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第 1分科会 環境問題基礎情報 

「環境問題と私たちのくらし」 

【進行】 

奈良県地球温暖化防止活動推進センター センター長 遊津隆義 

【講師】 

① 「地球温暖化の現状」 

認定 NPO法人環境市民 代表理事 杦本育生 

② 「世界の現状を知る We have a Dreamハンガーゼロの世界を目指して」 

一般財団法人 日本国際飢餓対策機構 常務理事 清家弘久 

③ 「『飲む』ことから考える地球にやさしいくらし」 

水 Do! ネットワーク 事務局長  瀬口 亮子 

【会場】たけまるホール 

 

遊 津：本日の司会進行を仰せつかっておりま

す、奈良県地球温暖化防止活動推進セ

ンターの遊津と申します。2001年に奈

良県で初めて地球温暖化防止の推進員

の選出を受け､そのときのメンバーが

中心となって 2004 年にセンターに指

定された。省エネ、再生可能エネルギ

ーの促進、環境教育、環境イベント・

講座、交通関係の取り組みや森林保全

等々の活動を行い、10数年たっている。 

昨年３月に生駒市は環境モデル都市

に選定された。環境モデル都市とは、優

れた環境取り組みを先取りして積極的

に行っていく自治体に国がお墨付きを

与えて、各自治体のモデルケースを取り

上げて、それを広めていこうということ。

生駒市でこれまで取り組んでおられた

環境の取り組みを国として高く評価さ

れた、その現れではないかと思う。現在、

環境モデル都市は、全国で 23 自治体選

定されている。 

 

遊津 隆義 

 

環境モデル都市も大事だが、それ以前

に環境問題って一体どんなものなの

か？私たちの暮らしにどのようにかか

わっているのか？わかっているようで

わかっていない、あるいは実感できてい

ないそういったものを、本第１分科会で

は専門的な難しい内容ではなくて、環境

問題についてわかりやすく、各地域の行

動に結びつくような内容を提供してい

けることを目的にしていきたい。 

はじめにご登壇していただくのは、京

都に事務所を置く、認定 NPO 法人 環境

市民 代表理事 杦本 育生さん。「地球温

暖化」というのもほとんどご存知かと思

いますが、2008 年、洞爺湖サミットあ

たりから意識が高まったが、震災以降、

エネルギー問題にかき消されてしまっ
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た。京都議定書も 2010 年に終わってい

る。現在の状況はどうなのか、私たちに

はどのような影響があるのか、ごくわか

りやすく実感できるようなお話をいた

だけるのは、この方しかいない。長年こ

の分野で精通しておられる、地球温暖化

問題第一人者でいらっしゃる。 

    ２人目は一般財団法人 日本国際飢餓

対策機構 常務理事  清家 弘久さん。

大阪の八尾に事務所を構えて、飢餓の

ない世界の実現のため、アフリカでハ

ンガーゼロを推進。世界の物心両面の

飢餓問題に取り組んでいる。私たちの

消費と、世界の飢餓問題との関係で、

私たちが何気なく、使っているものと

世界がどのような関係があるのかにつ

いてお話しいただく。団体名が非常に

難しそうだが、漫画で学ぶ開発教育を

進めておられ、「世界と地球の困った現

実」というタイトルのマンガを出され

るなどわかりやすく伝える活動にも工

夫されている。 

３人目は、水 Do! ネットワーク 事務

局長の瀬口 亮子さん。瀬口さんは、地

球温暖化防止、そしてリユースの観点か

ら、容器に入っている飲み物に着目。地

球規模で何が起きているかについてお

話しいただく。今日は、私も滅多にしな

いが、意識してマイボトルを持ってきた。 

長丁場だが学ぶことを楽しんでもら

えたら。よろしくお願いします。 

 

●講演① 杦本育生「地球温暖化の現状」  

画像を見ながら話を進めたい。北極の画像、

左が 1979年。右が 2003年、同じ９月で北極の

氷が最も小さくなったときのもの。氷が急速に

減っているのが分かる。世界の科学者の予想に

よると、2050 年までに北極の氷が全くない状

態になるかもしれない。そうなったら一体何が

起こるか。ホッキョクグマは動物園で非常に人

気者だが、このまま行くと近い将来、たぶんホ

ッキョクグマは地球上から姿を消すんじゃな

いかと言われている。生活環境が激減している

ためだ。どんどん暖かくなってアザラシも減っ

ている。だが日本に住む一般の人には、ホッキ

ョクグマの絶滅が私たちにどんな影響がある

かなんてわかりにくい。 

 

杦本 育生 

北極に氷があることがどういうことか、説明

したい。皆さん、今日お帰りになったらコップ

に塩を３％溶かして、それを冷凍室に入れてく

ださい。半分くらい凍らせたらその氷を取り出

して、水道水で洗って齧ってください。氷はし

ょっぱいか？しょっぱくない。氷にはほとんど

塩はなく、残った塩水というのは３％よりずっ

と濃くなっている。これが、自然環境で大規模

に起こっているのが北極。北極の凍っていない

周りの海は塩分濃度が高く、重い。重いと海水

は沈む、このことによって、ゆったりした深い

海の流れを作っている。北極から氷がなくなる

と、世界の海流大変動が起こる。 

世界の海流の大変動が起こると、気候大変動

が起こる。例えば、ヨーロッパは、日本より緯

度が高いが、日本と同じく温帯。メキシコ湾流

という暖かい海流が流れているからだ。海流が

弱まってしまうと、気候が変わってしまいヨー

ロッパには住めなくなる。 

ところで、地球温暖化が最もわかりやすいの

はアラスカの写真。アラスカの大地にある永久

凍土がついに融けて、道路が割れてしまった。
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私はアラスカのフェアバンクスにいたことが

あるが、６～８月の３か月だけ雪がなかった。

ところが、最近現地の人に聞くと「もう５ヶ月

雪がない」と言う。私がいたのは 20 年ほど前

だが、アラスカの温度は急速に上がっていて、

今回、永久凍土が融けて道路が割れてしまった。 

地球温暖化で最もわかりやすい現象としてあ

るのが洪水。1990 年以降、世界中で大規模な

洪水がそれまでよりよく起こるようになった。

アメリカの真ん中の方やロシアでは、真っ平ら

であるため洪水が起きたら一か月水が引かな

い。一か月後に戻っても住めないから、移住す

る方も出たと言う。このような大規模な洪水が、

この 20数年、世界中で起こるようになった。 

世界では、全く逆の乾燥化・砂漠化も起きて

いる。かつては水、食べ物があり、乾燥さえ何

とかすれば農作物もできた。だから、生活が出

来た。そういうところが砂漠になってしまった

ら、どこかに移るしかない。だが、オアシスを

中心に住める場所には他の人が住んでいる。と

なると、こういった方々は難民になってしまう。

以前は難民は政治的迫害にあって自国を去る

人々のことを指していた。しかし、このごろは

国連でも「環境難民」という人が生まれている。

このままだと世界中で環境難民が生まれるん

じゃないかと言われている。 

今、非常に砂漠化が進んでいるのがアメリカ。

カリフォルニアでは干ばつが続いている。アメ

リカで飼料用の穀物の栽培がうまくいかなく

なると、日本では乳製品の価格に影響が出てく

る。近所のスーパーに行くとバターが高く、一

人一個までと書いてある。それは実はこういう

世界の環境問題が本当の要因。国連の統計によ

ると年間 600 万 ha砂漠化しており、500万 ha

がもともと農地だったと考えられている。日本

の北海道から沖縄までの全農地が 487 万 ha、

日本の全田畑より広い面積が世界で砂になる。

日本はカロリーで６割の食べ物を輸入してお

ります。世界規模で見れば人口は増えている中、

日本は大丈夫なのかな…と考えないといけな

い。 

中国のラクダの放牧農家。この画像は悠久の

砂漠のように見えるが、数年前まで緑生い茂る

大草原だったそう。日本に影響が出ているのは、

黄砂。以前は北海道では、あまり黄砂は見られ

なかったが、最近観測されることが増えた。黄

砂の砂自体は毒ではないが、非常に細かい砂で

あるため、吸い込むと心肺に突き刺さってしま

う。おまけに、中国の大気から渡ってくる際に

PM2.5などを巻き込んでしまう。隣の韓国では、

黄砂がひどい時は全学校休校になってしまう

そうだが、九州や山口は近い将来そうなっても

おかしくない。 

山火事も世界中で起こっている。森は日中、

一杯酸素を出す。酸素の多いところは燃えやす

い。日本は湿気が多いから大丈夫だが、乾燥し

てるところでは葉っぱが触れ合うことで発火

する。空気中の二酸化炭素が増えて山火事が起

こりやすくなって、また温暖化が進む。こうい

う悪い循環が起こっている。 

アルプス山脈の 3000m 付近の氷河で３つの

氷河が合流している、1986 年６月末の写真。

20 年過ぎたら３つの氷河が合流しなくなった。

スイスの学者は、1985 年から 2000 年の間に、

全氷河の表面積の 22％がなくなり、2050 年ま

でに全アルプスから氷河はなくなると言って

いる。急速に氷河が融けるとふもとの町で洪水

が起こり、最後は海に流れ海水面が上昇する。 

 インド洋のモルジブ、本当にきれいな島国で

小さい島が 1000 ほど集まって国を作っている

が、満潮時平均海抜は 1.5m。つまりこの国は、

このままだと海に沈んでしまうかもしれない。

非常に綺麗な南の島で、日本人から見ればリゾ

ートの典型。日本からも年間４～５万人が訪れ

ているが、異常な海水温の上昇によって珊瑚礁

が様変わりしてしまった。普段、モルジブの海

水温は一年中 28～29 度くらいで、珊瑚にとっ

て最適な温度である。ところが1997年7月に、



第１分科会 環境問題基礎情報 「環境問題と私たちのくらし」 

 

22 

 

38 度まで上がってしまった。珊瑚は人間と同

じで、温かいのは好きだが熱かったら死んでし

まう、その境界温度は 30 度と言われている。

モルジブの島の８〜９割に影響を受けた。以前

私は、モルジブ環境大臣とお話しする機会があ

った。私は最後に「今後、日本で地球温暖化対

策についてお話しすることがあるのですが、な

にかお伝えしましょうか」と言ったところ、彼

はこう言った。「皆さんのライフスタイルを変

えてください。そうでないと私たちは国が失わ

れてしまいます」これがモルジブの環境大臣か

ら、皆さんへのメッセージ。我々先進国がやっ

ていることが、まさに隣の人に唾をかけてしま

っている。モルジブが沈没したら、人々はどう

なるのか。それから、こちらの方が日本では有

名だが、南太平洋のツバル。普段は土が見えて

いるが、大潮の満潮時になると島のあちこちか

らわき水のように海水が湧いてくる。井戸水に

塩が入ってしまった、畑に塩が残って作物の栽

培ができない、ということが続いた。もうこの

ままでは生きていけない、働けないと、若い世

代を中心にニュージーランドなどに移住する

ことになりました。自主的ではあるが、やはり

この方々も環境難民。こういうことの原因が、

私たちが出している温室効果ガスにあるとい

うことを考えておきたい。 

地球温暖化の影響として考えられるのが、台

風。台風のエネルギーは、海水面が暖められて

その上昇気流のパワーを蓄えていく。地球全体

の海水面を暖めていくこの地球温暖化は、どの

ように影響を与えていくか。ひとつひとつが直

径が大きくなり、強くなる。そしてもうひとつ、

発生する場所が広範囲になる。最近、日本近海

や中国近海まで台風が発生するようになった。

それは、日本近海・中国近海まで海水面が暖か

くなったためと考えられる。2005 年のハリケ

ーンカトリーナの写真、バラバラになった木造

住宅の上に自動車がひっくり返っている。すご

く強い台風の場合は、一部分に同時に竜巻も起

こることがある。2013 年にフィリピンを襲っ

た 30号は、最大瞬間風速が 105m/hだった。そ

して 2015 年、バヌアツ南太平洋のエリアにも

同じ規模の台風が上陸した。気象庁は、この規

模の台風が日本を襲ってもおかしくないと言

っている。2009 年には台風９号が、兵庫県の

佐用町というところに直撃した。被害が大きく

なったのは、実は日本近海で急に台風になり、

ちょうど前線もかかっていたからむちゃくち

ゃ雨が降った。2014 年には広島の土砂災害も

あった。こういう風なゲリラ豪雨がどんどん増

えてくることが考えられる。 

地球温暖化は単に暖かくなるのではなく、気

候が変わる。個人の家屋の損害保険は以前は最

長 36 年契約できた。これは、被害が大体予測

できるから。ところが、今年から火災保険は

10 年以内しか入れなくなる。20～30 年先、ど

んな災害が起こるか予測できない、保険会社も

計算できないから無理だということ。それだけ

人間が酷くした自然災害の要因がまさに、地球

温暖化と言うこと。 

極端化という言葉がある。愛知県岡崎市では

１時間百十数ミリの豪雨、同じ日に高知県鮫川

ダムが、貯水ゼロになった。雨の降り方も、ざ

っと降るときと全く降らないところに分かれ

る。そういう風な異常な気象がどんどん増えて

いるというように考えられている。１時間降水

量 80mmという異常な雨、1976、1986年では年

間平均 10.7回だったが、最近は 17回。集中豪

雨が多いと感覚的に思うが、数字でも証明され

てきた。一昨年、西日本は暑く梅雨も明けたが、

東北では低温で梅雨が明けないということが

あった。同じ日本の中でこんなにも変わる。 

向こう 10 年、猛暑と大雪がセットになって

訪れる極端な傾向が続くだろうと、気象庁が言

っている。北極の氷が融けて、北極の付近にあ

るジェット気流が弱まって蛇行すると、下に向

く。気流が蛇行した下に日本があると、大雪に

なる。大雪は地球温暖化が今、起こしていると
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いっても過言ではない。英語では、グローバ

ル・ウォーミング。ヨーロッパでは気候変化と

呼びます。雨や気温、天候、そういったものが

すべて変わってしまうとどのような影響があ

るか。 

私が一番怖がっているのは、農業。これほど

気候に左右されるものはない。農業は、まずそ

の土地にあったものが必要。しかし、地球温暖

化によってそういった条件がすべて変わって

しまう。中長期の世界食料生産は大きくマイナ

スになるとされている。このとき、日本はどう

なるか。日本は人口が減少していくし、日本で

食料が減ることは無いと思うが、日本の食料自

給率は４割。まして TPPにより１割になると農

水省は予測している。そういうころを考えると、

TPPは考え直した方が良いと思う。そういう日

本に、私たちは住んでいる。世界の食料自給率

は下がり、一方で人口は増える。私たちの食料

は大丈夫だろうか。今でも実は、８億以上の方

が色々な理由によって飢餓にさらされたり、家

を失われている。しかし、地球温暖化では絶対

的に食料不足をもたらすことが考えられる。平

等に分かち合えない、分かち合おうとしても足

らない。食料生産していない国はどんな悲惨な

ことになるかを考えたい。食べ物は、我々の生

きていく基本に関わる問題。それが地球温暖化

によって損なわれる可能性があることを考え

たいものだ。 

もうひとつが、水。21世紀は水不足の上に、

温暖化が進んでいく。いま比較的多く雨が降っ

ているところはもっと降る、雨が少ないところ

はもっと降らなくなる。日本はヨーロッパより

は雨が降るが、大丈夫ではない。国土交通省が

作った世界の水資源のマップでは、将来的に水

資源が大丈夫な国はカナダ、スウェーデン、フ

ィンランド３カ国のみしかない。日本も中レベ

ル程度で危険。集中豪雨では水がどんどん流れ

てしまって山が保てないため、資源にならない

ためである。森はどんどん保水能力がなくなっ

ていく。 

 ということを考えると、食べ物、水という私

たちが絶対に生きてく上で必要なもの２つが

危機にある。地球温暖化に関心のない人はいて

も、関係ない人はいない。特に、お子さん、お

孫さんの世代になる頃にはどうか。それ以外の

健康被害も考えられる。ヨーロッパでは熱波と

いう異常な高温現象が起きている。普段の夏よ

り 10 度くらい高いそう。夏の暑さでは死なな

いはずの人々が、４〜５万多く亡くなってしま

った。こういう熱波が、今ではオーストラリ

ア・アメリカでも起こり始めている。そういう

ものが、日本でも突発的に起こるかもしれない。

もうひとつ気をつけたいのは熱帯性の感染症。

本格的に入ってくるのも近いのは、デング熱か

なと思う。デング熱で死んだ人は日本ではいな

いが、デング熱では１回目は死なない。２回目

に重症性するのが特徴で、乳幼児の危険性が高

い。今までは東南アジアで感染して、日本に返

ってきて発症することがあった。しかし昨年は、

東京で刺され、発症した。まさに、日本は汚染

地域に入りつつある。国民健康センターの人の

話では、今世紀、西日本はマラリアの心配をし

ないといけないということ。 

もうひとつ、クリントン大統領のときの副大

統領だったゴアさん。政界引退して、地球温暖

化についてアメリカだけでなく、世界のあちこ

ちを回って啓発して回ったことで、ノーベル平

和賞が与えられた。環境の活動にノーベル平和

賞、なぜか。実は、地球温暖化が酷くなって、

水や食べ物が少なくなるということもそうだ

が、地球温暖化の要因である化石燃料は、戦争

の原因である。例えば今、シリアの大変な状況、

これは地球温暖化によって記録的干ばつが起

こっており、それが政情不安を煽っている。地

球問題は平和問題、だから地球温暖化を防ごう

と言う取り組みに対してノーベル賞が贈られ

た。 

地球温暖化は、異常気象、海水面上昇、気候
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変動、それによる食料問題・水問題、経済にも

影響し、さらには政情不安や戦争の元にもなる。

だから真剣に取り組まないといけない。日本の

政治もそうだが、つい目の前のことに手を取ら

れてしまい、将来に向けて考えることがおろそ

かになることがある。30年後の世界を考えて、

今、何をするかを考える。これをやらない限り、

孫や子どもたちには、地球温暖化による２つの

不平等、南北間不平等・世代間不平等を残して

しまう。天に唾を吐いたら、私たちの子どもや

孫にかかってしまうようなもの。このままいっ

てしまうと、孫の世代に墓参りしてもらえない

かもしれない。じいちゃん、ばあちゃんの時代

が悪かったんだと言われてしまいかねないこ

とを、私たちはしでかしている。 

 日本でどのくらい気温が上がるというと、20

世紀の 100年間で 1.1度上がっている。２万年

前、氷河期の真っ只中の平均気温は何度か。正

解はプラス 10 度。現在は大体プラス 15 度で、

たった５度しか変わらない。そんな気温を、私

たちは１度上げてしまった。気象庁は昭和 28

年から水温・気温の調査を始めており、春咲く

花は早く、秋はどんどん遅くなるという記録が

出ている。このままだとどんどん気温は上がっ

ていってしまう、その原因はまさに我々人間だ

ということを、世界の科学者が明確に言ってい

る。その中でも我々日本人は、人口一人あたり

では、かなり温室効果ガスを出している。私た

ちは、世界平均の２倍くらいの温室効果ガスを

出している。我々は世界平均の２倍努力しない

といけない、ということ。 

温室効果ガスを出すのは、石油石炭天然ガス。

生活すれば必ず出てしまうもの。だから自然エ

ネルギーにがんばって切り替えるしかない。再

生可能エネルギー26％のドイツでは、停電など

一度もない。ちゃんとシステムを作ればよい。

再生可能エネルギーは、枯渇しないし、二酸化

炭素も出さない。日本は再生可能な自然エネル

ギーが豊富だと世界から言われている。今まで

エネルギー自給できないと言っていたが、再生

可能エネルギーに切り替えていくことで、日本

はエネルギー自給国家になり得る。今まで中東

から石油を買わなければならなかったそのお

金が、日本国内の雇用に流せる。ドイツでは実

質 GDPが上がるのに、CO2は下がる。日本は残

念ながら、まだ社会や経済全体を切り替えられ

ていない。地球温暖化に注力することで、経済

が成り立たなくなるんじゃないかという想い

がある。しかし、そうではない経済のあり方も

世界では実現されつつある、こういうことも私

たちは知っておくべき。 

その中で、面白い活動がいっぱい起こってい

る。今、生駒でも市民共同発電所が立ち上がっ

て、日本各地でメガワット企業や共同発電所が

立ち上がりつつあります。自治体と市民と民間

が出し合って、地域の金融機関と一緒になって

行われている。それから、ソーラーシェアリン

グ。下では畑をやりながら上では太陽光発電。

農業と発電機能が両立できることがわかって

きた。こうなると、農家にとっても収入がある。

また、中之条町では自分たちで電力供給会社を

設立し、町が電力会社になってしまった。高畠

町という人口 25,000 人の町では、環境アドバ

イザーの人たちががんばって 2003年から 2011

年まで 1,107回も環境学習をやった。最後にも

うひとつ、ごみを減らすというのは非常にいい

こと。地球温暖化防止にも大きな役目を果たす。

ごみを燃やさない、あるいは買わない・使わな

いというのは、無駄な包装生産を減らせる。そ

ういう点では、とても意味のあること。 

時間が来たので終わる。ご関心のある方は、

また詳しくどこかでお話できれば。 

 

●講演② 清家弘久「世界の現状を知る We 

have a Dream ハンガーゼロの世界を目指し

て」  

日本国際飢餓対策機構という国際協力の

NGOとして、1980年代から活動している。事務
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所は、大阪が本部事務所で、また沖縄、広島、

東京、名古屋、仙台に事務所を置き、全国的に

活動している。私が呼ばれたのは、途上国の人

たち、特にアフリカの人たちに対して、色々な

ことに影響を及ぼしていることを踏まえて話

すということだと思う。 

 

清家 弘久 

「We have a Dream ハンガーゼロの世界を目

指して」、私たちは飢餓をなくしたいと思って

いる。どこかが痛めば、他のどこかが痛んでい

く。私たちの世界は繋がっている。そんなこと

できないよ、そんなことなるわけないと思って

しまったら、私たちがやっている活動もまった

く意味がない。飢餓はなくならない。憎しみ戦

争はいつも起こる、私たちがそんな風に考えて

いては、私たちはある意味嘘をついて騙して、

お金集めをして、慈善事業をしている。でも私

たちはそうではなくて、きっと飢餓をなくすこ

とができる、ハンガーゼロは必ずできるんだと

信じて、活動を続けている。 

 去年、残念な出来事があった。一部の熱狂的

なサッカーファンの人たちが、「ジャパニーズ

オンリー」と書いて観客席のところに置き、外

国人の排斥をしたのだ。それに対して Jリーグ

は、無観客試合という制裁を課した。まったく

観客が居ない状態で試合をすると言う経験を

させされた。そのときに浦和と清水の監督のお

二人が、両名とも外国人だが、非常に興味深い

コメントを残している。「私は 37年間ほぼ外国

で生活している。差別は残念ながら、どの国に

も存在する。私も差別を受けながら、差別する

人間に対してリスペクトと愛情とを忘れなか

った。クラブは今、厳しい状況にあるが、どん

な状況でも他者を愛し、大事にする、リスペク

トするべきであることを忘れるべきでない。」

ユーゴはいくつかの国に分裂したため、彼自身

は生まれてから祖国で過ごしたことがない。そ

の感覚が、私たちは地球に生活している中で他

者を愛していく、お互いを尊重していく、とい

うことにつながっている。自分たちさえ良けれ

ばいいのか？自分たちだけが幸せであればい

いのか？そうじゃない。すべて世界は繋がって

いる。どこかに影響を受け、与えていく。私た

ちは、そんなことを考えていくべきだ。 

共に生きる、共生。元々生物学用語から出て

いる。イソギンチャクとクマノミは、お互いが

お互いを必要としている。片方死ぬともう片方

も死んでいく。お前も生きろ、俺も生きる、と

いうのが、共生の考え方。もう一方の考え方は、

パラサイト。寄生している状態。コバンザメは

親ザメにくっついて、そこについたおこぼれを

食べて行きていく。いざとなれば、別のとこに

くっついていく。けれども、このような寄生で

はなく、お互いがお互いを必要としている、共

に生きる共生の考え方。これが世界に必要だと

思う。 

ウガンダで撮られた、一人の人に子どもが手

を差し出している非常にショッキングな写真。

色々考えさせられる写真だが、これも現実。今、

子どもたちが直面している。いろんなことを考

えさせられる、それが現実だ。こういった子ど

もたちを、本当に一人でもなくしたい。それは、

どこかが痛めば私たちも痛んでいるという共

生の考えを、私たち自身がもって、環境破壊や

そういうことによって、いろんな人たちが痛ん

でいるんだという事実を、私たちは知るべきだ

と思う。 

国連では、世界の飢餓人口は 10 年間で１億

人減少したと報告している。しかし、状況が改

善されている一方、世界では今も８億 5000 万
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人、９人にひとりが飢餓で苦しんでいると警告

を出している。飢餓との戦いは、中東やアフリ

カで起きている紛争、エボラ出血熱の流行によ

ってさらに困難な状況に直面し、特にサハラか

ら南では、４人に１人が慢性的な栄養不良で苦

しんでいる。アジア全体の飢餓人口５億 2600

万人であり、世界最大の飢餓を生み出している

のはアジアだと警鐘を鳴らしている。 

 2015年は、日本が提唱し 2001年から始まっ

たミレニアム開発目標の最後の年。この 15 年

で飢餓人口を半分に、学校に行けない子どもを

半分にしようなど、様々な約束がなされた。そ

れがこの 2015 年で達成したと言って、次の新

しい目標設定に向かっている。しかし残念なが

ら、それは数字合わせのトリックだ。実際に学

校に行けていない子どもは、むしろ増えている。

表向き、飢餓人口も減ったように見えるが、実

際減ってはいない。 

色々な要因があるが、環境の問題で飢餓人口

が増えているというのは、ものすごく大きな問

題だ。FAOが出しているハンガーマップを見る

と、色がついているのは飢餓で苦しんでいる人

がたくさんのところで、アフリカはやはりたく

さんの国で飢餓が広がっていることがわかる。

白いところは、戦争状態で統計が取られていな

いだけ。 

私たちのスタッフがいるコンゴ（民主共和

国）では、統計が取られてない。コンゴ民主共

和国は、ものすごく大きな国で、すごい量の金

とコバルトが出る。その鉱物資源を奪い合って

戦争が起きている。私たちのスタッフもいつも

危ない目に遭っている。一昨年のクリスマスの

ときにコンゴから「清家さん祈ってくれ」と緊

急電話がかかった。自分たちのすぐ側まで、戦

火が迫っていると。街頭で本当に撃ち合いが起

こっていた。それは、国の主導権を握るために

資源を奪い合って人々が殺し合っているのだ。

世界最大の資源産出国に数えられるコンゴ民

主共和国だが、資源があっても豊かになってい

ない。豊かになっているのは、享受できている

のは、先進国の私たちだ。資源を生み出してい

る、それを産出している国々の人々は、その恩

恵を受けていない。 

西アフリカでエボラ出血熱が起こり、３つの

国リベリア、シエラリオネ、ギニアで大きな影

響を受けた。やっと１年経って、まだ完全収束

はしないけど、ほぼ鎮圧したと言われている。

しかし、その犠牲者は多数だった。 

マザーテレサはこう言っている。 

思考(考え方)に気をつけなさい、それ

はあなたの言葉になるから。 

言葉に気をつけなさい、それはあなた

の行動になるから。 

行動に気をつけなさい、それはあなた

の習慣になるから。 

習慣に気をつけなさい、それはあなた

の運命になるから。 

思考は、最終的に運命と直結している。だか

ら、私たちの考え、世界は繋がっているという

考えが、私たちの運命を決めて行くのだ、とい

うこと。皆さんがこのようにして、関心をもっ

て学んでくださっていることはすばらしいと

思う。私たちが伝えられることは限られている。

しかし、ここにいる皆さん一人ひとりの考え方

が変わって、それを伝え、その人から 10 人、

100人に伝わっていけば、世界を良くしていこ

う、環境を良くしていこうという考え方が定着

していくと思う。 

世界の難民数 4,290万人のうち、途上国の方

が 89％。無国籍の人々は 1,000 万人。全難民

の半数は 18 歳以下。私たちの仲間で、ルワン

ダで活動している方がいる。彼は隣国のブルン

ジで生まれた。難民キャンプで生まれたのだ。

両親は祖国ルワンダから戦火を逃れてきた。彼

は運良く大きくなって、イギリスで勉強するこ

とができ、祖国ルワンダに帰り、争っている２

つの部族の和解のために活動している。しかし、

彼は言った。「清家、難民キャンプは大変なん
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だ。子どもが５人生まれたら４人死ぬ。俺はラ

ッキー。ほとんどの難民キャンプで生まれた子

どもたちは死んでいく。自分は生き残り、幸い

にも勉強できて、イギリスで学べた、だから私

は、祖国に帰ってこんなことが二度と起こらな

いように活動しているんだ。」 

これはケニアの難民キャンプの写真。たくさ

んの人々がソマリアから来ていた。ここの環境

は暑く、そしてすごく乾燥している。地球温暖

化によって本当に厳しい生活をしている。ここ

で、数十万人の方が生活している。子ども達１

人ひとりは素晴らしい笑顔を見せてくれる。け

れど、その子たちが安心して勉強できない。両

親は命からがら逃げてきた。けれど、そこで生

活することは本当に大変なこと。なかなか学校

に通えない子どもたちが多く、５〜17 歳の児

童労働に従事している子どもたちは 2億 6,500

万人。サハラ以南のアフリカでは４人に１人、

アジアでは８人に１人が働いている。男の子は

経済活動のため危険な作業に従事することが

多く、ダイヤモンド、宝石などいろんなものを

採掘し、子どもはお金を稼ぐために、あるいは

無理やり仕事をさせられている。女の子の

90％は、母親に代わって家事労働に従事する。

本当なら友達と遊んで、先生の言うことを聞い

て、勉強すべき子たちが残念ながら児童労働を

させられている。その恩恵を受けているのは、

先進国の私たち。 

差別・偏見の中にある子ども達がいる。女性

であるゆえに、ジェンダーのゆえに、殺される

人口は年間 6,000万〜１億人、闇に葬られるの

ではっきり数字が出ないが、そう言われている。

これはインドで出されている新聞、「キラーペ

アレンツ」というショッキングなタイトルが書

かれている。インドでは、女の子とわかったら

堕胎してしまう。または、生んでも辛いチキン

スープを飲ませて死なせてしまう。女の子は意

味がないというのが、インドの中に定着してい

る。それは、例えば一人っ子政策をしている中

国にも見られるかもしれない。一人しか産むこ

とができないなら、女の子は結婚したらいずれ

家を出てしまう。だから堕ろされる、生まれて

も登録されないケース、または学校にいけない

まま年を重ねていく女の子達がたくさんいる。 

 HIV、エイズもそうだ。家族の誰かが陽性だ

ったことが分かると、村から阻害され迫害を受

けている。圧倒的に多いのはアフリカのサハラ

以南の地域。エイズで１日 8,000人が、年間で

300万人が亡くなっている。１年で 500万人が、

１分間に 10 人が感染している。しかし、HIV

に感染した人が皆発症するのではない。助かる

人もいる。けれども、現在までに 4,000万人が

亡くなっており、2,500万人のエイズ孤児がい

る。私たちが支援しているウガンダの村のお母

さんは旦那さんからエイズをもらい、発症して

いる。その娘もエイズ。ウガンダ政府は、エイ

ズの発症を止める薬を無料で配っている。しか

し、恩恵を受けられるのはわずか。田舎の病院

や小さな保健所ではもらえず、町の大きな病院

でもらうしかない。そこに行くにはバスに乗り、

またはみんなが乗り合わせる車に乗っていく。

それができなければ、無料で配っている薬をも

らうことができない。JIFH が行っているサポ

ートでは、月 4,000円で子どもを学校に行かせ

る。彼女はバスに乗って町に行き、母と自分の

分の薬をもらいに行けるのだ。 

しかし、エイズの薬はきつい、だから小さい

子が飲み続けたらどんな影響を受けるかわか

らない、この子が大きくなったときに心配なん

だとスタッフは語っていた。だから、やはり治

療ではなくて予防が必要なのだ。ウガンダをは

じめ、多くのアフリカの国々では ABCアプロー

チを行っている。A は、Abstain。青少年に性

というものを正しく教えなさい、乱れた性が駄

目なのだと教えている。子どもたちの劇は、エ

イズの予防によって街でどんなことが起こる

のかを見せてくれる。B は、Be faithful。浮

気をするな、と言うこと。アフリカでは一夫多
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妻制は、ある意味権力の象徴。しかし、それは

大きな誤りだということをアフリカは気づき

だして、一夫一妻制にして人として正しく生き

ていきましょうということを一生懸命やって

いる。そして、Cは、Condom。夫婦間でもコン

ドームを使いましょうということ。これらのこ

とがかなり功を奏しており、アフリカから少し

ずつエイズは減っている。 

１分間で 17 人の人が飢餓で亡くなっている。

そのうち 12 人が子ども。問題が起きれば一番

大きな影響を受けるのは子ども達だ。環境問題

は子どもたちに影響を与えているんだ、という

ことを、ぜひ知っていただきたい。私たちがア

フガニスタンで医師と村を回っていたとき、お

母さんがこの子を助けてくださいと言って、子

どもを連れてきた。医師は首を振るだけ。もう

手遅れ、お母さん自身の栄養が足りないからだ

った。お母さんが元気にならなければ、子ども

達を育てられないのだ。私たちは、同じ地球の

仲間。彼らが悪いんだ、と感じるのではなく、

同じ地球の仲間として、考えていただきたい。 

 何人か私たちが支援させていただいている

子どもたちを紹介する。この子は、ボリビアで

支援しているミレアムという女の子。この子の

家は貧しいが、ものすごく勉強ができる。彼女

の夢は、医者になること。お金持ちになりたい

からではない、他の人を助けていく、そういう

人になっていきたいと言う。 

この子は、ケニアの学校に通う女の子。彼女

の夢は、スーパーの店員。そんな女の子はたく

さんいる。勉強したら、学校を出たら、憧れの

スーパーの店員になれる、そう考えているのだ。 

この女の子は、サンドラちゃん。彼女の夢は、

大統領になりたい、大統領になったら国を変え

たい、この世界を変えたいということ。アフリ

カで女性大統領が生まれたら、どれほど素晴ら

しいことだろうか。 

 皆さんご存知かと思うが「もったいない」と

いう言葉を押し進めたマータイさんは、ケニア

の女性環境大臣だった。日本には素晴らしい言

葉がある、それをアフリカに定着させたいと

「モッタイナイ」という言葉を世界各地に届け

て広めてくださった方。 

 この子はボリビアの男の子。生まれて早くに

両親が亡くなり、おじさんのところに預けられ

ましたが、いろんな方が彼を応援し、学校に行

くことができた。彼は、片方の耳が不自由だが、

農学者になりたい、農学を学んで地域を変えて

ゆく、そういう想いを持っている。みんなそれ

ぞれ夢を持っている。地域を、国を、世界を変

えていく、そう思っている。支援をしてくださ

る皆さんと、その子どもたちの夢を応援したい。

そうすることで世界は変わっていく。それを願

って私たちは仕事をしている。 

「種の中の森」というアフリカのことわざを

紹介したい。誰でも、マンゴーを見たらマンゴ

ーの種の数は分かる。しかし、その種を一個植

えればどれほど大きな樹になって、いくつの実

をつけていくかわからない。この種の中にも森

がある。子どもたちもまた、「種の中の森」な

のだ。すごい見方だなぁ、と感動した。アフリ

カの人たちは、種に森があるのだと見ている。

子どもたち一人ひとりの中に森がある。それに

水をやり、育てていけば、大きな森になる。そ

して、隣の人、その隣の人に影響を与えていく。

そして、世界を変えていく。私たちはそう信じ

ている。 

作家の大江健三郎さんの、チャンピオンの定

義という話を紹介したい。大江健三郎さんが小

さいときに欲しくてたまらなかったものは、英

語の辞書。見かねたお兄さんが、その英語の辞

書を買ってくれた。それをもって、部屋に入っ

てずっと読んでいた。晩御飯の時間になっても

降りてこない。「おーい、健三郎、降りてこい。

おい、その辞書の中で、おもしろいことばが見

つかったか？」彼は、こういう風に言ったそう

だ。「チャンピオンという言葉がおもしろかっ

た。辞書にはある人のために代わって戦ったり、
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ある主義主張のために代わって議論する人と

書かれていた。自分のために何かするのがチャ

ンピオンと思っていたが、誰かのために戦うこ

と、議論する人がチャンピオンなんだ。」それ

以来、健三郎とお兄さんはそのことについて話

すことはなかった。お兄さんが臨終の時に、家

族が集まって遺す言葉はないか？と聞いたと

き、お兄さんは、「健三郎に聞いてくれ。彼が

私のチャンピオンだから。俺に代わって書いて

くれている、主義主張をしてくれているんだ」

と。健三郎さんはそれを聞いて号泣したそうだ。

自分はそんなつもりはなかったけれど、兄はそ

う思ってくれていたのだと。 

自分の栄誉のためではなく、他者のために何

かをして生きていく、自分たちのエネルギーを

他者のために使っていく、それはある意味で、

環境問題の根本につながっていくのではない

か。自分のために生きていくのではなく、誰か

のため、小さな人のために。その子ども達一人

ひとりの中に、たくさんのマンゴーの種、いっ

ぱいの可能性が植わっている。私たちの活動ビ

デオを紹介させていただく。(以下、ビデオ映

像) 

私たちの小さな行動は無駄にならない。世界

を変えていく、大きな力になる。環境問題は本

当に大きなことだが、私たちの小さな努力、一

歩から子どもたちの運命を変える、子どもたち

の人生が変わることにつながっていく。皆さん

が、この会議をきっかけに様々なことに関わっ

ていただいて、小さな行動から始まっていくこ

とを願っている。 

 

●講演③ 瀬口亮子「『飲む』ことから考える

地球にやさしいくらし」  

まず、みなさん外出中に喉が渇いたら、どう

されるか？現在では、コンビニや自販機で気軽

に飲み物を買って飲むのが多いと思う。飲んだ

後はちゃんと分別ボックスに入れてリサイク

ルしているから問題ない、最近の分別ボックス

にはキャップを入れるものもあって、詳しく分

別することもできて、さらにエコなんじゃない

か、途上国の人を助けられるんじゃないか…と

考えていらっしゃると思うが、ペットボトルは

そもそもリサイクルしているから大丈夫なの

か、それって本当にエコなのか？ということを

考えていただきたい。 

 

瀬口 亮子 

クイズの第一問。ペットボトルの生産量は、

重量ベースで過去 20 年間でどのくらい増えた

か？いろんなペットボトルがあり、メーカーも

「薄く軽くなりました」と宣伝されたりしてい

るが、そのあたりも考慮していただきたい。

1990 年代、それほどペットボトルが多くなか

った当時は、２リットルの大きなボトルくらい

だった。容器包装リサイクル法は 1995 年に成

立したが、それと共に小型ペットボトルも登場

した。そして、気軽にボトルを持ち歩くライフ

スタイルが定着した。最新のデータでは、約

60 万トンという数字になっている。リサイク

ル率が増えているから大丈夫じゃないかと思

うが、内訳を見ていきたい。飲料メーカーが出

しているデータだが、やはりお茶が多い。それ

から、水をボトルに入れて飲む習慣はなかった

が、水をボトルに入れて売るようになったのが

ペットボトルが増えた要因だ。 

クイズの２問目。ペットボトル入りの輸入ミ

ネラルウォーターを自販機で買ってリサイク

ルする場合、水道水を浄水してアルミ水筒に入

れて飲む場合、前者は後者の何倍の CO２の排出

量となるか？答えは約 50 倍。外出先で飲む場
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合と仮定して、国産ペットボトル、輸入ペット

ボトル、冷水機、アルミ水筒で比較してみる。

ペットボトルの原料の採掘にも石油エネルギ

ーが必要で、ボトルを作るエネルギー、作った

ボトルを運ぶエネルギー、そして製品をボトル

内に入れて冷やすエネルギーと、最後に、リサ

イクルするエネルギーが必要になる。リサイク

ルにもプラスマイナスがある。次の新しいもの

を作るためにはエネルギーが必要となる。次の

原材料のエネルギーの節約になることはプラ

スだが、そのプラスとマイナスをうまく組み合

わせることでエネルギーの削減につなげてい

くことができる。だが、かかっているエネルギ

ーに対してリサイクルの貢献が少ないことが

お分かりいただけると思う。冷水機でかかって

いるのは、水道水の浄水にかかる電気エネルギ

ー等。アルミ水筒に必要なエネルギーの場合、

製造にエネルギーがかかっているが、何度も使

うので低くなっている。製品の原料採掘段階、

リサイクルまでのプロセスを一貫して捉える

考え方を、ライフサイクルアセスメントと言う。

その他にも色々なシナリオがあるが、今回は４

つのシナリオで比較した。そこで、先ほどクイ

ズに使った例の場合、アルミの水筒の場合とペ

ットボトルの場合を比べると約 50倍となる。 

このデータは外出した際のものだが、家庭で

も宅配の水を飲まれていると思う。ご家庭では

ガラスのコップを何度も使う。コップを 1,000

回くらい使ってやっと捨てる感じだろう。とす

れば比べるとさらにエネルギーの差は多くな

るだろう。一般的に 1,000回、逆に言えば１回

買うのを避けると CO2排出量を 1,000分の１に

することができるということもできる。 

ペットボトルというのは、大量生産・大量消

費・大量リサイクルのひとつの象徴である。私

たちは利便性に慣れてそれを追求することで、

トータルの環境負荷が進んでしまっていると

いうことがお分かりいただけると思う。３Rと

いうのをご存知だろうか、リデュース、リユー

スがあってリサイクル。結局、リサイクルは制

度になっているからできている。それに対して、

リデュース、リユースはなかなか制度・仕組み

になっていない。なので口で唱えられているほ

ど、進んでいない。これは日本の事だけでなく、

世界の人口が増えており、さらにアジアの国々

の経済成長による資源を消費するライフスタ

イルの拡大が進んでいる。しかし途上国の人も

どんどんその生活にシフトしていったら、地球

は一個では持たない。持続不可能というのがも

うわかっている。経済成長すれば資源を使って

もしょうがないという考えではなく、経済の成

長と資源を切り離すと言う考え方をしていく

必要がある。 

ここからは水に焦点を当てる。宇宙から地球

を見ると、誰もがご存知の通り「青かった」と

言われている。水の惑星だからこそ、私たち人

間も含めあらゆる生命が生きていけるのです。

クイズの３問目。地球を覆っている水のなかで、

私たち人間の生産活動に使える水の割合はど

のくらいか？答えは、0.01％。そもそも地球全

体の水は、海水が 97％、淡水が 3％で、淡水の

中でも氷河などはそもそも使えない。地下水も

あるが、その多くも河川や湖にあるようには使

えない。生活用水としてすぐに手に入るのは

0.01％のみだ。 

人間の文明は川の周辺から生まれている。エ

ジプトにはナイル川が流れており、インダス、

黄河もそう。ただ、水は偏在している。たくさ

んあるところもあれば、手に入れられないとこ

ろもある。水がなくてもお金がある国は、砂漠

にひっぱってきたり、シンガポールのように海

水を淡水にすることをお金と大量のエネルギ

ーを使ってできるが、経済力のない国では安全

な水を手に入れられない人が約８億人いる。そ

の中の約半分は、子どもたち。子どもたちが、

水汲みのために学校に行けないと言うことも

ある。井戸を掘っているところはまだいいが、

水たまりのところから汲んでいるところでは、
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水の衛生が保たれない。そのため、下痢で命を

落としてしまうなど、本来死ぬようなことでは

ない原因でなくなる方が年間 180万人いる。温

暖化のせいで水が不足している。一時不足は回

復するかもしれないが、徐々に水不足は進んで

いき、作物ができなくなってしまうということ

もある。 

気候の影響だけなく、人為的理由で地下水の

枯渇が起こりつつある。オーストラリアではほ

とんど雨が降らないのになぜ大規模な農業が

できているのか。それが可能になっているのは、

大規模な灌漑施設があるから。この水をどこか

ら持ってきているかと言うと、地下水を汲み上

げて、そのまま農業に使っている。アメリカの

ロッキー山脈の雪解け水が溜まった地下水が

ある。氷河時代の置き土産をガンガン使い始め

たために、このエリアでは目に見えて水位が減

っている。このままだと早いところでは 25 年

で涸れてしまうと言われている。このように、

農業目的の地下水が無くなりつつあることが

確認されている。 

クイズ４問目。ハンバーガー１個作るのに、

何リットルの水が必要か？ここでイメージす

るハンバーガーは、レタスなし、薄っぺらい

45g肉、バンズ(パン)で出来た一番安物のハン

バーガー。正解は、約 1,000 リットル。私たち

は食べ物を食べるためにも、多くの水を使って

いる。まず、牛肉 45gに、924リットル使って

いる。牛が食べる飼料・穀物を育てるために水

が必要になるのだ。このわずかな肉を作るため

に、多くの水を必要としている。パンも小麦を

作るのに計算して、大体このくらいの数値にな

ったということ。いかに牛肉が水を大量消費す

るかを分かっていただけたかと思う。日本で作

った肉でも水を大量消費するが、日本はたくさ

んの食料を海外のからの輸入に頼っている。し

たがって、世界の色々なことを起こしているの

は、私たち自身の問題である。海外の水脈が涸

れそうになっていたり、牛肉を輸入するなどし

て、それにかかる水の消費が行われていたり、

なぜか砂漠の地方でつくられた、アスパラガス

を輸入していたりする。 

もう少しローカルな話をしていきたい。水は、

自然循環システムの中で回っている。小学生で

もわかることだが、海から立ち上がった上昇気

流が雲になり、雨となって地上に降り注いで、

川や湖に蓄えられ、流れていく。自然には水を

蓄えられる機能が備わっているが、そこから私

たちは水をくみ上げ、浄水し、飲み水として使

う。上下水道を通って、再び水は最終的に海に

流れ着く。地下水も、地下水脈と言って川のよ

うに流れている。そのため山の方に降った水は

下流に向かって流れていく。結局、地下水も川

と同じように上流と下流の人たちが共に守ら

なければいけないものなのだ。 

だが、日本では地下水に関する法律は「これ

から」ということになっている。河川や湖は河

川法があるが、上下水道は国土交通省、農業用

水に関しては農水省で、非常に縦割り。地下水

は盲点になっており、地下水を管理する法律が

ない。では、誰もが好きに使ってもいいのか？

唯一の根拠法と呼べるのは民法。その土地の所

有権を持つ人が、地下に至るまで好きに使って

も良い。自分の敷地内の地下を使ったりする分

には良い。しかし、地下水は流れてくるもの。

たくさん使ってもいいのか？汚してしまった

ら？下流の人に迷惑をかけてしまう。また、大

きな企業が土地を所有してどんどん地下水を

汲み上げてビジネスをするのは一般的になっ

ているが、問題ないのか？といったものが考え

られるではないか。そのような地下水における

様々な権利関係について、だいぶ前から議論に

なっていたが、最近になって中国の外資が水を

目的に土地を買いあさってくるという話も出

てきて、急にそれを守るべき機運が高まってき

ている。 

去年の３月、やっと水循環基本法成立が成立

した。一応包括的にまとめる法律だが、まだ理
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念法。とても大事なことは「水は国民の共有財

産」と明確に定めたこと。それを明確にしてこ

そ、次の具体的な施策を行っていける。それぞ

れの自治体の水に対する責任も分かってくる

し、今年地下水保全法が成立するのでは、と言

われている。地下水に限らず、地域の水や、川

の水、湖など、水が私たちの生活を支えている。

本来は守る責任があるが、普通に使っていると

なかなか「守らなければ」という実感が湧かず、

思いを馳せることもなかなかないということ

で、水についても、地産地消を進めていこうと

唱えられつつある。 

熊本県は「火の国」として有名だが、水どこ

ろとしても有名。上流と下流の思いやりの仕組

み、地下水の保全の条例を定めている。日本は

山がちなので、山に雨が降っても海に行くまで

の期間が短い。そのため、雨が降らないとすぐ

に水不足になってしまう可能性がある。田んぼ

は水を貯めてゆっくりと浸透するので、田んぼ

が減るために地下水が減っていくことが起こ

ってしまう。そこで田んぼを見直そうという動

きがある。休眠している田んぼも使ってもらお

うということで、「水の恵み」というお米を政

策の元で進めている。農業が水を一番汚染する

ものだが、農薬を使わないで作ったお米をブラ

ンド化している。牛を育てるのにわざわざ外国

の土地や水を消費するのではなく、地域の田ん

ぼで飼料を作ればよい、ということで飼料米を

作ったりもしている。 

地元の水を飲むということは、水源や水に想

いを馳せ、保全し守ろうという気持ちを高める

と同時に、遠くから運ぶ余計なエネルギーを使

わず、地球環境の保全にも貢献できる。 

 最後のクイズ。全国の市長会で、水道水の利

用促進を採択し、主要な自治体の会議でペット

ボトル入の飲料水を税金で購入することを禁

止している国はどこか？答えはアメリカ。アメ

リカはたくさんのペットボトルを消費してい

た国であり、削減の先進国でもある。2007年、

全国の市長が集まる会があった。自治体は安全

な水を市民に供給する責任もあるのに、外から

運んでくるのは理にかなっていないのではな

いか、処理費用もすごくかかるので減らそう、

ということで上記のような取り組みに至った。

ロサンゼルスやサンフランシスコが早かった

が、市町村だけではなく、州レベルでの取り組

みも増えている。 

民間の取り組みもあり、例えば、欧米のレス

トランではお水くださいというと、有料のミネ

ラルウォーターが出てくる。しかしそういうの

はもう古い、ダサい。ボトルを持ってきてくだ

さった方には、レストランでも水を提供してい

こうという動きが増えている。街に給水スポッ

トを設け、ウォーキングをしている人がボトル

を持って給水ポイントへ行く。ニューヨークか

ら始まったものが、今では全国へ広がっている。

いくつかの全米 50 以上の大学でペットボトル

販売を禁止する動きもある。直接飲む水飲み場

もあるが、給水スポットを増設しており、カウ

ンターが付いていてペットボトルを何本削減

したということがわかるものもある。日本の大

学でも是非やっていきたい。 

 国立公園でも動きがある。富士山の山頂には

自販機があるが、世界ではそのようなことは有

り得ない。国立公園というのは、人々が自然の

景観を楽しみにいくところであり、そういった

ところではボトル入り飲料の販売禁止が進ん

でいる。またサンフランシスコでは、条例で市

の所有する敷地内で販売禁止をしている。新設

のビルには給水機の設置を義務付けている。屋

外型の給水ステーションもあり、ぜひ日本で進

められたらなと感じている。 

イギリスでは、省庁の会議では温暖化防止の

観点からペットボトルドリンクの調達を禁止

しており、また、オリンピックを契機に魅力的

な水のスポットの設置を進めている。オースト

ラリアのバンタヌーンでは、街中でペットボト

ルの飲料水の販売を禁止すると住民投票で決
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めた。世界でも画期的な話である。 

 日本では水の地産地消の動きがないわけで

はなく、お茶どころの飯田市では茶飲みバーと

いう取り組みがある。地域の特産品であるお茶

を、ペットボトル茶より安く提供しようという

ものもある。生駒市でも会議の時にペットボト

ルを出さず、瓶に入ったお茶を使ったりしてい

る。 

 水 Do！ネットワークは、このような国内外

の環境に負荷をかけない取り組みや考え方を

ベースに、使い捨て容器やプラスチックの容器

の使用を減らしてごみを減らしていく、地域の

水を思いやる活動を広めてくことに取り組ん

でいる。色々な自治体で「自治体が率先した行

動を広げよう」という宣言をしているが、これ

からも多くの自治体に参加していただけたら

と思う。この写真は生駒市内の水飲み場、神戸

市の風見鶏の前の水飲み場や京都の湧き水、こ

ういったものを随時広げていくということ。水

道水をもっと活用して、ペットボトルをはじめ

とする大量生産の容器に頼らないライフスタ

イルを作っていく活動を行っている。 

 終わりに、中国のことわざを紹介したい。「飲

水思源」という言葉がある。水を飲むときには、

源にも思いを馳せてくださいというものだが、

源にももちろん、手元に至る過程とその先の未

来にも思いを馳せましょうというメッセージ

をお伝えしたい。生駒市の水飲み場は、地下水

30％で非常に美味しいものだった。それなのに

わざわざ買うのはもったいない。それから、キ

ャップ寄付よりお金を寄付したほうがよっぽ

ど支援になる。源にももちろん手元に至る過程

とその先の未来にもことに思いを馳せていた

だければと思う。 


