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『なずな 』
堀江敏幸・著（集英社）
　
この小説には事件らしい事件はお
こらない。地方紙の記者である主人
公が、弟夫婦の生まれたばかりの赤
ちゃん（なずな）を、ひょんなこと
から育てることになった、というこ
とが最大の事件。でも、小さな命が、
少しずつ形作られていく過程が、実
の子ではないからこその客観性をも
って淡々と綴られていて、好感を持
った。
なずなの成長と並行して、子育て
を通じて、主人公のものの見方や人
との付き合い方、生き方が少しずつ

変わっていくのも、なるほどと納得
させられる。
かつて日本には「子どもは宝物」と
いう伝統があった。カネがすべて、経
済優先の価値観にすっぽりと覆われ
ている現代社会だからこそ、それを
捨てて、子ども（の幸せ）を中心に、
生活や政治・経済を考えることが大
切なんだ。発想の原点に子どもの存
在があるべきだなあと改めて思った。
“原発が子どものためになるか？”
そのように考えると、議論の余地
などまったくなくなる。いろんなこ
とを、すべて「子どものためになるか」
と言い替えると、社会のありようも
変わってくるような気がする。
ついでだけど、『マクベス』を思わ
せる以下の引用は、確かにそうだな
と思えて、おもしろかった。子どもは、

大人を成長させる。
※

おいしい弁当を食べ、珈琲を飲み、
甘いものを食べて、赤ん坊の排泄物
を処理する。世のお父さんお母さん
は、みなこうして、きれいときたな
いの区別の無意味を悟るのだろう。

（水口）
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【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円

NPO法人　市民環境研究所
〒606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html

BOOK REVIEW

「今年の３月３１日をもって常勤的仕事がなくなり、
毎日が市民環境研究所勤務となります」というあいさつ
メールを送ったところ、何人もの方から、今までも市民
環境研が主勤務だったでしょうと返信をいただいた。そ
う言われれば否定はできない。名実ともに、午後から夜
にかけてはこの事務所におりますので、気軽に立ちよっ
ていただきたい。
そんな日々を過ごし始めると、今までの知り合いに加
えて、新しい方と会えるチャンスが増えてきた。関東や

東北から原発難民となって京都の地に疎開してきた人た
ちや、今までは市民運動などとは無縁であったが、原発
事故の重大さ・過酷さに接して市民活動を始めた人たち
など、新しい出会いが始まった。ここに居る時間を増や
し、人々の交差点の役割を続けることができればありが
たいと思う。
このニュースレターが発行されるのは、2012年度の

総会と記念講演を開催する 6月 24日である。演者は秋
山豊寛さんにお願いした。彼は日本人の最初の宇宙飛行
士であり、福島で有機農業を営む農家であったが、原発
難民となって京都に来られた。宇宙に飛び立ったのはカ
ザフスタンのバイコヌール宇宙基地からであり、私はア
ラル海への調査行で毎年のようにこの町を通っている。
現地の人から「アキヤマ」の名を何度も聞いたことがあ
る。不思議な縁である。まだメールのやり取りであるが、
講演当日にお会いできるのが楽しみである。

毎日、
市民研事務所に
つめてます

石田紀郎

2012年 5月 27日の午後、京都
の繁華街四条河原町交差点の東北角
で、「さようなら原発1000万人署
名」運動の街頭署名を実施した。昨
年の9月にこの運動を京都に根付
かせるためにと考えて「・・・
1000万人署名・京都の会」を結成
し、ほぼ毎月１回の街頭活動を行っ
てきた。一応の署名集約の締め切り
である5月末日を前にしての最後
の活動である。
京都の会の中心メンバーが、連日

の福井県おおい原発再稼働反対運動
で東奔西走して不在とはいえ、なん
と30名以上が街頭に立った。本会
の結成趣意書には
『福島第一原発大事故の衝撃・打
撃は、時間が経つにつれ、あらゆる
ものへの放射能汚染の深刻さも含め
て増すばかりです。全国各地での集
会・デモ・講演会・申し入れ行動な
どに加えて、もう原発などいらない
と、京都在住の瀬戸内寂聴さん、鶴
見俊輔さんなどの呼びかけにより、
さようなら原発1000万人署名が始

まりました。脱原発の流れをさらに
確実に加速させ、福井県若狭の原発
を一日も早く止めるため、私たちも
この署名活動を展開したいと思い、
「さようなら原発1000万人署名・
京都の会」を結成いたします。署名
活動を京都で行うためのゆるやかな
ネットワークです』
とあるように、活動の通知だけで

の集まりにもかかわらず、30名と
は大人数である。多くの人の危機感
を表している。
当研究所の理事であり、使い捨て

時代を考える会相談役の槌田劭さん
が4月18日から稼働原発がゼロに
なる 5月 5日まで、関電京都支店
前の路上でハンストと座り込みを実
行された（右上写真）。
その趣旨は『私たち「使い捨て時

代を考える会」は、昨年４月から貴
社（関西電力）との話し合いを10
回余り重ねてきました。若狭の原発
に苛酷事故が発生することを恐れて
いるからです。日本列島が地震活動
期に入っており、巨大地震を呼ぶ活

断層の認識を質すとともに、万一に
備えての危機管理の不備や安全協定
の考え方について、電力需給の現状
などをもとに質問を重ねてきました
が、誠実な回答を未だいただいてお
りません。私たちは大飯原発の再稼
働の中止を求めます。そのために必
要な節電等の協力については労を惜
しまぬつもりです。』の回答を待っ
てのことである。筆者も座り込み、
その場で署名活動に参加した。18
日間で5500筆以上の署名が集まっ
た。「脱原発」は可能性のある課題
として人々の中に定着しつつある。
この１年と同じようにこれからの

１年も「脱原発」の毎日にしたいと
思う。

この一年を「脱原発」の毎日に
石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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学院で農村計画の研究をしたり畜
産やエコツアーのガイドをするな
ど、半農で元気な若い人や大学生
と一緒に行きました。「農業やって
て不安はありませんか？」という
学生に、農家の人が逆に「就職活
動やってて不安じゃありません
か？　食べ物を作っていれば全然
不安はありません」と答えていた
のが印象的でした。各地で様々な
努力が進んでいるのに、政治の世
界はなかなか変わりませんね。
菜の花プロジェクト開始の年に

国会でも超党派で「菜の花議員連
盟」が誕生、120 名のメンバーが
います。原発問題、自然エネルギ
ーに転換するための法制度、農業
の現場を大切にするための制度作
りなど、市民だけではできないこ
とをやってくれるかと思っていた
のです。

フクシマの回復でできること
〜チェルノブイリの菜の花プロジェクト

　2011年の２月、農水省副大臣（当
時）の篠原孝さんや土壌の専門家
と一緒にチェルノブイリ視察に行
ってきました。菜の花プロジェク
トは韓国・中国・モンゴル・ペル
ーなどでもやっていますが、数年
前からチェルノブイリでも始め、
放射能汚染の状況を詳しく調べて
作付けしています。チェルノブイ
リの菜の花プロジェクトメンバー
から「菜種は土の中の放射性セシ
ウムやストロンチウムを強く吸収
するが、種の皮まではいくけれど、
油にはいかない」という報告を聞
きました。
そこでは確かに、私たちがバイ

オディーゼルに使っているのと同
様、種の中の油を耕作機械の燃料
に使っています。放射性物質が入
った部分はどうするかといえば、
小さなバイオガス発生の実験装置
にかけます。油粕、菜種ガラなど
からガスを発生させると廃液の中
に放射性物質が残り、廃液中から

ゼオライトに吸着させた放射性物
質を低レベル廃棄物として管理し、
残った液肥をまた畑で利用すると
いう方法を 4年がかりであみだし
ました。
私たちの現場にチェルノブイリ

の菜の花プロジェクトチームが勉
強にきました。工夫を重ね、2010
年 9月にようやくガスを発生させ、
菜種のガラから放射性物質を吸い
上げる、油と油粕を分離する、液
肥を実験的に使ってみるというフ
ローが完成しました。マイナス
30℃という 2月のチェルノブイリ
を視察して、これで菜種は大丈夫
だと確信して帰って来ましたが、
その直後に 3.11 でした。
　私はこれまで、若狭の原発を減
らしたい思いから、自分たちの地
域の中で暮らしの安全を考えてき
ました。エネルギーをあまり使わ
ない暮らし、モノの作り手との関
係性を築きながら食とエネルギー
が確保できるような暮らし、そう
いう地域を作ろうと思って来まし
た。
　一方で、福島や宮城で多くの人
から「このままでは農地はみんな
草ぼうぼうで使えなくなってしま
う」「うちの農地は２０キロ圏内だ
から中に入れないけれど、どこか
外の地域でもいいから百姓を続け
たい」という声を聞きます。「じゃ
あやりましょう」と言えるのかど

うか、私には確信がありません。
全国 160 カ所で菜の花プロジェク
トをやっていますが、福島県飯館
村に菜の花を播きたいというチー
ムがあり、土壌の様子を専門家と
ともに入って調査する予定です。
そして 2011 年９月には、まず

小規模の土地で種蒔きをしてみて、
１年目は菜種で放射性物質を吸着
させ、２年目から小麦、燕麦など
飼料作物化できるものを作ってみ
る。今チェルノブイリでやってい
るような実験的なことができない
か、地域の方とともに課題を探り
ながらやってみたいと思います。
残念ながら、今、福島の菜種油

は買ってもらえないです。今回作
る分に関してはチェルノブイリ同
様、始めから全部バイオ燃料に使
います。そこで農機具とかトラク
ターを動かす。１年ごとに様子を
みながらやっていきます。
　琵琶湖に始まって、今まさに若
狭の原発と向き合わなければいけ
ない中で、どうすれば「ＳＴＯＰ
原発」が実現できるのか。「私たち
はこういう社会にしたい」という
輿論をつくらなくてはいけない。
ピンチをチャンスにしなければ。
一人ひとりの力はとても小さいけ
れども、続けていけば何かができ
ると思います。どこか共感できる
ところがあったら、みなさんぜひ
ご一緒しましょう。
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　琵琶湖のほとりに住んで40年ほ
どになります。私の一生を決した
のは、学生時代に起きた水俣病問
題でした。石牟礼道子さんの『苦
海浄土』を読み、「こんなことが水
俣で起きているのか」とショック
を受けました。水俣病の原因をつ
くったチッソの株を20株買って株
主総会に出席しましたが、企業側
の話と水俣からやってきた患者さ
んや支援の人たちの話は全く重な
りません。こちらは人間の生命の
問題として話すのに、あちらは企
業の論理で話す。そのことがずっ
と、私の頭の中に、身体の中にと
どまり続けました。
　やがて滋賀県の守山市に住むこ
とになり、生活の基本である安心・
安全な食べ物を、地域の生産者の
皆さんと一緒に作る「生協」を作
る運動を始めました。この「食の
生協」でトップとなったのがチッ
ソの社員でした。この方は裁判で
ずっと水俣に通いながら、食べ物
の安全について語り、琵琶湖のこ
とを語り続けました。
　私が活動を始めた 70年代、下水
道が整備される以前は、農地から、
工場から、家庭から出したものが
全部琵琶湖に集まるという状態で、
合成洗剤のＣＭ花盛り、それを使
用することが当然の暮らしでした。
その中で私たちは合成洗剤成分の
リンが赤潮発生の原因であること
を学びました。水俣病問題ではチ
ッソという企業に抗議するという
行動をしました。悪いのはチッソ
だと言ってきたわけです。ところ
が琵琶湖の問題を考えますと飲み
水が汚れたという意味では私たち
は被害者だけれども、私たちは水

を汚している加害者でもあるのだ
と、初めて意識しました。これを
解決するために始めたのが石鹸運
動。回収した廃食油をリンを含ま
ない石鹸にリサイクルする取り組
みです。
　もう一つ気にかけていたことは
琵琶湖の近くにたくさんある原発
です。水源である琵琶湖近くに原
発が林立しているのに、原発と食
べ物、原発と琵琶湖の問題を議論
することが全くなされず、多くの
人はただそこにあるものと見てい
ました。今、フクシマの事故後、
敦賀の原発と琵琶湖の距離は長浜
や余呉がホットスポットに入る近
さですし、京都も 40キロ圏内に入
ります。もし冬に敦賀の原発が１
基でも崩壊すれば、関西 1400 万
人の水源地である琵琶湖の水は完
全にダメになります。　

生命を育むしくみを作り出す
〜菜の花プロジェクト誕生

　92年にリオデジャネイロのサミ
ットがあってから、日本でもやっ
と地球温暖化や生物多様性の問題
が語られるようになりました。
９７年の京都議定書の年、私は依
頼されて中央環境審議会に入りま
した。メンバーは天下りを繰り返
す官僚ＯＢ、御用学者、大企業の
トップで、地域の環境問題に取り
組んでいるのは私一人でした。若
狭の原発をなんとか減らさなくて
はと思っているのに、そこでは
「CO2削減目標が６％だから日本に
原発をあと 20基造ること」が議論
されていました。ならば私たちは
原発を増やすのではなく、原発に

頼らない暮らし方ができる具体的
なモデルを作ろうと思いました。
　そんなとき、ドイツのバイオ燃
料に出会ったのです。ＥＵではや
がて化石燃料がなくなることを見
越して、早くからバイオ燃料、再
生可能エネルギーを作っていまし
た。最初は食べられる菜種油を燃
料にするのはもったいないと思い
ましたが、食糧自給率が高ければ
そういった活用が可能なのだと知
り、刺激を受けました。そして 98
年、滋賀県の愛東という人口 5700
人の小さな町で、廃油の回収、バ
イオ燃料作りを始め、菜種を食用
油にするだけでなく、その菜種を
蒔くために耕作放棄地を活用する
「菜の花プロジェクト」を誕生させ
ました。化石燃料に替わるエネル
ギーを自分たちの地域で身近なも
のから作って使うということです。
　2001 年から毎年、「菜の花サミ
ット」を開催しています。六ヶ所
村の隣にある横浜町で開催したと
きは、人口 3400 人の、地図から
消えるかもしれない町に 600 人が
やって来ました。首都圏の胃袋を
支えている茨城、大震災から 10年
目の淡路島で。また山形へは、大

水俣、そして琵琶湖へ
—生命の問題と企業の論理—
2011年5月25日（水）　藤井絢子さん
（菜の花プロジェクトネットワーク代表）

まとめ：木村祐子
第 5 回
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「京都反原発めだかの学校」を
結成したのは 1978 年 11 月。本
業である農業の仕事をしながら、
もう 30年以上、反原発運動をやっ
てきたことになります。
右ページの地図は 1988 年に脱
原発法の運動をやったときに、た
ぶん越水利江子さんが描いてくれ
たもので、当時の京都府の様子が
よくわかりますので、参考のため
にご覧ください。

ぼくは京都で生まれ育ちました
が、1974 年に島根大学農学部に
入学したちょうどそのとき、島根
原発の 1号機が動き始めました。
当時動いていた原発は美浜・浜岡・
敦賀の 1号炉や福島の１・２・３
号炉など全部で 7 〜 8 基にすぎ
ず、「今なら間に合う」という思い
で島根大学「公」害研究会を立ち
上げて、1975 年からこの運動を
始めました。
『島根民報』という地方紙に、「原
発は爆発せず　社会不安を扇動す
る悪質の罪悪人　良識ある県民軍
防衛に決起する　地域と住民を惑

わす過激なアジビラ」などと書か
れたり、『鹿島町史』にも名前が 2
回も出てくる、なかなか優秀な学
生団体だったと思っています。石
田（紀郎）さんと知り合ったのも、
この頃です。
京都に戻ってきたのは 1978 年

で、このとき動いていた原発は 15
基でした。国による原発推進の宣
伝活動も盛んななかで、都市部で
もできる活動ということで「反原
子力の日」という運動が大阪や東
京で起こり、京都でも 1978 年に
京大楽友会館ホールで集会をやり
ました。そのとき、反原発の絡み
のなかで、京都で直接できる運動
として、「核燃料輸送（めし）」「電
気代（かね）」「送電線（製品）」と
いう 3つの運動を提起しました。
都市住民にとっても身近な問題と
して運動の広がりをもたせること
に役立ったと思います。
そして、せっかく集まったんだ

から、なにか会を持とうという話
になりました。
当時は「原発反対京都市民の会」

みたいなのがスタンダードな名前
だったんですが、それでは面白く
ないということで、「雀の学校」「め
だかの学校」などの名前が候補と
して出ました。しかし、「雀の学校」
は「ムチを振り振りチーパッパ」
なのでダメ。「めだかの学校」なら
「誰が生徒か先生か」という水平
思想的なところもあるんじゃない
かということで、この名前に決ま
った経緯があります。
11月に入るとすぐ、横須賀から

島根に核燃料が輸送されてくると
いう情報がはいり、クルマを 10台
くらい出して、40〜 50 人くらい

で名神高速道路に監視に行きまし
た。運動としては臨場感もあった
し、発足当時の高揚感もあって、
監視活動のほか月に 2回くらい学
習会を開いていました。
翌 1979 年 3 月 28 日にスリー

マイル島原発事故が起こって、日
本でもたいへんだということで集
会をしたり、京都市に要請すると
いう活動を盛んにやっていまし
た。めだかの学校の活動に加えて、
『反原発新聞』の京都支局という
形で久美浜や舞鶴の話を書いて、
京都府下のネットワークをつくり
ました。
学習会には毎回 20〜 40人が集

まり、関心が高まってきたところ
に、11月にはまた核燃料輸送があ
りました。『読売新聞』に「核燃料
輸送車を妨害　原発反対の過激派
か　名神高速道路を乗用車 4台で
30分　極秘ルートが漏れた」など
と書かれたりしました。

1980 年 3 月にはスリーマイル
島原発事故 1周年で、京都原水禁
と一緒になって、円山公園を満杯
にする 3500 人集会やデモもやり
ました。
1980 年代の初めのころは原発

建設が盛んで、公開ヒアリングも
あちこちで行われていましたが、
「まやかしのヒアリング」という
ことで、徹夜の反対闘争が新潟県
の巻であったり、1982 年にはも
んじゅの反対に、人口 7万人の敦
賀の街に 1万人も集まるという盛
り上がりを見せました。
そんな感じで福井県と結びつき

「原発を止めねば」の
強い思いで、30余年

2011年10月23日（土）
佐伯昌和さん（京都反原発めだかの学校）

まとめ：水口　保第 6 回

　[語り継ぐ ] ながら反対運動をやって来て、
1983 年には府立勤労会館（現ハ
ートピア京都）の大ホールで「第
2回反原発全国集会」を開催しま
した（第 1回は 1975年）。
めだかの学校は、他の京都市内

の団体と「反原発京都連絡会」を
作り、原子力船むつの反対運動の
映画『海盗り』の上映会（1984年）
支援や、もんじゅの提訴（1985年）
支援などの運動を続けていたとき
に起こったのが、1986 年のチェ
ルノブイリ原発事故です。
日本に放射能が飛んできたのは

4月 28日か 29日。放射能は目に
見えないので、電話相談をやった
り、相談会を開いたりしましたが、
すごい反応がありました。
1988 年 1 月にあった伊方原発

出力調整事故の運動の頃から、そ
れまでの反原発運動とは違う「命
が大事」という方向性が出て来て、
高松に 5000 人が集まり、4月の
脱原発全国集会には東京日比谷に
2万人が集まるという盛り上がり
を見せました。
脱原発法ということで提起し

て、1000 万人を目標にした署名
活動を行い（結果的には 330 万
人）、京都はアイリーン・スミスさ
んの提案で「若狭原発を止めよ」
というのとセットで、6万人ほど
の署名を集めました。この年には
「めだかの学校 10周年」や連続講
座もやったので、みんな元気やっ
たんやなあと思います。

1990 年には高浜原発 2号炉の
運転再開問題で、「若狭の原発を案
じる○○市民」というのが京都や
綾部で結成されて活動したのが、
90年代の大きな運動だったと思い
ます。この活動の中心となったの
は女性たちで、特に京都府議会に
対する強力なロビー活動が功を奏
し、公明党の角替（当時）さんを
はじめ自民党も圧力をかけてくれ

て、原発問題の決議がすぐに上が
るようになりました。
高浜原発から 5㎞しか離れてい

ない舞鶴市は 1977 年 12 月に立
地府県外ではじめて、関電との安
全協定を結びましたが、10㎞圏内
に綾部市の一部がかかるため、
1991 年 12月に京都府と関西電力
は安全協定を結んでいます。ただ、
立地県の協定の内容とは大きな隔
たりがあります。立ち入り検査権、
稼働や新規立地の同意権などは京
都にはなく、それは現在も尾を引
いる問題です。原子力安全委員会
が30㎞圏としたため京都市も含ま
れることとなり、府の協定の改定
問題、大飯原発の問題なども含め
て、連携して運動を進めていくこ
とが課題だと思います。
次にもんじゅは、1995 年に事

故を起こして以来停止した状態で
すが、それでも 1日 5000 万円、
年間 200 億円も使うわけですか
ら、燃料棒がほとんど汚れていな
い今のうちに処理できるよう、京
都と福井が一緒になって運動を強
化していかないといけません。
もんじゅに関しては 2003 年 1

月、名古屋高裁金沢支部で裁判に
初めて勝ったとき、法廷の最前列
で傍聴していたぼくは、喜びのあ

まり「国破れて　菩薩ほほえむ」
という垂れ幕を掲げて、廷吏から
ひどく怒られたことを覚えていま
す。それから久美浜原発について
は、最終的に予定地に共有地を購
入することができて、2006年に、
31年かかった運動に終止符を打つ
ことができました。チェルノブイ
リは、10周年から毎年「京都の集
い」を小規模ながら継続して行っ
てきました。

最後に、福島原発事故以後につ
いて言うと、二つ、大きな反省点
があります。
一つはフクシマの子どもたちに

ヨウ素剤を飲ませられなかったこ
と、そして、避難が埼玉県止まり
で、東京 23区への集団避難ができ
なかったことで、この運動が充分
できなかったことは、今でも悔や
まれてなりません。
「めだかの学校」が警告し続け

てきた原発大事故が現実のものと
なった今、やらねばならないこと
が山積しているなかで、運動をこ
れからも継続しながら、全国的な
広がりを持たせないといけないと
強く感じています。

連携して
運動を強化させる

「命がだいじ」
という視点

♬誰が生徒か
先生か♬

フクシマ以後の
運動はこれから
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メソポタミアなど多くの文明は燃
料の木を切りつくして滅んだ。イー
スター島は、今は不毛の島であるが、
1000年前には 3万人が住んでいた。
ヤシの木が茂り、それで煮炊きだけ
ではなく、船を作り、モアイ像を運び、
火葬までしていた。しかし、木を切
りつくしてしまうと、草もなくなり、
食料は欠乏し、村と村の略奪戦を経
て、人口は十分の一になった。すな
わち、燃料の枯渇は文明の崩壊に至
るが、その過程で弱肉強食の戦いの
修羅場となる。
現在の文明は、石炭・石油・天然

ガスなどの化石燃料で成りたってい
る。その化石燃料がなくなれば、世
界はイースター島と同じ運命をたど
るであろう。化石燃料はシェールガ
スなどの新資源を入れてあと 100年
分ある。なお、そのうちウランは 4
年分しかない。しかし、経済成長と
資源使用量が比例すれば、毎年 5％
で成長すると 35 年後に枯渇する。
2％の成長でも 54年で枯渇する。資
源と環境が有限な世界では、毎年何％
という幾何級数的な成長が、高利貸
しの利息と同じように、破滅への道
である。
再生可能エネルギーが救世主にな

るかのようにいわれている。ドイツ
は、2050 年に電力の 80％を再生可
能エネルギーで賄うといっている。
日本でどの程度可能かを試算すると、
以下のようになる。
①太陽光発電：環境庁報告では、

2030 年に発電容量 1.89 億 kW、年

間電力量 1,890 億 kWh となり、そ
れは総電力量 9,805 億 kWh(2009
年実績 ) の 19％で、一次エネルギー
供給量5.81兆 kWhの 3.6％となる。
②風力発電：現発電容量は 206万

kW(2009 年 ) であり、これから増
加する。なお、条件のよい（常に偏
西風が吹く大陸西側）デンマークで
は電力総需要の 19％を風力でまかな
っている。
③水力：現年間発電量 800 億

kWhで、これは総発電量の 8%、総
エネルギーの 1.4％である。
④バイオマス：日本の木材から排

泄物までを含む総エネルギーは 1.33
兆 MJ（ 化 石 燃 料 17.7 兆 MJ の
7.7％）である。そのうち１0％が利
用可能としても、総エネルギーの 1％
以下である。
これらを最大限見積もると電力の

50％は再生可能エネルギーとなる
が、それでも総エネルギー比では、
太陽光 4％、風力 5％、水力 2％、
バイオマス１％の計 12％である。総
エネルギーを考えると焼け石に水で
ある。家庭でも、電気以外にガス、
灯油、ガソリンなど使っているよう
に、電気だけ半分になっても大した
ことはない。しかも、これらの再生
可能エネルギーは天候任せのあてに
できないものなので、火力発電など
のバックアップ設備が必要で二重投
資となる。
そこで、解決法はエネルギー使用

量の縮小しかない。いま、100 年分
の資源があるとし、毎年、1％ずつ

縮小すると永遠に残存資源の可採年
数は 100年であり、2％の縮小なら、
可採年数は増加し、50 年後には
190 年分、100 年後には 433 年分
の可採資源を保有することになる。
これが、世界で実現すると安心して
暮らせる未来となる。
嘉田滋賀県知事が「もったいない」

をスローガンにして当選したように、
人々は、成長の限界を感じている。「無
駄遣い」「丈夫で長持ち」などの言葉
は心の中に生きている。すでに、日
本の人口は縮小し始めているし、縮
小社会はすでに始まっている。
早く、社会システムを縮小に切り

替えなければ、取り返しがつかない
破局に陥る。縮小というと、不景気
になり、仕事はなくなると危惧する。
でも、考えてみると、戦後 60 年で
生産効率は 10 倍になり、物であふ
れている。それならば、労働時間は
もっと少なくてすむはずである。に
もかかわらず、一部の人たちは長時
間の残業で疲れ果てている。一方、
失業者は多くいる。要は労働の分配
の問題である。また、貧富の差は増
大しているが、これも富の分配の問
題である。
縮小のための農業・工業・資源・

エネルギー・経済・富の分配・労働
などの社会構造を提言しようと、4
年 前 に 縮 小 社 会 研 究 会 http://
vibration.jp/shrink/ を結成した。ま
た、その成果の第一歩として『縮小
社会への道』( 日刊工業新聞社 ) を出
版した。　　　　　　　　（松久 寛）

市民研の仲間たち［縮小社会研究所］ ⑭

縮小社会への道—エネルギーの枯渇は文明崩壊
縮小社会研究所

私は、福島原発から 24 キロ地点
のところにある山奥の村で生まれ育
ちました。その土地で大自然に守ら
れながら 16歳までの時間を過ごし、
10代の後半をオーストラリアに留学
し、その後帰国して東京に住み、福
島の実家には年に数回、木々や草花、
大地に触れるために帰っていました。
昨年 3月 11 日の大地震は、ちょ

うどそんな帰省から東京へ帰る高速
バスの中で体験しました。外を見る
と民家の瓦屋根は崩れ落ち、店の大
きな窓はぐわんぐわんと揺れ、道路
には地割れができ、現実離れした光
景でした。何の情報もないなかで、「た
だごとじゃないことが起きている」
という不安に襲われていました。
バスは通常 3時間の道のりを 20

時間もかけて 12 日の朝、やっと東
京に着きました。そのまま兄の家に
行き、地震から 5時間後すぐに「家
を出る」決断をした両親と姉、東京
の兄夫婦と弟、家族皆で合流し、12
日の水素爆発をきっかけにさらに西
へ避難することになりました。結局
地震から１週間後の 18 日には、ま
だ原発がもっとひどいことになるか
もしれないという危機感から、姉弟
と私は長姉が暮らすオーストラリア

まで避難しました。「もしかしたらも
う戻れないことになるのだろうか…
…という不安を抱えながら。
向こうでも常にインターネットで

福島原発事故の状況や地震情報をか
き集め、「うそか本当か」「日本に戻
るか戻らないか」の選択を考える緊
張した１ヵ月間、震災のときの衝撃
やショックを消化しきれないまま過
ごしました。
結局、決まっていた仕事、スープ

の本「THE-SOUP」を作成するため
に４月末に帰国し、その後京都に来
ることになりました。
今でもなぜ京都だったのかわかり

ません。でも縁と出会いにつながっ
て——というほかありません。被災
者支援の住宅に住みながら、ひと月
後には、左京区で姉弟、仲間たちと
で「Vege Café & Dining TOSCA」
というベジタリアン創作料理の店を
開きました。これもただご縁をいた
だいて——としか言いようがありま
せん。本当にあのころの気持ちは非
常事態の中で、なんだか大きなうね
りの中に放り出されて訳がわからな
い感じでしたから。
でも「頑張るしかない！」「今を受

け止め、とにかく生きていこう！」
という気持ちでした。すべてを失っ
ても笑顔で頑張っている両親に、私
たちが頑張らない訳にはいきません。
あの 3月 11 日以降、私は家に戻

っていません。おそらく以前の暮ら
しにもどることは数十年ないのだろ
うなと思っています。目に見えない
ものだけど、近い将来か遠い未来か、
何らかの形で、決して望んではいな
い形で、昔の、去年の、今の過ちが
現れてくるのだろうなと考えていま
す。これからもっともっと「いのち」

と向き合う機会が増えて、想いや考
えだけではなく、実践的に行動的に
「生きる」ことと向き合わなければい
けないのだなと感じています。
震災原発事故によって、生活をす

っかり変えられ、失くしたものの大
きさや、いつの間にかすっぽり空い
てしまった心の中の変な空間をどう
受け止めて、どうやって処理してい
ったらいいか、まだわかりません。
それでも、震災後に起きているミラ
クルに思えるほどのラッキーな出来
事、素敵な出会いや、貴重な経験を
次につなげて生かしていきたいと思
っています。
そして、原発事故と瓦礫や放射能

問題、これから長い間ずっと影のよ
うに背中合わせで存在するもの、逃
れられない状況をどう変えて行くか、
どう付き合っていくか、私たちのよ
うな若い世代が、深く考えて実行し
ていかないといけないのだなと思っ
ています。
それでもまだ不安定です。実家の

豊かすぎるほどの自然、大きな雑木
の森、おいしい自然水、清々しい空
気を思い出したり、暮らしていたこ
ろの贅沢な時間を思い出すとき、涙
が止まらなくなります。また、これ
から自分に家族ができたとき、将来
の子どもにも裸足で駆け回ってほし
かった野原を思うと、どうしようも

市民研の仲間たち［TOSCA］ ⑬

いわきから京都へ
TOSCA（オーガニック野菜と自然調味料の創作料理）

ない感情に襲われるときがあります。
そんなとき、鴨川の土手を散歩し

ます。川の音や木々のささやきに耳
をかたむけ、鳥たちを見ていると、
実家を失くして不幸だけど、ものす
ごく幸せだな！　って思えるのです。

一生懸命に「今」に存在している
自然に元気をもらいます。「ありがと
う！」って心の中で叫びます。そして、
やはり人は常に自然の一部、それ失
くしては生きられないんだな、と当
たり前のことに行き当たります。

私の子どもたちの、またその子ど
もたちの未来まで、生物が生きてい
ける自然環境でありますように……。

☎ 075-721-7779
Email：tosca.kyoto@gmail.com

（橋本朋果）

橋本朋果（左）さんと明朱花さん（右）

市バス京大農学部前下車

→

→
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