを積極的に拾う

24.5
18.2

代替製品を購入してもよいとは思わない

3.4

街中や海岸で行われる清掃活動に積極的に参加する

その他

0.2

その他

0.6

わからない

3.7

今後、新たに取り組んでみたいと思うことはない

5.1

わからない

0.5
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ごみかんよりお知らせ
私が所属するＮＰＯは、地元多摩市から「ごみの分別相談」業務を委託されています。ここ数年ぐっと増えて
きたのが「実家の片づけ」の相談です。他市から週末ごとに実家に通っている人が、分別や出し方を確認に来ら
れるケースが多いです。それから、体力のあるうちに自宅のモノの整理をしたい、という方も増えてきました。
相談者には分別ガイドやごみ・リサイクルカレンダーに沿って説明しますが、実際、それはもう他人事ではな
く…切実に自分事になってきました。そこで、2 月の市民ごみ大学セミナーは、ズバリ
このテーマに決まり！ ぜひご予定ください。

市民ごみ大学セミナー
2 月8 日
（土）

13：30 ～ 16：30
国分寺労政会館 第 3 会議室

ださい
ご予定く

「（仮題）あふれるモノと向き合う
実家や自宅の修活＆片付けの現場より」
講師：千葉企業㈱

会長 千葉 一枝 さん

一般社団法人 協働作業所
「よって屋」 代表 重田  ますみ さん

講師のお二人は片付けのプロです。
今回のごみ大学セミナーは、一番身近で切実な
「我が家のごみ問題」に向き合います。
＊申し込み不要、直接会場へ ＊参加費 会員 500 円 / 一般 1000 円

『容器包装をみなおそう！
海洋プラスチックごみ削減に向けて』

増訂版ができました ！
３Ｒ全国ネットワークが昨年秋に発行した３Ｒ
環境教育用の小冊子『容器包装をみなおそう！
～海洋プラスチックごみ削減に向けて～』。
大変好評で、増刷を重
ねていましたが、このほ
ど４ページ増やし、情報
を更新した「増訂版」が
できました。
１冊 100 円。
希望者は下記へご連絡を。
reuse@citizens-i.org
TEL 03-3234-3844
FAX 03-3263-9463
＊送料、振込料は
ご負担お願いします。
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ごみ・環境ビジョン21
年会費＝ 個人会員 3,000 円 団体会員 6,000 円
賛助会員 10,000 円（一口）
郵便振替
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口座名：ごみ・環境ビジョン 21
口座番号：00130-1-603521

ごみっと ・ Ｓ Ｕ Ｎ vol.14

＊いの＊の つぶや記

今号のごみっとには、武蔵野市議の西園寺
さんに「水は命を守るとりで…民営化の幻想
に惑わされずに水を守るには」として、３回
の連続学習会の内容をまとめて書いていただ
きましたが、私も最後の回の「どうする日本
の水道」に参加しました。
台風 号によってライフラインが断たれた
千葉県。市街地で被害に遭った方がテレビの
インタビューを受けて「私は電気よりも、蛇
口から水が出ないことが恐怖でした」と答え
ていたのが印象に残っています。
西園寺さんの記事にある通り、日本は蛇口
から出る水をごくごくと飲める数少ない国だ。
東京都など大都市は、水道水を高度水処理し
て（ 浄水場に高度な水処理機がつけられているよ
うなもの）
、おいしくて安全な水になっていま
す、ということを、以前は盛んにＰＲしてい
たが、原発事故があり委縮してしまった感が
ある。そして、ますます多くの人が、ガソリ
ンより高いと言われるペットボトル入りの水
を安易に求めるようになってしまった。
命に直結する水道こそは、未来永劫、自治
体が管理運営していくものと思い込んでいた
のに、一年前の 月、自治体ごとに民営化 （コ
ンセッション化）が可能になるよう水道法が改
正された。民営化とはこれまでの民間委託と
は別もので、自治体が水道施設の所有権だけ
持ち、運営権は民営へ、つまり、公共の財産
を使って企業が利益を出すということ。
我が家の蛇口から出てくる水が、どこから
きてどんな処理をされ、安全性はどうなのか、
民営化以前に、私たちは「我が家の水」のこ
とを知らな過ぎたのでは…。だから水道法改
正案は２０１６年から１７年にかけてモリカ
ケ問題の陰でこそっと法案作りがされ、騒が
れる前に成立してしまった。
「コンセッション
化は権力者がお友だちに我田引水するための
巧妙な契約」という講師の辻谷さんの言葉に
「またか！」と怒りがわきました。ペットボト
ル削減のためにも水道を監視しましょう！
15

◆ご みっと・ＳＵＮのお受け取り方法は
①ヤマト運輸の DM 便
②メール添 付でのＰＤＦ配信 の二つがあります。
②をご 希望の方はメールにてお申し込みください。
◆ 振替用紙にはご 住所・お名前・お電話番号 ( F A X ) をご 記入
ください。また、住 所 変 更が あった場合はお知らせください。
DM 便は移転先へ転送されませんので 戻ってきてしまいます。
◆記事を転載する場合はご 連絡ください。

