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序

2011 年 3 月 11 日、南砺市井波のショッピングセンター「アスモ」二階の合同会社地創研会議室で、

その年の 9 月に開催する「第 4 回ローカルサミット」の企画について実行委員会のメンバーが議

論していた時、ミシッという音とともに突然建物が揺れました。

その後、テレビが速報で、東北地方に震度６強の地震が発生したと大きく報じました。

そして約１時間後、テレビは大津波が東北の太平洋沿岸を襲ったことを伝え始めました。

その日の夜のテレビは、ＣＭを取りやめ、地震の被害について報道しましたが、報道の大部分は

東北の惨状ではなく、首都圏での交通マヒ、それによる人々の困惑でした。

やがて、テレビは被災地の惨状、首都圏のマヒに加え、東京電力福島第一発電所が緊急事態とな

っていることを伝え始めるに至り、日本全国の人々は、今回の地震がもたらしたものの大きさに

気づかざるを得なくなりました。

この震災で、日本が歩んできた文明社会が、いかに危うい基盤の上に成り立ってきたか、そして

「自立」していると思い違いしていた首都圏の人々の生活が、東北を中心とした地方によって成

り立っていたことを、人々は思い知ったのです。

9 月に南砺市利賀地区、そして城端で開催されたローカルサミットは、当初の企画を全面的に見

直し、テーマを「命の紡ぎ直し」として、人と人、人と自然、生と死の結び合いをもう一度取り

戻しながら、いのちを次世代、未来へどう送り届けるかについて、全国から集まった人々の知恵

をいただいて深い議論がなされました。

そしてサミット最終日の全体会で、地域が持つ資源を地域内で循環させることにより、地域の自

立度を高め、未来の子どもたちに手渡していくためのシナリオ「エコビレッジ」が提唱され、そ

の第一号として南砺市が手をあげたのです。

南砺市では、2012 年度、高い志を持った市民を募集して「南砺市エコビレッジ志民会議」を設立

し、何度も何度も議論を重ね、そして 2013 年 3 月、志民会議は地域資源循環型まちづくりを目指

す「南砺市エコビレッジ構想」をまとめ、市長に提言しました。

構想では、「農」「山」「エネルギー」「にぎわいとお金」の循環を作り上げていくことが謳われ、

まず城端の桜ヶ池をモデル地域として、さまざまな事業を展開していくことが描かれています。

そして、本サミットの主催者である「株式会社つなぐ南砺」は、エコビレッジ構想を推進する民

間企業として、志民の出資により 2013 年 8 月に設立されました。
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南砺市エコビレッジ構想

南砺市エコビレッジ構想は、新幹線鉄道と似ています。新幹線の生みの親である日本国有鉄道技

師長だった島秀雄氏は、新幹線について「新幹線に新しい技術はない。これまでの技術を集大成

して作り上げたものだ」述べています。

南砺市エコビレッジ構想も、具体的なコンセプトや事業体系などは、特に目新しいものではあり

ません。しかし、それらの個別システムをつなぎあわせ、トータルの地域づくりシナリオとした

ところにユニークさがあります。

南砺市エコビレッジ構想を端的に言えば、「地域資源の循環による自立型まちづくり構想」という

ことになります。

恐らく、全国各地で実施されているまちづくりのほとんどは、そのように考えられ進められてい

るのではないでしょうか。

しかし、このコンセプトをもとに地域を再生した事例は、いまだ見当たらないと思われます。確

かに、特定分野の施策により、ＵＩターンが増えた、観光客が増えた、エネルギーの自給率が高

まった、開発した特産品が売れたなど個別分野での成功事例はいろいろと報道されていますが、

それらがトータルの施策群として実行され、資源の循環による自立した地域が現れることはあり

ません。

今、富山県内には、軌道（路面電車）や鉄道を中心としてコンパクトなまちづくりを目指し、全

国、世界から注目されている富山市があります。

南砺市から見れば、うらやましいばかりの恵まれた条件のもとにまちづくりが進められています。

南砺市は、核のない８つの町村が合併し誕生した自治体で、富山市のようなまちづくりは到底望

むことができません。

南砺市が進むべき方向は「それぞれの地域が自分たちの持つ地域資源を循環させながら、足りな

いものは補いあって自立度を高めていく」です。

そして、これが南砺市エコビレッジ構想の核心のコンセプトです。

多分、全国の自治体で富山市型のまちづくりを進めることができるのは、政令指定都市など大都

市を除けばごくわずかだと思われます。現に今、路面電車の路線を持つ市は、札幌、函館、東京、

富山、高岡・射水、福井、豊橋、大津、京都、堺・大阪、岡山、広島、松山、高知、熊本、長崎、

鹿児島の１７（＋２）市しかありません。そのうち７つは政令指定都市です。

大多数の自治体は、特に平成の合併で誕生した自治体は、多かれ少なかれ南砺市と同様の課題を

抱えているのではないでしょうか。

南砺市は、ローカルサミットで提案された自立型のまちづくり「エコビレッジ」を進めることで、

全国の自治体再生の先陣を切り、事業を進めています。
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（１）南砺市エコビレッジ構想が進める４つの循環

地域資源の循環による地域の自立を目指す南砺市エコビレッジ構想では、南砺市内にある

地域資源を活用し、次の４つの循環を構築していくこととしています。

ア 「農」の循環

写真は、南砺市内のスーパーマーケット

のチラシです。それぞれの野菜に産地が書

いてあります。そのすべてが他県からやっ

てきたものです。

では、南砺市内では野菜が採れないので

しょうか。そんなことはありません。市内

あちこちで野菜が作られています。

もちろん、スーパーの一角には「地場野

菜コーナー」があり、わずかばかりの野菜

が並べられているところもありますが、そ

れはごく一部です。

なぜでしょうか。それは、私たちが「ま

っすぐで、同じ大きさで、きれいな」野菜

を「いつでも」食べたいからです。そのた

めには、画一的な栽培方法で、大規模に野

菜を作る、いわゆる「産地」と呼ばれる地域に頼らざるを得ません。スーパー側も、同じ品

質の野菜が数量、価格とも安定的に入荷することをのぞみます。

一方、南砺市内には、有機・無（低）農薬栽培による野菜を栽培し、全国に固定客を持つ

農家もたくさんあります。

つまり、南砺市内の人たちは栽培や運送に多くのエネルギーを使った野菜を県外から購入

し、市内でできたおいしい野菜を、多くのエネルギーをかけて県外に出荷しているのです。

しかし、地元の野菜を地元で消費しようとしても、どうしても手間がかかる分価格が高く

なってしまい、スーパーの野菜と勝負することができません。

でも、その野菜を地元の料理店や宿が調理をしてお客様に提供できれば、そこで生み出さ

れる付加価値により、野菜の価格差は解消できるのではないでしょうか。

こうやって地場農産品の地場消費を進めていくことも地域資源の循環に貢献します。

ここまでは消費サイドからのアプローチですが、生産サイドのアプローチからの循環もエ

コビレッジ構想には用意されています。

たとえば職場の宴会。幹事さんが精いっぱいのおもてなしをしようと、たくさんの料理を

用意してくれました。最後に締めの万歳をして後、幹事から「残ったお料理は、皆さんのお

腹におさめて帰りましょう」と呼びかけたとしても、通常大量に余ってしまいます。

これら余った料理、現在は、業務系の生ごみとして、店は有料で焼却処分をすることにな

ります。このことは、飲食店に限らず、学校や病院の給食などでも同様のことが起こってい

ます。
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そこで、南砺市のある農家では、これらの食材残さを堆肥化して農作物を栽培しています。

その農産物を、再び飲食店や学校、病院などで調理して提供すれば、料理～堆肥～料理の

循環が出来あがります。

エコビレッジ構想では、これら消費側、生産側双方の連携により、農の循環を通し、南砺

市内での資源循環を進めていくこととしています。

イ 「山」の循環

南砺市は、その面積の約８割を森林

が占めています。

住宅用建材として活用することを

目的に、植林が進められてきました。

図(1)-1 は、用材自給率の推移を示し

たものです。

高度成長期、住宅需要の急速な高ま

りに建築用材の供給が追い付かなく

なるとともに外材の輸入が急増して

いきました。

そして、本来国産材の補完機能とし

て使われた輸入材は、その価格の安さ

から徐々に国産材市場に浸潤し、木材

自給率が急速に低下していきました。

図(1)-2 は、国内産丸太の価格推移を

見たものです。需要全体が伸び、外材

の輸入が増えた時期までは国産材の

価格も上がっていきましたが、住宅需

要が一段落した 1980 年頃を境に木材

価格は低下を始め、バブル崩壊後は急

速に価格が下落しています。

その結果、林業の採算性も急速に悪

化し、もはや手間暇をかけて木を育て

出荷するインセンティブが失われ、林

業に従事する人が減っていきました。

しかし、現在、東南アジアや南米に

おいて森林伐採による環境破壊が地

球規模の問題となっています。

森林の無秩序な伐採が酸素供給の

減少と二酸化炭素上昇の要因となっ

ているばかりでなく、それらの木材を

運搬するためにも多くのエネルギー

が費やされています。
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図(1)-1 我が国の木材供給量と自給率の推移

図(1)-2 国内産丸太価格の推移
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いつか地球規模で森林資源が逼迫し価格が上昇すれば、国産材の相対的な価格低下が起こ

り、需要が増えてくることでしょう。ただし、そうなった時点で日本の山が荒れ果て、林業

が崩壊していてはいけません。その時まで森林は守り続けなければないないのです。

そのために必要なこと、それは常に山の手入れを続けていくことです。下草刈り、間伐と

いった作業を続け、本伐につなげていくのです。

そうはいっても、林業家にしてみれば、需要の見込みのないうちは、なかなか山の手入れ

に踏み込めないのも事実です。

そこで、現在、全国的に注目を浴びているのが、バイオマスエネルギーとしての利用です。

具体的には、間伐材、過去に間伐し作業道や林道、土場付近に放置されている林地残材など

を薪や木質チップ、木質ペレットとして利用するものです。

もちろん、全国でもバイオマスを使った発電所や熱供給施設がたくさん作られています。

しかし、その結果、地元の木材利用が増え、山が整備された例は多くありません。

その理由は、需要側（バイオマス機器を使う側）と供給側（チップやペレットを作る側）

とが連携していないからです。需要側は主に公共施設など行政、供給側は民間会社なので、

なかなか一体となって進めることができません。需要側は不安定な供給体制に不安を感じ、

地域外の大手から燃料を仕入れ、供給側は、需要の見通しが立てにくいため採算性の見通し

が立たず設備投資に踏み切れないのが多くの実態です。

そこで南砺市エコビレッジ構想では、まず公共施設にバイオマス機器を導入して需要を確

保し、その需要を満たす製造所を、川上（山林所有者）から川下（燃料使用者）までが連携

して設置することで採算性を確保していこうとしています。

現在、南砺市内の温浴施設や病院、学校などにバイオマスボイラーの設置を進めています。

計画が進めば、チップやペレットの採算性がある程度確保される見通しです。

また、薪については、高齢の山林所有者が、業としてではなく、趣味の延長として山から

端材を切り出し、それを販売する「薪の駅」構想も検討しています。

それらの活動により、間伐が進み、山が整備されていきます。また、これまで不採算部門

として見られていた林業に新たな光が差し込むことで、新たな雇用が生み出され、また川上

から川下までのネットワークの構築により、流通コストの圧縮が図られていきます。

林業の本質は、建築材としての木材供給です。バイオマス燃料の供給は、本来副次的なも

のですが、副次的活動により採算性が向上し、山が整備されていけば、建築用材の供給にも

大きなインセンティブが働くと思われます。

ウ 「エネルギー」の循環

図は、南砺市内で発電された電力量と消費

された電力量を示したものです。市内には山

間部を中心に多くの水力発電所があるため、

これで見ると南砺市の電力自給率は 500％以

上となります。

しかし、実際の南砺市における電力自給率

はほぼゼロです。

南砺市内に所在する発電所のほとんどは

各電力会社調べ
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関西電力の発電所です。発電された電気は山を越え、関西地方に送られています。

一部に県営発電所があり、これは北陸電力に販売されていますが、南砺市内で独占的に使

用できる訳ではありません。

もし、富山新港や七尾の火力発電所が故障で発電できなくなった場合、発電所がいっぱい

ある南砺市内も停電する恐れがあります。

わたしたちは、このことにも想いを馳せなければいけません。

市内に存する水資源や森林資源をエネルギー源として活用することが、地域の自立度を上

げることにつながります。

まず、水力発電については、規制緩和によりミニ水力やマイクロ水力発電所の設置が以前

よりも簡易になりました。しかし、依然として水利権等をクリアすることが高いハードルと

なっています。水力発電の普及には、より進んだ規制の緩和が必要ですが、まず地道に実績

を積んでいくことも必要です。

太陽光発電については、冬場の発電量が少ないことなどから安定的な電力源として不安が

残り、またＦＩＴ制度のほころびが見える中、今後の普及の足かせとなる恐れもありますが、

引き続き普及に努めていく必要があります。

風力発電については、南砺市内には大規模な風力発電に適した地点が少ないと思われます

が、発電効率の高い風車が開発されれば普及が見込まれます。

地熱発電については、地下 1,000ｍ以深の掘削が必要と言われ、かなりの投資が必要なため、

事業主体が限られますが、市内で勉強会が開催されるなど、研究が進んでいます。

木質バイオマスエネルギーの利用については、イで述べた「山」の循環によって生み出さ

れた林地残材や間伐材の利用が有効です。

南砺市で企画されている公共施設への導入による需要創設を進め、燃料供給・販売事業者

が経営できるような需要量を確保しつつ、民間企業や家庭への普及を進めていくことで製

造・販売コストを下げ、化石燃料等と勝負できる価格としていくことが求められます。

このような再生可能エネルギーの創造により、地球環境の維持保全に貢献していくととも

に、災害時のエネルギー自給にも役立つことが期待されます。

ただし、このような再生可能エネルギーは、現時点では化石エネルギーに価格面や利便性

で劣る面があるため、価格面に対しては行政の支援が、利便性にとっては市民の意識改革が

必要となります。

エ にぎわいと資金の循環

農や山、エネルギーの自立循環がもし達成されたとしても、それらが地域内で循環してい

るだけだと、いずれ地域経済は縮小していかざるを得ません。

今の時代、地域だけで 100％自給することは現実的ではありません。生活の多くの部分を

他の地域に頼らざるを得ません。

そのためには、地域外からの資金流入が必要です。

幸い、南砺市は製造業をはじめとして企業立地が進み、多くの雇用の場が確保されていま

す。市外、県外に本社を置く企業も数多く存在しています。それらの企業に働く人の給与は、

市外からの付加価値導入に大きな割合を占めていると思われます。

しかしながら、域外企業が生み出した付加価値は、労働分野に分配される以外は域外に所
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在する本社に帰属することとなります。

地域自立を図っていくためには、地域内で生み出された付加価値が、地域内に留まり完了

するものでなければいけません。

その意味で、観光分野は、付加価値のほとんどを地域内で消費することができるという点

で、地域循環を進める上から強力な武器となります。

南砺市を訪れた観光客に、南砺市で作られ、売られ、調理され、提供される商品やサービ

スを購買してもらうことは、極めて重要なことです。

南砺市には、世界遺産合掌造り集落、演劇の里利賀村など世界的に知られている観光資源

があります。またエコビレッジモデル地区である桜ヶ池には、東海北陸自動車道のサービス

エリアと隣接してハイウエイオアシスが設置されています。

これらの観光資源を活かし、誘客を図ることが大切です。

しかし、その際注意しておく必要があります。それは、その商品やサービスの対価のうち、

どれ位の割合が南砺市内に残るかという観点です。

写真の品物は、それぞれ南砺市内の観光施設で一般的に売られているお菓子です。

しかし、左の商品は県外で製造されているため、

864 円で売れたとしても、南砺市内に残るお金は売

上から仕入れを引いた分です。それに対し、南砺

市内に本社を置き、市内で製造された右側のお菓

子は、販売額のほとんどすべてが南砺市内に分配

されます。

私たちは一般的に「どれだけ売れたか」で判断

しがちですが、「どれだけ地域に残るか」という観

点から観光を見直すことも必要です。

加えて、商品の販売にあたっても、単に一次産品として販売するだけでなく、加工品とし

て提供すればより多くの付加価値を得ることができます。また食材を調理して料理として提

供すれば、もっと多くの付加価値を得ることができます。

これらを進めるため、観光客を誘致する積極的な「にぎわいづくり」が必要です。

（２）なぜエコビレッジを進める必要があるのか

ア 南砺市の光と影

図は、総務省家計調査による勤労者世帯の実収入を都道府県別に見たものです。家計調査

は都道府県庁所在市と政令指定都市を調査対象としているため、富山県の場合は富山市です

が、富山県の場合、地域による格差はそれほど大きくないと思われます。

富山市は東京を抜いて全国一位です。富山県は大企業が多く立地しており、賃金水準が他

の地方に比べ相対的に高いことと、三世代同居率が高く、また女性のフルタイム就業者が多

いため、世帯あたりの有業者数が多いことによるものと思われますが、いずれにせよ、日本

で一番裕福な世帯です。

世帯あたりの自動車保有台数も全国トップクラス、家の敷地や面積も同様で、ミクロ的に

は極めて恵まれた地域であると言えます。

図(1)-4 お土産
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上の写真は、福野商工会 50 年誌に掲載されていた福野中心街です。昭和から平成にかけて

の写真と思われます。右の写真は、同じ場

所の現在の写真です。

左の写真には、たくさんの通行人が歩き、

商店の看板がたくさん掲げられています。

右の写真には、一人の通行人もいません。

看板もほとんどなくなっています。もはや

「商店街」ではなく「元商店街」です。

左の地図は、福野中心街の店舗推移を見

たものです。1973 年と 2013 年の住宅地図

を比較し、閉店した店舗と開店した店舗を

色塗りしました。

「銀行角」を中心としたエリアは、1970

年代は商店が軒を連ねていましたが、その

図(2)-1 世帯実収入比較（平成 22～24 平均）総務省「家計調査」
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うちのかなりの店舗が今はありません。

図は、南砺市旧町中心部の字別自営業者数の変化を見

たものです。

折れ線は 1995 年からの増減率を示したものですが、い

ずれも 3/4 から 1/2 に減っています。

中心地の自営業者が閉店し、商店街が衰退しているこ

とが、ここからもわかります。

もっともこの減少は南砺市に特有のものではなく、全

国の地方都市どこでも見られる現象です。

（国勢調査）

南砺市の市民は、高い所得、快適な住環境を得、大変豊かに暮らしています。

しかし、豊かな消費者が暮らしているにもかかわらず、地域の商店街は衰退してしまいま

した。なぜでしょう。

理由は単純です。それは市民が町の商店街で買い物をしなくなったからです。1960 年代、

子どもたちは鍋を抱えて近所の豆腐屋さんへ、買い物カゴを持って肉屋へコロッケを買いに

いくのが日課でした。お店は子どもたちが買いに来た時は、例外なく「おまけ」をくれたも

ので、子どもはその「おまけ」を誇らしげに家へ持ち帰りました。

当時は冷蔵庫がありませんでしたので、生鮮食料品は日々買いにいくものでした。

今、家には冷蔵庫がたくさんの食料品を備蓄しています。自家用車が２台、３台とありま

すから、自由に郊外や市外のショッピングセンターへ買い物に行き、大量の食料品を買って

くることができるからです。

また、お弁当を作ってもらえないお父さんは、車で通勤途中、毎朝コンビニエンスストア

でお弁当やパンを買います。夜中に車を走らせて、コンビニにジュースを買いに行くことも

日常になっています。

一方、南砺市の財政は厳しい状態になっています。南砺市の自主財源比率（歳入に占める

地方税、分担金・負担金、使用料・手数料の割合）は、2012 年度 19.7％で、これは県内 15

市町村で最低となっています。

ミクロベースでは豊かな市民、マクロベースでは貧しい地域、南砺市を経済的にたとえれ

ば、そうなります。

本来、マクロとしての地域が貧しければ、人々の生活も貧しいはずです。これは国レベル

で考えれば容易に理解できるでしょう。

でも、南砺市の場合は、双方が大きく乖離しています。なぜでしょうか。

それは、（１）で述べたように、南砺市が自立していないからです。人々の生活が、南砺市

図(2)-2 字別自営業者数の推移
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以外の流通やサービスによって賄われているからです。

写真は（１）ア農の循環でお見せした南砺

市内にある富山県内資本のスーパーマーケッ

トのチラシです。チラシに掲載されている野

菜は、そのすべてが県外産、地元の野菜はま

ったくありません。

南砺市の消費者は、自分の周りに多くの野

菜が栽培されているのを横目に、せっせと県

外産野菜を購入しているのです。

でも、よく考えてみましょう。南砺市産野

菜がスーパーに並んでいて、それを南砺市民

が購入すれば、代金は南砺市内に戻ります。

しかし、県外産の野菜を買えば、南砺市内の

お金が県外に流れて行ってしまうのです。

これと同じような事例はほかにもあります。

写真は（１）エ資金とにぎわいの循環で紹

介したものですが、もう少し詳しく説

明してみましょう。南砺市城端の東海

北陸自動車道桜ヶ池ハイウエイオアシ

スに、お土産屋さんの「ヨッテカーレ

城端」があります。高速道路で休憩の

ためやってきた県外の観光客が、富山

のお土産として、写真の品物を買った

とします。

観光客にとっては両方とも 864 円で

同じ。ヨッテカーレにとっても、仕入

れ値（図の仕入れ値は推定）が同じなら利益は同じです。

でも、違いがあります。「ばかうけ」シリーズは、県外で生産されたものです。したがって、

仕入れ分は県外に出ていきます。「しろえび紀行」は市内で生産されています。原料の米は南

砺市産なので、仕入れのほとんどは南砺市内に戻っていきます。

同じ 864 円の土産物でも、南砺市内に残るお金には大きな差があるのです。

南砺市福野庁舎の近辺には、4 件のコンビニがあります。朝早く

から夜遅くまで、駐車場の車がとぎれることはありません。市民に

深く根付いています。

車社会の南砺市では、またフルタイム雇用者の多い南砺市では、

24 時間開いていて、広い駐車場のあるコンビニは、大変便利な商

店なのですが、これも南砺市の富が流出する原因の一つなのです。直接的な要因は、コンビ

ニが立地したことによる地元商店の衰退です。たばこ屋さん、パン屋さん、惣菜屋さんなど、

コンビニと重複するアイテムを販売していた商店は、コンビニの提供するサービス水準に追
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随することができず、淘汰されてしまいました。それが中心商店街の荒廃につながっていき

ました。もう一つ間接的な要因としてあげられるのが、フランチャイズチェーンとしてのコ

ンビニが本部に納めるロイヤリティ（のれん代）です。大体粗利（売上から仕入れを引いた

額）の 45％程度がロイヤリティと言われています。地元商店で買い物をすれば地元に残った

付加価値が、自動的に県外に流出しているのです。

もっとも、今までの例では、南砺市内で消費された金額の一部でも南砺市内に残りました。

ところが、ネット通販の場合は深刻です。ネット通

販の普及で、本屋が駆逐されつつあります。南砺市

民がパソコンやスマホのボタンをクリックした瞬間、

南砺市内から、その全額が流出するのです。

確かに、どんな商店も及ばない豊富なメニューが

選択でき、画面をクリックしただけで、数日後、場

合によっては翌日に希望した商品が手もとに届きま

すし、決済はクレジットカードなどで、その時点で

は現金が不要です。

以上のことにより、ミクロ面での豊かさにもかかわらず、マクロ面での地域経済は疲弊し、

市の台所も貧しくなっているのです。

イ 地方を支える柱が危ない

図は、高さ 100ｍを超えるビルの数を示

したものです。上の左は富山県、右は石川

県です。それぞれ 1 つずつあります。富山

は富山駅北の 111 ビル、石川は金沢駅前の

日航ホテルです。一方、東京都には 504 棟

のビルがあります。

皆さんは、多分、これについて特に何も

感じないと思います。

しかし、表(2)-3 を見てください。富山、

石川と東京を比較してみると、人口は 10 倍、

経済規模は 20 倍なのにもかかわらず、高層

ビルは 500 倍です。

東京に 500 棟の高層ビルがあるならば、

富山や石川には 25本程度の高層ビルがあっ

てもいいのではないでしょうか。

なぜでしょうか。それは、東京に人口や経済規模以上にお金が集まっているからです。日

本を代表する多くの企業は東京に本社を持ち、全国の工場や支店が稼ぎだした付加価値を吸

い取っています。先に述べたコンビニやネット通販による資金の流入、東京の大学に通う学

生たちへの仕送りなどなど、地方が獲得した付加価値が、まるでブラックホールに吸い込ま

れるように東京へと集まっているのです。

ただし、現在は、財政のシステムにより、一旦東京に集中した付加価値が、地方交付税や

富山 石川 東京

人口 １０９ １１７ １,３２０ １０倍

県内総生産 ４.４ ４.３ ９２２ ２０倍

高層ビル １ １ ５０４ ５００倍

表(2)-3 東京と富山・石川の比較
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国庫補助金などの形で地方に還流されています。

地方は、自らが稼ぎだし、そして東京に集められて富を、国家施策によって再び享受して

いるのです。

かつて東京都知事だった方が、テレビニュースのインタビューでこう話していました。「東

京に集まった富は東京のものだ。東京は地方に富を分けている」と。これはこれまでの記述

からおわかりのように正確ではありません。東京には日本の首都として、日本全国の付加価

値が集められているのであって、東京という地方自治体が自ら稼ぎだしたものではありませ

ん。恐らくマクロ経済の基本的な知識がない故の発言だと思われますが、このような考え方

があるのも事実です。

とはいえ、表面的には東京に集められ富が地方に再配分されているのも事実ですが、この

構造が今後も継続していくかについては、はなはだ疑問があるのです。

図(2)-4 は、首都圏（埼玉、千葉、

東京、神奈川）の年齢階級別人口の

予測です。

2010 年から 2040 年の 30 年間に、

首都圏では 65 歳以上（高齢者）が

390 万人、75 歳以上（後期高齢者）

が 280 万人増えると予測されていま

す。280 万人というのは北陸三県を

合計した人口よりも多いのです。

これらの高齢者は、高度成長期に

集団就職として地方から都会にやっ

てきた人たちで、多くは当時「文化

住宅」と呼ばれていた「公団アパー

トに住んでいます。狭い 2DK では、二世代居住は不可能で、子どもたちはより郊外のマンシ

ョンなどに住んでいます。これらの人たちが高齢で介護が必要になった場合、在宅ではなく

老人ホームなどに入居する必要があります。

そのために必要な老人ホームは、定員 50 人の施設が 5 万 7 千か所、必要な介護職員は 17

万 2 千人です。この数は、首都圏で介護に従事している人とほぼ同じです。

現在の介護職員と同じだけの介護職員が必要になったとしたら、どうやってその人たちを

集めてくるでしょうか。当然地方から若者を集めてくることになるのです。

そうなった場合、地方ではただでさえ不足している介護職員が、ますます不足することに

なるでしょう。

また、首都圏の後期高齢者の医療費は 2.6 兆円に上ると考えられます。

今までは「人」の高齢化とそれに伴う影響についてでしたが、今度は「物」の高齢化です。

図(2)-5 は、東京圏における社会資本の更新投資に必要な金額を予測したものです。高度成

長期、バブル崩壊後に作られた道路や橋、上下水道などの施設は、常に維持管理が必要です

し、耐用年数が来れば更新しなければいけません。

図(2)-4 首都圏の年令別人口予測

国立社会保障・人口問題研究所
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今から 10 年後程度から、更新投資額

が急速に大きくなり、20 年後には現在の

2 倍近い金額が必要となります。

これらはあくまで「維持管理」「更新」

のための投資で、これ以外に新規の投資

もあります。東京は、これらに必要な予

算を確保する必要があります。

図 2-(6)は 2011 年度の一人当たり地方

交付税の額を示したものです。

東京都は不交付団体で、首都圏全体で

もそれ以外の地域の 1/7 程度です。

今は、東京に集まった富が、地方交付

税などの所得移転システムに基づき、地方に配

分されているのです。

（もっとも地方に配分されたお金も、また東京に

戻ってくる）

しかし、今後、東京を中心ととした首都圏で高

齢化対策や社会資本の更新投資に膨大な予算が

必要になれば、首都圏における交付税需要額は大

幅に増える可能性があります。

もちろん、経済が順調に成長していれば税収も

増え、交付税全体の額も増えますから問題はあり

ませんが、これからの日本は生産年齢人口が減少

し、また企業の海外進出が進むとすれば、大きな

成長を望むことはできません。（後述）

そうなれば。現在地方に回っていたお金が首都

圏で消費され、地方に配分できなくなってしまい

ます。

地方がしなければいけないことは、首都圏の「人」「物」の高齢化を前提として、そのよう

な事態になったとしても地方が生きていける、自立していけるシステムを作っていくことで

す。そのためには現在の税財政体系の見直しも必要でしょうが、なによりも、地方自身が現

在の経済システムに内包されている問題点に気付き、自らの経済行動も含め、自立への道を

築いていくことが必須です。

ウ もう一つの自立

エコビレッジの原点、それは冒頭に書いたとおり、東日本大震災です。

2011 年 3 月 11 日、東北地方を震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震は、揺れによる被

害に加え、津波による甚大な被害をもたらしました。そして、この天災に加え、東京電力福

島第一発電所の事故という人災も加わり、日本はかつてないような経験をすることになった

のです。

図(2)-5 東京圏市町村の社会資本更新費

図(2)-6 東京圏とその他の地方交付税

首都圏整備に関する年次報告
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3 月 11 日夜のテレビは、東北地方の被害状況が把握できなかったこともあったかもしれま

せんが、そのほとんどを首都圏の交通機関がストップしたこと、それにより帰宅できない大

量のサラリーマンや学生、いわゆる「帰宅難民」が発生したこと、その人たちが帰宅手段を

求めて右往左往している様を延々と流し続けました。

そのうち、多くの人たちが交通機関利用

をあきらめ徒歩で自宅へ帰ろうと歩きだ

しました。ところが、途中のコンビニで飲

み物や食べ物を買おうとしても、コンビニ

の棚には商品がなくなっていました。道路

が渋滞してトラックが動けず、商品の補充

ができなかったのです。

そして、翌 12 日には福島第一原子力発

電所 1 号機で 14 日には 2 号機で水素爆発

とみられる爆発が起こり、大量の放射線が飛散することとなりました。

そして次に訪れたのは電力不足による計画停電です。これについては短期間、最小限の停

電で済みましたが、それでも首都圏に住む人たちに不安を与えるのには十分なものでした。

東日本大震災では、埋め立て地で液状化現象が起こるなどの被害はあったものの、大部分

のインフラに被害はありませんでした。にもかかわらず、首都圏の人たちは、電力不足、物

資不足に悩むことになりました。

このとき、首都圏の人たちは、

○自分たちの生活が東北地方によって支えられていたこと。

○東京は脆弱な基盤に上に成り立っており、決して自立してはいないこと。

に気づいたのです。

東京は自立をはじめました。災害に耐える社会インフラの整備、非常時の食料品等の確保、

高齢化に対応した体制の整備など、着々と進めています。新聞やテレビの報道を注意してみ

れば、その兆候が見てとれるはずです。

今は地方に頼っている東京が自立し、また、現在の付加価値が東京に集まる経済システム

が変わらないとしたら、東京はますます富の集中を進める一方で、高齢化や社会資本更新に

必要な資金を自己調達していけば、

東京から地方に還元される富が減っ

ていき、地方はますます疲弊してい

くことになるでしょう。

東京が自立を模索し、実行に移し

ていくことに呼応し、若しくは先行

し、地方も自立を進めていかなけれ

ばいけません。

エ 自立を阻む内部要因

図は、水槽の水について、ごく当

たり前のことを書いたものです。
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でも、これをお金の流れにたとえてみれば、現在の東京に向けたお金の流れが見えてきま

す。

それは、右下部分です。左側が地方、右側が東京です。地方にどれだけ水を注いでも（金

を稼いでも）、いつの間にか水が穴から右側に（金が東京に）流れて行ってしまいます。

今の経済、税制システムは、このようになっているのです。

具体的な例で示してみましょう。

あなたが 1 万円を持って友人と飲

みに行ったとしましょう。太っ腹な

のであなたの奢りです。

その時、地元の人がやっている店

と県外の大手居酒屋チェーン店に行

った場合について考えてみましょう。

支払った金額はそれぞれ 1 万円、

材料費も 3,000 円と同じです。

でも、そこからが違います。地元

の店で飲めば、残りの 7,000 円はお

店のものです。しかし、県外チェー

ン店の場合は前に述べたようにロイ

ヤリティを支払います。その金額は地元に残りません。

そして、その翌日、昨日の居酒屋のご主人が、昨日のもうけを持って飲みに行ったとしま

す。そこでも、地元で飲む場合と県外チェーンで飲む場合に分けます。

また翌日、昨日のお店のご主人が…と延々続けていくと、すべて地元の店で消費されれば、

最初の 1 万円は 33,333 円の付加価値を生み出します。ところが、すべて県外チェーン店で消

費されれば、最初の 1 万円は 17,241 円の付加価値しか生まないのです。

もう一つの例を示してみましょう。

お米を売ってもらった千円札で、農家の人が漁師さんから魚を買いました。農家さんの千

円札が漁師さんに渡りました。漁師さんは、奥さんの誕生日に花農家へ行って花を買いまし

た。千円札が花農家に渡りました。花農家のお嬢さんは、彼氏とうまくいっていないので、

町の占い師さんに占ってもらいました。千円札が花農家のお嬢さんから占い師さんに渡りま

した。占い師さんは、仕事に行くため、子どもを保育士さんに預けました。千円札は保育士

さんの手にわたりました。この後、千円札は、床屋さん、落語家さん、大工さん、絵描きさ

んに順番にわたっていき、最後に絵描きさんが農家からお米を買い、千円札は元の農家の手

に戻りました。

皆さん、この間に使われた千円札は 1 枚だけです。でも。その千円札で、10 人の人が、そ

れぞれ千円分の品物やサービスを手に入れました。千円札は、10回人の手を経由したことで、

1 万円の価値を生み出したのです。

ところが、もし、3 人目の花農家のお嬢さん、彼氏との仲が回復して二人で東京ディズニ

ーシーに遊びに行ったとしたら、この段階で千円札は地域から消えてしまいます。

この場合、千円札は 2 千円の価値しか地域内では生まなかったのです。
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この理論を証明する経済学の公式があります。フィッシャーという経済学者が「貨幣方程

式」として定義しているもので「ＭＶ＝ＰＴ」で表されます。

Ｍはお金の量

Ｐは物の価格

Ｔは物の量 つまりＰＴは地域内で取り引きされる物の総額です。

重要要なのは「Ｖ」です。これはお金が地域内で何回使われたかを表すもので「回転数」

と呼ばれます。

すなわち、その地域で売れる物の総額は、お金の量と、それが地域内で何人の手に渡るか

（何回転するか）で決まるのです。

図の左は 10 回転、右は 2 回転です。

お金は、地域内で循環することにより、大きな付加価値を生むのです。

南砺市や富山県は、世帯所得が高いため「Ｍ」は大きいのですが、「Ｖ」が小さいため、結

果として物の売れる総額「ＰＴ」が小さくなっています、逆に東京は域外からのお金が域内

で循環するため「Ｖ」が大きく、結果として「ＰＴ」が大きくなっているのです。

私たちは、日常生活の中で、知らず知らずのうちにお金の「無駄遣い」をし、東京にせっ

せと金を仕送りしているのです。

この状況を打開し、地域でお金が回っていくようにしていくことが大切なのです。

オ 自立を阻む外部要因

今までの話を聞いた人の中には「経済が成長し続ければ、東京にお金をあげても地方はや

っていけるのではないか。現に今もそうだ」と思

った方もおられるかもしれません。

図は、経済成長の方程式です。経済は、資本ス

トック＝設備投資と労働力と技術進歩によって

成長します。

では、今、そして将来はどうなっていくでしょ

うか。まず設備投資についてですが、日本企業は、

今後も人件費の安い新興国を目指し海外への移

転を続けていくことと思います。また労働力につ

いては、少子化と高齢化により生産年齢人口が頭
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打ち、そして減少していきます。確かに技術進歩は期待できるでしょうが、生産の海外移転、

人口減を補うだけの技術進歩は期待できません。

また、この生産関数は「自然資本が無限に存在する」という大前提の上で成立しています。

確かにかつてはそう思われていたかもしれませんが、今は「自然資源は有限で、成長の制約

条件となる」として生産関数を理解しなければならなくなっています。

つまり、これからの日本は、これまでのような成長はできないのです。日本人が高齢化し

ていくのと同じように、日本経済も大人になり、成長が停まり、やがては少しずつ縮んでい

くのです。

故に、成長をあてにした他力思考では、もはや地域を支えることはできません。地域は自

力で自立しなければいけないのです。

（３）地域が自立するためにやらなければいけないこと

ア 舞台の整理

「舞台」といっても、市民会館の舞台ではありません。エコビレッジを進め、地域を自

立させていくためのアイテムです。

具体的には、最初に述べた 4 つの循環を実行するために何が必要なのかを理解し、整理

し、見つけ出すことです。

たとえば「農」の連携でいえば、投入（肥料となる材の調達）から産出（収穫された農

産物の加工、販売）まで、具体的なイメージを持って組み立てていくことです。

食品残さを使うのであれば、どこにどれだけの残さが発生するのか、どのような食品な

のか、調味料、添加物、食品の構成要素などを把握し、使える部分と使えない部分を分離

していく作業が必要になります。

また、バーク堆肥や二酸化炭素を使った野菜栽培を行う場合も、適地、適土、適作物を、

実験を通して把握しておかないとうまくいきません。

まず、このような地味な活動を、しっかりとしておくことが大切です。

イ 役者の発掘と連携

「役者」とは、用意された舞台（地域自立のアイテム）の上で演技（実際に活動）する

人です。

これも「農」の循環で言えば、食物残さを使った肥料を供給する人、それを使って農作

物を栽培する人、それを加工する人や料理として提供する人です。それを食べる人も含ま

れるかもしれません。

これら役者は、地域内にたくさん存在しているはずですが、表舞台に登場している人は

わずかです。表には出ていないけれど、しっかり販路を確保し、独自に「農」の循環に取

り組んでいる人や、現時点では「農」に携わっていないが、なにかの動機づけがあれば役

者として行動してもらえる人もいます。それら隠れた役者を見つけ出していくことも大切

です。

これらの役者は単体で、それぞれバラバラに行動するのではなく、統一的な目的に従い、

連携して行動していくことで、より大きな効果を生み出すことができます。

ウ シナリオの作成

いい舞台といい役者が揃ったからと言って、いい芝居ができるわけではありません。舞
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台の上で役者が演技するシナリオが必要です。

全国各地で行われ、当初の目論見がはずれて消えていったまちづくりの多くは、舞台、

役者、シナリオのどれかが欠けていたと思われます。

いいシナリオを書くためには、その地域にある舞台と役者をしっかりと押さえておかな

ければいけません。したがって、シナリオは、そこに住む人若しくは人たちによって作ら

れなければならないのです。

南砺市エコビレッジ構想を進めるためのシナリオは、「農」「山」「エネルギー」「にぎわ

いとお金」という 4 つの循環それぞれの舞台と役者をつないで作っていくことになります。

つながる舞台と役者の数は多ければ多いほど市民の支持を得られますが、それらの連携を

作り、維持していくことが難しくなります。

そのため、シナリオ作りに際しては、行政サイド、民間サイド双方に通じた裏方さんが、

腰を据えて根気よく、さまざまな役者の意見を聞きながら、かつ市外、県外の事例も参考

に、行っていくことが大切であり、全国でまちづくり先進地として知られている町には、

大抵そういう裏方さんが存在します。

（４）南砺市エコビレッジを支える舞台、役者、そしてシナリオ

ア 舞台

南砺市は、世界遺産合掌造り集落、演劇の利賀

など優れた観光地を持ち、また、祭り、伝統工芸も豊富に存在するなど、舞台としての資源

に困ることはありませんが、今は、南砺市エコビレッジ構想のモデル地域となっている桜ヶ

池に目を転じてみましょう。

農業用のため池として 1954 年に作られた桜ヶ池は、緑に囲まれた美しい自然を持っていま

す。池畔には堤に近い部分を除き民家が見当たらないことが、より自然を引き立たせていま

す。これは、この地域が太平洋戦争前、陸軍の演習地となっていたためです。

これら自然に抱かれるように、堤近くには、宿泊施設、温浴施設、飲食施設が立地してお

り、池北側は東海北陸自動車道の城端ハイウエイオアシスが立地しています。

これだけでも十分に「舞台」にふさわしいと思われますが、南砺市エコビレッジ構想では、

図のように、それぞれの循環を進めていくための施策を展開していくことにしています。
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これら既存の舞台に新たな舞台が加われば、モデル地域である桜ヶ池の魅力が増し、交流

人口の増加、ひいては定住人口の増加が図られ、自立循環型エコビレッジのモデルが作られ

ることとなります。

ただし、今はこれらの舞台はそれぞれが単体で活動しています。

これらの舞台がエコビレッジの旗のもと、連携して活動していけるようにしなければいけ

ませんが、それには役者とシナリオが必要となります。

イ 役者

南砺市内には、エコビレッジ構想の趣旨に合致した活動をしているたくさんの人やグルー

プが存在しています。

以下の 4 枚の図は、南砺市エコビレッジ構想が目指す 4 つの循環に関係する個人や団体、

グループを例示したものです。もちろん、この人たち以外にも、たくさんの人やグループが

活動しておられることと思います。

エコビレッジ構想を進めるには、まず、ここに掲げられている人たちにエコビレッジ構想

を理解してもらうことはもちろん、掲げられていない人たちを見つけ出すことがなにより大

切です。

そのためには、ここに掲げた人たちに会い、自分たちの仲間を紹介してもらう、いわゆる

「いもづる方式」が望ましいと思われます。

最初は、新しい人やグループが紹介されると思いますが、いもづる方式の発掘を進めてい

くと、そのうち既に面談したことのあるグループが出てきて、そしてその割合が増えていき

ます。最終的には、新たな人やグループが出てこなくなることが理想でしょうが、そこまで

役者の発掘を進める必要もありません。

次の段階として、発掘された人やグループを相互に連携していく作業に取りかかります。

4つの図に出てきた人やグループに話を聞くと、「あの人は知っている」とよく言われます。

ただし、その深度は浅く、連携して何かをするまでには至っていません。

また、多くのグルーブが同じような問題で悩んでいることもありますし、あるグループの

悩みは、別のグループがその解決策を知っていることもあります。

人やグループを連携していくことにより、1＋1 が 3 にもそれ以上にも力を発揮できるよう

になります。
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農の循環

あぐりか誉

な～んトマト

藤原浩
フードアナリスト

神保佳永

ＨＡＴＡＫＥ

川合声一
土徳料理研究会

立野原の農家

中沢慎太郎

くんせい製造

中田修

サツマイモ

水口乳業

中道真由美
立野原観光農園

板橋

アルギットニラ

坂井晋
ログログファーム

中川裕子
ＯＣＡＴＴＥ

高見敦司

ランソレイエ

山本誠一
薪の音

神田尚敏

クアガーデン

神田清

境富廣

エルハート

簑口潔

みのファーム

吉田稔

涌々農場

上田明美
山の料理人

川端
アスパラガス

青能剛

山瀬悦朗
野口生産組合

高見敦司
ランソレイエ

山瀬悦朗
なやかふぇ

中島芳男
小松菜

吉田稔
涌々農場

村田浩

中島芳男

岩崎誠

松本敏博

松本建材

池田実

米倉みつ子
民宿いなくぼ

石村修子
フラワーンダフル千華園

中沢慎太郎

くんせい

桜ヶ池バイオマス農業推進協議会

バーク堆肥生成過程で発生するＣＯ２を

ハウス栽培に利用することにより、促成

栽培、高収量、廃棄物再利用が図られる。

桜ヶ池農産加工組合エキップ

周辺農家が栽培した小麦を使った

パン・菓子の製造と販売拠点整備

田舎楽園

スープ開発

地産地消メニュー開発

食物残さを使った有機農業による地場料理開発

障害者が参加した有機農業
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山（木）の循環

海老澤潤
南砺森林メンテナンス

江尻裕
moribio

かんでん
エルファーム

野村木材

太田浩史

荒井崇浩

萱場再生

ＮＥＸＣＯ中日本

佐々木利幸
上田真理

（半定住者）

花まつ

川田真紀

割り箸

中島慎一
菅沼区長

坂口美紗
桂湖

水口暉夫

炭焼き

チューモク

井波大建工業島田木材

長田組

利賀ふるさと
推進協議会

つなぐ南砺

森林組合

南砺市

いのちのふるさと

伝統家屋を地場木材を使って

再生し、住民憩いの場を作る

木質バイオマスエネルギー利用促進検討会

合掌の森PROJECT
世界遺産合掌家屋に使用する

萱の自給を目指す
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エネルギーの循環

谷村裕治

木本裕二

南砺電気

野原一司
野原建設

倉田元次
クラタ鉄工所

倉谷龍孝 中川吉宏

松本八治 常本裕斗

南砺市小水力発電開発研究会

木質バイオマスエネルギー利用促進検討会（再掲）

南砺市桜ヶ池地熱開発理解促進委員会

でんでんカフェ
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にぎわい、まちづくり

なんとおせっ会

川田真紀

中川裕子 河合優子

山田由理枝

宮脇廣 谷本亙

太田浩史

簑口潔

七八塾

山瀬悦朗

宮下直子

倉谷龍孝

川合声一

OCATTE

土徳の里づくり

なりわい塾

井口之夫

たいやき屋

小林薫

チンドン屋

楠順子

井波観光ガイド

杉本薫
ナチュラルセラピスト

小原好喬
城端蒔絵

川合英理子
中川良一

法林寺温泉

長田久美

城端観光ガイド

五箇山和紙

浪漫亭

（Ｉターン）

山田徹志

スプレー絵

齋藤美華子
松風楼

東裕子
華山温泉

岡部智美
民宿おかべ

蟹谷麿史

ブライダルラボ

平野信一

福光観光ガイド

斉藤優華
寺子クラブ

松井紀子

松井機業

高田優美子
木の小物

土徳料理研究会

なんと元気

林純子

地域おこし協力隊

内山勇樹

地域おこし協力隊

蓮沼晃一 窪田育夫

渡邉麻衣

地域おこし協力隊

雅環境造形

清部一夫
城端Fan倶楽部

光徳寺

大福寺

川合声一

講の復活
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ウ シナリオ

南砺市では、2011 年に開催されたローカルサミットでエコビレッジ推進を宣言して以来、

2012 年 9 月に市民によるエコビレッジ志民会議を発足させ、志民会議は 2013 年 3 月に「南

砺市エコビレッジ構想」を策定しました。

志民会議を引き継いだ南砺市では、2014 年 3 月に、構想を具体化するため、南砺市エコビ

レッジ構想推進アクションプランを策定しています。

今後、アクションプランをもとに、さまざまな事業が展開されていくものと思われますが、

エコビレッジ構想は、行政だけが進めていくものではありません。市民を巻き込み、また市

民が主体となって進めていくものです。

ですから、シナリオも 1 本ではありません。南砺市内で活動している人や団体、グループ

それぞれがシナリオを持っているのです。

そして、それぞれのシナリオがバラバラに実行されるのではなく、しっかりとした、ある

いはゆるやかなネットワークにより、点や線ではなく面でもなく、立体的に進められていく

ことで、エコビレッジが実現するのです。

しかし、そのためには、個別のシナリオをまとめ、エコビレッジを総体として牽引してい

く主体が必要です。

そこで、南砺市エコビレッジ構想では、市民が主体となり、あらたな企業を興し、そこが

主体となってエコビレッジを作っていこうということで、志民 12 名が出資し、2013 年 8 月

に株式会社つなぐ南砺が設立されました。

つなぐ南砺では、2013 年度、総務省の補助事業を得て、にぎわいづくりと資金循環に一役

買おうと 2 台の移動販売車（キッチンカー）を購入し。2014 年度から、市内のイベントで使

用するとともに、東京や群馬など県外にも出かけ、南砺市、そしてエコビレッジのＰＲに役

立っています。2013 年 12 月には、南砺市の出資も受け、官民一体となって活動できる体制

が整いました。

そして 2014 年度、南砺市の舞台を整理し、役者を発掘・連携し、エコビレッジのシナリオ

を市民と一緒に作っていくための新たなきっかけづくりとなる企画を、環境省が主催する平

成 26 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域における草の根活動支援事業）本補

助事業に応募し、『「もったいない」と「おかげさま」がつなぐエコビレッジサミット』が開

催されたのです。
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「もったいない」と「おかげさま」がつなぐエコビレッジサミット

１ 企画の作成と補助申請

2014 年 6 月 30 日、株式会社つなぐ南砺は、補助金事務を担当する一般社団法人場所文化フ

ォーラムに対して、下記の企画内容で補助金申請を行いました。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域における草の根活動支援事業）

「もったいない」と「おかげさま」が築く低炭素社会創出事業

－第１回南砺環境・生命文明サミット（仮称）開催－

１ 企画趣旨

本事業は、地域資源の地域内循環による環境への低負荷化、低炭素地域社会を作ることにより、

将来にわたり自立した地域を目指す「南砺市エコビレッジ構想」に賛同して設立された応募者「株

式会社つなぐ南砺」が事業主体となり、南砺市、及び市内でさまざまな環境関連活動を行っている

企業、団体、グループ、個人までも発掘して連携し、発表と討議を行い、次の一歩を踏出す場を提

供するものである。

当サミット（仮題「第一回南砺環境・生命文明サミット」）は、不特定の市民を対象とした一過性

の討論会ではなく、本事業において発掘、連携された主体が一堂に介し、自らの活動が地域に与え

る効果と地域から与えられる恩恵を相互に理解し合い、今後、活動の輪を広げ、深化させていくた

めの機会となる。

また、サミット開催に向け、さまざまな主体の発掘と連携による付帯事業も併せて開催していく。

富山県南砺市は信仰に篤く、特に浄土真宗が盛んな地域である。「土徳」の心が市民に深く浸透し

ていることを活かして、環境省が提唱する環境・文明社会の実現に呼応し、２１世紀の日本、世界

が持続可能な社会であることに必要な「もったいない」と「おかげさま」をキーワードに、今年合

併 10 周年を迎える南砺市民が心を一にして取り組んでいく。

２ 実施する事業

（１）第１回南砺環境・生命文明サミット（仮称）の開催

開催日 平成 26 年 11 月 29 日（土）～30 日（日）

本事業で発掘、連携された主体が一堂に介し、自分たちの活動紹介、連携による新たな展開へ

の決意と次なる方法論の具体化に向けて等を語り合い、次年度以降へつなげていくことを目的に、

下記のとおり２日間にわたる一連のシンポジウム群を開催する。

ア １日目午前 フィールドワーク（活動発表会）

全体会、分科会開催に先立ち、本事業によって発掘、連携された主体が、自らの活動を自由

に発表できる場を設定する。発表会は、特定の会場を儲けず、自らのフィールドで行う。それ

ぞれの会場へは、南砺市営バスが頻繁に臨時循環運行を行う。全体会、分科会参加希望者は、

いくつもの会場を回ることにより、自らの参加分野にかかわらず、サミット全体の構成を肌で

感じることができる。もちろん、その場で即席の討論会が仕掛られていくことも大いに期待す
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る。

イ １日目午後 リーダーたちの夜明け（分科会討論）

フィールドワークの活動主体、そして全国から集まった「気づき人」たちを、いくつかのカ

テゴリーにまとめ、カテゴリー毎に徹底討論会を開催する。また、分科会は、フィールドワー

クを踏まえ、下記ワークショップにおいてファシリテート力を付けた地域内の若手メンバー者

（学生も含む）たちによって運営される。

※分科会のテーマ予定例（各地域内での取組み・実践を前提に）

様々な再生可能エネルギーによるエネルギー自立、安心安全かつ循環型の農業と食、こども

環境教育活動、森の再生・保全、90 歳ヒアリング等を活用した地域に眠る人的能力地域内世

代を超えた環境・暮らしの知恵の活用、地域内資金循環や人的連携の強化（「講」を活用した

地域コミュニティの再生、地域通貨による新たな資金循環、交流・定住人口増加による志民・

志金の確保）

ウ ２日目午前 フロアー参加型シンポジウムの開催

ア、イの活動を踏まえ、全国でさまざまな活動を実践している人を招き、これまでの活動で

育った人、グループ、団体とでフロアー参加型シンポジウムを開催する。

シンポジウムでは、南砺エコビレッジ構想の当面の具体的な推進策についての議論と提言、

それを踏まえての方法論の共有と共に、50 年後、100 年後の南砺地区、そして日本にとってど

のような役割を果たしていくかの確認、それに向けての官も民も、公共という一人称での市民

活動の必須性についての意識付けを行いたい。

（２）シンポジウム開催に向けての予備活動

ア 参加役者発掘事業

南砺市内で環境、地域自立・循環の活動を行っているさまざまな主体（高齢者、学生も意識

的に巻き込む）を、いもづる方式で発掘し、面談し、連携を図っていく。その際、低炭素・循

環・共生を目指す南砺市エコビレッジ構想についての普及啓発にもつなげていく。そうした、

地域の潜在力を発掘するにあたっては、地元新聞等のメデイアで紹介された主体をピックアッ

プし、つなぐ南砺メンバーが個々に面談し、各活動の連携等の輪を広げていく作業を、文字通

り草の根で実施していく。そして、面談した主体からは、更に次なる連携先候補の紹介を受け

ていく流れを幾重にも作っていく。

イ 参加役者連携事業

① 小規模討論会の開催

上で発掘した主体の連携を図るため、小規模の討論会を南砺市各地（旧４町・４村、各自

治振興会レベルで）波状的に（毎週どこかで）開催していく。

② エコビレッジワークショッブの開催

持続的な地球環境の維持保全を目指して活動している（株）リバースプロジェクトとの連

携の中で、発掘、連携された主体対象としたワークショップを上記発表会前に一度開催する。

③ エコビレッジモデル地区「桜ヶ池」をフィールドとした環境実践イベントの開催

南砺市エコビレッジ構想モデル地区と位置づけられている桜ヶ池とその周辺で、今年４月

の開催した第一回「桜が池エコビレッジイベント」に続いて、かつて市民が植えた桜の木の

伐採、剪定を市民参加で行うとともに、桜ヶ池周辺をフィールドに、つなぐ南砺と連携した
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各種環境イベントを実施する。

④ 地元高校生の部活動と連携した低炭素社会創出事業

農業、福祉の学科を持つ県立南砺福野高等学校の部活動にエコビレッジ構想の事業を組み

入れるとともに、市内の主体との連携により、具体的活動に育てていく。

この事業は、既に福野高校と連携協定を締結している南砺市と協働して実施する。

⑤ 地域通貨を利用した低炭素活動支援・地域内資金循環

地域通貨は、かつては全国各地で広く発行されてきたが、ネット通貨など買い物行動の多

様化に加え、需給双方の理解を得ることが難しく、流通の手間がかかることなどから次第に

市場が縮小している。しかし、地域通貨は、地域内貨幣循環による地域振興には大きな効果

を持つことも立証されている。

現在、南砺市では商工会が中心となり、買い物で得られた「ポイント」の一部を自分がサ

ポートしたい活動に投票することにより、その活動を支援できる「レシートでサポート」事

業を展開している。支援先には市内の店舗で利用できる商品券が配られる。この事業は、地

域内貨幣循環を生み出すだけでなく、単なる金券配布とは異なり、市民には「自分が応援し

たい活動に貢献した」という満足度も与えている。

今回の企画は、低炭素な活動への支援をこのシステムを倣って行うものであるが、配布は

低炭素活動参加者に対して、支援先は低炭素活動を行う事業者やグループ、協賛者は低炭素

活動の理解者とすることで、地域内貨幣循環と低炭素普及活動を一体で行うことができる。

なお、地域通貨の流通コスト（回収価格）は、本事業に協賛する企業や団体等からの協賛

金で賄う。

３ 実施体制

株式会社つなぐ南砺を事業主体（兼事務局）として、その下にそれぞれの事業にかかわる組織を

巻き込んだ実行委員会を結成して事業を実施する。

４ 事業費

４,７７５千円

関連事業

○「木の駅」開設事業

桜ヶ池、南砺市全体に散在する林地残材などを、薪やペレット等として再生し、新たな熱エネ

ルギーとして利用するため、山元から消費者までの循環形成の一部を担当する木材資源交換市場

「木の駅」を桜ヶ池において新たに設置する。

この事業は、南砺市が事務局として運営している「木質バイオマスエネルギー利用推進検討会」

が中心となり、南砺市単独補助事業「エコビレッジモデル地区事業」の助成を受け、本事業と連

携しながら実施する。
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事業全体のつながり関係（案）

南砺市エコビレッジ構想の推進

環境イベント

部活動

連携された舞台 連携された役者 新たな連携シナリオ

役者の発掘

役者の連携

サミット開催

面談

小規模討論会

ワークショップ
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事業推進体制（案）

ワークショップの運営

全体の統括、経理

役者の発掘、連携

小規模討論会の運営

企画、実施全般のサポート

南砺市

森林組合

林業家

南砺市商工会

株式会社つなぐ南砺 実行委員会

リバースプロジェクト 有機栽培農家等

若手料理人

エコビレッジクラブ

地域通貨の運営

イベント企画への提言
イベント実施時のボランティア

桜ヶ池周辺イベントの企画実施

安心安全な食品の提供

木の駅構想との連携

安心安全な料理の提供

エコビレッジ部活動の実施

「講」によるコミュニティ再生

南砺福野高等学校

越中土徳の会

光徳寺門徒総代

桜ヶ池周辺自治会等

連携された役者たち
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事業実施スケジュール（案）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小規模討論会 ワークショップ 環境イベント 地域通貨

６ 上

中

下

７ 上 　　企画 　　企画

中 　　企画 　　企画

下 Ⅰ発足 　　講師選定 　　リストアップ

８ 上 　　募集 　　協力店確保

中

下 Ⅱ中間報告 清掃 配布

９ 上

中 　　波状開催

下 Ⅲ中間報告

１０ 上

中 　　募集 　　募集

下 Ⅳ中間報告 併催→ １回目 　　実施

１１ 上 伐採・剪定 配布

中 Ⅴ中間報告

下

１２ 上

中 　　面談

下 回収　　

１ 上 　　波状開催

中 　　報告書作成

下 併催→ ２回目

２ 上 　　募集

中

下 Ⅵ総括 勉強会

３ 上

中

下 報告書提出

旬月 役者発掘

シンポジウム開催

部活動
役者連携

実行委員会 シンポジウム
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２ 実行委員会の設置と会合

本事業は、株式会社つなぐ南砺が補助対象事業者ですが、営利を目的としたものではなく、

南砺市エコビレッジ構想を多くの市民に知ってもらい、行動を起こしてもらうことを目指して

います。そのため、事業を進めるにあたり、南砺市民に広く参加を呼びかけるため、南砺市エ

コビレッジ構想に基づく活動を実践している人に呼び掛け、実行委員会を作りました。実行委

員会のメンバーは次のとおりです。（敬称略 以下同じ）

役職 名前 現職

顧問 田中 幹夫 南砺市長

アドバイザー 吉澤 保幸
合同会社場所文化機構副代表

(株)つなぐ南砺監査役、南砺市政策参与

委員長 山瀬 悦朗 （株）つなぐ南砺代表取締役

副委員長 川合 声一
日の出屋製菓産業（株）代表取締役会長

南砺市観光協会会長

副委員長 長澤 孝司 南砺市市長政策室長

委員（サミット部会長） 川合 声一 （副委員長）

委員（小規模討論会部会長） 倉谷 龍孝 Massive Act代表

委員（ワークショッブ部会長） 村松  一 一般社団法人リバースプロジェクト代表理事

委員（環境実践イベント部会

長）
勇崎  晃

南山田自治振興会長

桜ヶ池エコビレッジプロジェクト推進委員会会長

委員（高校生部活動部会長） 川森 純一 南砺市エコビレッジ推進課長

委員（木の駅部会長） 島田 優平 （株）島田木材常務取締役

事務局長 山崎 正治
南砺市エコビレッジアドバイザー

（株）つなぐ南砺取締役

監事 高桑 伸英
高桑会計事務所

（株）つなぐ南砺監査役

監事 窪田 育夫
日本ソフテック（株）代表取締役社長

南砺市観光協会副会長

実行委員会は 4 回開催（うち 4 回目は書面開催）しました。

実行委員会では、事業計画、予算を含めた企画案について審議するとともに、委員の皆さん

から、多くのご意見とご提案をいただきました。

それぞれの開催時期と議題は次のとおりです。
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回 開催日 場所 議題

１ 平成26年

8月4日（月）

南砺市城端庁舎

202会議室

１ 実行委員会の規約について

２ 事業の内容やスケジュールについて

３ 予算について

４ 今後の進め方について

５ その他

２ 平成26年

10月6日（月）

エコビレッジ支援セ

ンター

１ 前回の実行委員会からの動き及び今後の進

め方について

２ 自由討議

３ 次回委員会の開催日程について

３ 平成26年

11月5日（水）

南砺市城端庁舎

203会議室

１ 前回の実行委員会からの動き及び今後の進

め方について

２ サミットへの参加勧誘について

３ 自由討議

４ 次回委員会の開催日程について

４ 平成27年

3月6日（金）

（書面開催） １ サミットの実績報告書の提出について

２ 実行委員会の決算について

３ 「もったいない」と「おかげさま」がつなぐエコビレッジサミットの開催

（１）開催日

平成 26 年 11 月 29 日（土）～30 日（日）

（２）開催場所

南砺市伝統芸能会館「じょうはな座」

南砺市城端庁舎

南砺市起業支援センター ほか

（３）開催スケジュール

・29 日

8 時 30 分～11 時 30 分 フィールドワーク

14 時  ～18 時 分科会

18 時 30 分～20 時 交流会（会費制）

・30 日

9 時   ～13 時 全体会

13 時   ～14 時 昼食交流会（会費制）

（４）フィールドワーク

南砺市内でエコビレッジに資する活動している４つのグループの活動現場を視察しました。

いずれも、南砺市が主催する「平成２６年度エコビレッジチャレンジ事業」の助成を受け、

事業に取り組んでいます。
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グループ名 代表者名 内容

桜ヶ池バイオマス農業推

進協議会

吉田 稔 未利用のバーク（樹皮）を発酵させ、発酵の際に発生す

る高濃度CO2と熱を利用した、高促成通年ハウス栽培

を行う。

桜ヶ池農産加工組合エキ

ップ

組合長

神田 清

空き店舗を利用し、南砺で育った小麦や野菜を使った

パンや焼き菓子等の製造・販売を行う。

いのちのふるさと 代表幹事

佐々木 利幸

空き家となっているアズマダチ古民家を利用し、一万冊

の古本カフェや民泊、地域文化を伝える講習会を行う。

子育て支援 寺子クラブ 齊藤 優華 空き地を利用し、子どもがのびのびと遊び、豊かな心と

たくましい身体を育む野遊びの拠点づくりを行う。

桜ヶ池バイオマス農業推進協議会          桜ヶ池農産加工組合エキップ

いのちのふるさと                 子育て支援 寺子クラブ

（５）分科会

次の 7 つのテーマ毎に分かれてワークショップ形式で議論を深めました。

市 講に学ぶ…コミュニティの循環（南砺市城端庁舎二階和室）

かつてはコミュニティの中心に寺があった。心の拠所として、情報共有の場として、人々の交
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流の場として、寺は人々から愛され親しまれていた。

人々の心の変化に伴い、寺の役割が落ちている。そしてそれが地域コミュニティの衰退にもつ

ながった。

なつかしい過去を振り返り、寺の意義を見つめなおし、未来につなげていきたい。

荷 山に学ぶ…エネルギーの循環（南砺市城端庁舎二階 202 会議室）

ペレットやチップを使用する熱源の普及が進みつつある。しかし、それらバイオマスエネルギ

ーの供給サイドの構築は遅れている。先進事例を見ても、偶然により生まれた幸運を活用した事

例を除いては、行政の支援により、ようやく事業として継続しているありさまだ。

山に人が入り、山の資源をあますところなく活かしていた過去に学び、新たな視点からの山の

再生について考えていく。

散 疎に学ぶ…地域の連携と循環（南砺市城端庁舎三階視聴覚室）

富山県内には、環境を大切にしたまちづくりを進める都市が二つある。鉄軌道を手段にコンパ

クトな環境未来都市を目指す富山市と、その対極として分散型の地域それぞれの自立を目指して

エコビレッジ構想を進める南砺市だ。しかし富山市のように恵まれた交通インフラを持つ都市は

極めてまれで、平成の合併により誕生した多くの都市は後者のまちづくりを模索せざるを得ない。

南砺市エコビレッジモデルをスタンダードとするための戦略と戦術はなにか。

志 人に学ぶ…教育の循環（南砺市城端庁舎二階 203会議室）

今はダム湖に沈んだ刀利地区で、その一生を地域教育にささげた山崎兵蔵の手法は、ただただ

愚直なまでの奉仕の精神だった。

戦後の価値観転換、高度成長期を担ってきた世代は、日本の豊かさ（マクロ）を築いた功績と

同時に、物と金が自分たちの生活を幸せにする（ミクロ）という価値観を築いたという誤りも犯

してしまった。今一度、なつかしい過去に立ち戻ることが必要ではないか。

護 母に学ぶ…子育ての循環（ＪＥＣビル一階会議室）

50 年後の南砺市を支える世代は、今の子どもたちと彼らの子どもだ。その子どもたちを育てる

母親の役割は大変大きい。

かつて、子どもは「地域」の宝物だった。子どもたちは地域のシステムに守られ育っていった。

しかし、核家族や個人主義の普及などにより子どもは「家族」のものとなった。仕事と子育ての

負担を背負う母親に地域は何をしてあげられるのかを提案する。

緑 里に学ぶ…農と食の循環（じょうはな座二階研修室・会議室 1・2）

緑の革命のもととなった小麦を手がけた稲塚権二郎の故郷南砺市は、循環型未来の農を考える

にふさわしい舞台だ。

地域で採れた農作物は地域で消費するというごく自然のサイクルが壊れている現代の流通を再

考し、なつかしい過去に立ち戻り、小さな循環で再現する農の姿を、需用側、供給側双方の立場

から描いていく。

質 商に学ぶ…資金の循環（じょうはな座二階練習室 3・4）
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平成 7 年から 22 年の間で、南砺市の自営業者数は 30％以上、家族従業者は 50％近く減少して

しまった。自営業の減少は、商店街の衰退だけでなく、地域内の資金循環も壊してしまった。

全国チェーンの店舗、ネット通販の普及は、地域の富が大都市圏に吸い取られる経済構造、そ

れにより地方経済の疲弊を招いた。我々は、知らず知らずのうちに地方が貧しくなることに加担

しているのだ。なつかしい過去から学ぶものはあまりに大きい。

それぞれの分科会には、分科会の進行を司る 1 名のファシリテーター、1 名のアドバイザ

ー（リバースプロジェクトメンバー）、会議の模様をイラスト等でリアルタイムに記録する 1

名のグラフィックレコーダー、4 名の事例発表者が配置されました。

表 事例発表者

氏名 活動内容

市

市川峻 砺波市にある光圓寺の若はん。城端出身。高岡仏教青年塾副代表です。

梅原証眞 井口地区で、夏休み、ラジオ体操の前に子どもたちと読経を続けています。

佐々木利幸 宮大工の棟梁。古民家をコミュニティの拠点にすべく奮闘中です。

谷本亙 まち＆むら研究所代表。酒と食とネットワークとまちづくりのプロです。

荷

江尻裕 一般社団法人ｍｏｒｉｂｉｏ森の暮らし研究所。利賀の木こりです。

河合耕一 新樹木造園社長。南砺の山々を守る会事務局です。

島田優平 島田木材常務。木の駅づくりに燃えています。

野村昌浩 野村木材社長。木質バイオマスの循環に取り組んでいます。

散

荒井崇浩 土産・お休み処あらい。世界遺産集落で萱場の再生に取り組んでいます。

長井久美子 南砺市議会議員。鉄道やバスの活性化についてさまざまな活動をしています。

長田久美 城端観光ガイド「機の声」代表。じょうはなを世界に発信しています。

蓮沼晃一 ＮＰＯ法人なんと元気の理事長さんです。

志

石橋浩 南砺福野高校教諭。部活動でエコ活動を実践しています。

谷中定吉 刀利会会長。生涯を教育にささげた山崎兵蔵の教え子です。

野中願児 井波木彫協同組合青年部長。三重県からのＩターン者です。

古崎 裕子 南砺福野高校教諭。部活動で福祉活動を実践しています。

松井昌美 城端小学校教諭。社会科の郷土学習で森の大切さを学んでいます。

護

斉藤優華 子育て支援寺子クラブ代表。お寺の庭を子どもたちの遊び場にしています。

杉本薫 ナチュラルセラピスト。頑張るお母さんです。

高橋佳寿江 南砺市議会議員。お母さんたちのために活躍しています。

山田由理枝 今をときめく婚活応援団「なんとおせっ会」副会長さんです。

緑

青能剛 南砺市職員。桜ヶ池農産加工品組合エキップで地産地消を担当しています。

境富廣 地域障害者の作業所「エルハート城端」。地域農家との連携を進めています。

前田久美子 ご当地Ｂ級グルメ「なんなんまぶまぶ」を発明した「ゆかたーず」の代表です。

吉田稔 湧々農園。独自の有機農法で土づくりを実践しています。

質

清部一夫 呉服きよべ。まちづくりグループ城端Ｆａｎ倶楽部の代表です。

野原健一 ノハラ電気。地域通貨レシートｄｅサポートの仕掛け人です。

古田昌弘 富山銀行城端支店長。地域の資金循環をサポートしています。
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吉澤保幸 南砺市政策参与。全国のまちづくり事例を知り尽くしています。

表 ファシリテーター、アドバイザー、グラフィックレコーダー

ファシリテーター 参加者 アドバイザー グラフィックレコーダー

市 中島 武司 12名 谷崎 テトラ

小澤マリナ

林  純子

久保田光明

小田 友萌

津山真理子

荷 中川 吉宏 19名

散 櫻井 築 13名 藤川 遼介、松冨 瑞樹

志 常本 裕斗 11名 龜石太夏匡

護 八幡磨未子 13名 村松 一

緑 浦井 啓子 19名 覺張 雄介

質 松本 八治 18名 吉澤 保幸

計 105名

市分科会

荷分科会
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散分科会

志分科会

護分科会
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緑分科会

質分科会

（６）交流会

分科会終了後、南砺市城端庁舎三階ホールで、希望者による会費制で交流会が開催されま

した。南砺市内でこだわりの食材を使った、こだわりのお料理が集まりました。また、南砺

市内にある 3 つの酒蔵の純米酒、地ビールの城端麦酒も揃え、名刺交換も含めた楽しい交流

が、時間一杯まで行われました。

参加者 74 名
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田中市長のあいさつ

石田先生の乾杯

こだわりのお料理

（７）全体会

11 月 30 日（日）午前 9 時～午後 1 時まで、「じょうはな座」ホールで、全体会が開かれま

した。当日の次第は次のとおりです。

１ 開会 9:00

開会挨拶 実行委員会委員長 山瀬悦朗
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来賓挨拶 南砺市長 田中幹夫

２ 基調講演 9:10～10:10

東北大学名誉教授 石田 秀輝

演題 「環境（地球環境）と成長（心豊かに生きる）の両立を南砺から考える」

３ 分科会報告 10:15～10:45（各分科会 4分）

（休憩） 10:45～10:50

４ 対話型討論会 10:50～13:00

（１）解決策提示者自己紹介  10:50～11:10（4人 一人 5分）

（２）活動発表 城端小学校  11:15～11:30（発表 10分、コメント 5分）

南砺福野高校 11:35～11:50（発表 10 分、コメント 5分）

（３）フロアーからの発表に基づく討論 11:55～12:55

4 グループ（発表 5分、コメント 8分 入換 2分）

まとめ 12:55～13:00

５ 閉会 13:00

主催者総括 実行委員会委員長 山瀬悦朗

田中市長あいさつ
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石田先生の講演

対話型討論会 解決策提示者（パネリスト）自己紹介

城端小学校 5年生の発表

南砺福野高校の発表

（８）昼食交流会

全体会終了後、南砺市城端庁舎三階ホールで、希望者による会費制で、名刺交換を兼ねた

昼食交流会を開催しました。参加者 70 名。

主婦シェフ「ＯＣＡＴＴＥ」の中川裕子さんと福野のサンタナハウス河合優子さんが、そ

れぞれ地場の材料を使って作ったお弁当を食べながら、参加者同士が交流を深めました。
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４ サミット開催までに仕掛けてきた作業

本サミットは、不特定の参加者を対象とした一過性の討論会ではありません。

この事業のもとに集い、連携された市民（志民）や南砺市内外のまちづくりストが一堂に会

し、自らの活動が地域に与える効果と地域から与えられる効果を外の目・内の目から相互に理

解し合い、今後、活動の輪を広げ、深化させていくための機会として行いました。

そのため、サミット開催に向け、さまざまな主体の参加と連携による付帯事業を併せ開催し

ました。

（１）面談（役者発掘）事業

南砺市内外で環境、地域自立、循環などの活動を行っているさまざまな主体（役者）を、

いもづる式で面談しました。また、面談に併せ、南砺市エコビレッジ構想の理解を図るため

の説明会（布教活動）も積極的に行いました。

地域で活動する人やグルーブに対しての面談は、

・面談相手の活動について知る

・面談相手の得意分野と活動するに当たり困っていることを知る

・その解決策の糸口について双方が知恵を出し合う

という方法で行いました。

表 面談（布教活動）

年月日 相手 人数

1 4月24日 農業科、福祉科生徒 190

2 5月3日 三樹尚子、久米有子さん 2

3 5月9日 グリーンツーリズムとやま 高橋さん、勝見さん 2

4 5月17日 ローカルネット２１ 新潟県 8

5 5月26日 南砺市環境保健協議会 20

6 5月27日 南山田地区婦人会 40

7 6月6日 辰巳町町内会 15

8 6月10日 野口営農組合組合員 20

9 6月14日 場所文化フォーラム社員 40

10 6月21日 なりわい塾総会 10

11 6月24日 尾田武雄さんの会 7

12 6月24日 城端ファンクラブ 7

13 6月29日 南山田森林組合 30

14 7月1日 小林順子アナウンサー 1

15 7月12日 富山県西部公共交通活性化協議会 7

16 7月14日 市町村中堅職員研修（県職員研修所） 200

17 7月17日 氷見市市民参加と協働・防災のデザイン課長等 6

18 7月19日 明石博之さん 3
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19 7月19日 簑口潔さん、厚東さん 3

20 7月30日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（福野） 6

21 7月31日 江戸川大学鈴木輝隆教授 1

22 7月31日 場所文化フォーラム勉強会 30

23 8月6日 エコビレッジ推進モデル事業説明会 10

24 8月8日 福野老人クラブ連合会 30

25 8月9日 セイハローフェスティバル参加者 5

26 8月9日 セイハローフェスティバル参加者 6

27 8月10日 セイハローフェスティバル参加者 10

28 8月13日 建設技術研究所北野仁郎技師長 1

29 8月22日 ニッセイ緑の財団井本さん 2

30 8月26日 県西部環境巡視員等研修会 90

31 8月27日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（城端） 13

32 8月28日 ＢＢＴ奥田一宏報道局長他 6

33 8月29日 南砺ナイト参加者 50

34 9月3日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（井波） 17

35 9月7日 南砺市公民館まつり参加者 5

36 9月11日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（井口） 11

37 9月13日 むぎや祭参加者 338

38 9月14日 むぎや祭参加者 220

39 9月15日 キバナコスモスまつり参加者 20

40 9月17日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（平） 7

41 9月24日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（上平） 5

42 9月26日 作芸人磨心 野尻博さん 1

43 9月26日 富士宮やきそば学会渡辺英彦会長 1

44 9月30日 Code for Nantoメンバー 8

45 10月1日 エコビレッジ推進モデル事業説明会（利賀） 33

46 10月2日 富山国際大学離職者向け講座（1） 6

47 10月2日 富山国際大学観光専攻学生への講義 20

48 10月3日 富山国際大学北野光一名誉教授 1

49 10月6日 リバースプロジェクト 亀石さん、村松さん 2

50 10月7日 サミット分科会リーダー候補 3

51 10月7日 北日本新聞棚田高岡支社長 1

52 10月9日 小規模討論会Ⅰ参加者 7
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53 10月10日 高坂道人さん 1

54 10月13日 野原健一さん 1

55 10月15日 松井昌美先生 1

56 10月17日 伝統工芸井波木彫刻青年部長 野中願児さん 1

57 10月17日 高岡仏教青年塾長 梅原裕放さん 1

58 10月22日 吉田稔さん 1

59 10月22日 佐々木利幸さん、本木陽一さん 2

60 10月24日 前田久美子さん 1

61 10月24日 刀利会会員 8

62 10月24日 杉本薫さん 1

63 10月26日 空と芝のリビング参加者 50

64 10月29日 南砺の山々を護る会 水口さん 1

65 10月29日 南砺の山々を護る会 河合さん 1

66 10月29日 寺子クラブ 斉藤さん 1

67 11月2日 ローカルサミット参加者 100

68 11月5日 古田支店長さん 1

69 11月10日 蓮沼晃一さん 1

70 11月11日 荒井崇浩さん 1

71 11月12日 長田久美子さん 1

72 11月12日 梅原証真さん 1

73 11月13日 なんと元気さん 10

74 11月16日 環・日本海自然体験教室 40

75 11月16日 小規模討論会参加者 9

76 11月18日 小林順子アナウンサー 1

77 11月18日 小規模討論会参加者 7

78 11月19日 城端小学校５年生の児童 70

79 11月19日 サミット事例発表者、ファシリテーター 25

80 11月19日 富山国際大学離職者向け講座（2） 6

81 11月20日 谷崎テトラさんほか 8

82 11月26日 氷見市荻野課長 1

83 11月26日 高岡市高野部長 1

84 11月26日 小矢部市森課長補佐 1

85 11月27日 清部一夫さん 1

86 11月28日 ＢＢＴ寺崎アナ 1
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87 11月29日 サミット分科会参加者 102

88 11月30日 サミット全体会参加者 150

89 11月30日 石田先生、大坪久美子さん 3

90 12月3日 高桑さん 1

91 12月4日 富山国際大学離職者向け講座（３） 6

92 12月5日 濱田さん 2

93 12月6日 福光在住県職員ほか 4

94 12月9日 杢野さん 1

95 12月15日 栗原さん御夫婦 2

96 12月20日 北陸の経営と情報を考える会 10

97 12月23日 分科会参加者 30

98 1月6日 シゴトヒト大越さん（市民協働課同席） 4

99 1月8日 本川氷見市長、ＮＰＯ研修情報センター世古さん 4

100 1月17日 振り返りワークショップ参加者 28

101 1月20日 長崎喜一さんほか 5

102 1月25日 石垣市知念修福祉部長ほか 8

103 1月26日 波照間さん 1

104 1月27日 竹富島上勢頭芳徳さんほか 3

105 2月1日 寺島圭吾さん、千田篤さん 2

106 2月4日 前田アナ、古井部長 2

107 2月7日 八幡曉さんほか 5

108 2月13日 村椿富山県生活環境文化部長 1

109 2月17日 西村鉄工西村企画管理部次長 1

110 2月22日 越川隆文魚津市議ほか 3

（２）役者連携事業

面談した人やグループのネットワークを図るため、次の事業を行いました。

ア 小規模討論会の開催

回 開催日 参加者 場所

第一回 10月9日（木） 8名 福野庁舎会議室

第二回 11月8日（土） 10名 Massive Act事務所

第三回 11月16日（日） 11名 井波木楽館

第四回 11月18日（火） 5名 福野樫亭

第五回 11月19日（水） 28名 城端庁舎会議室

第六回 11月27日（木） 10名 城端なやカフェ
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計 72名

イ エコビレッジワークショップの開催

持続的な地球環境の維持保全を目指して活動している一般社団法人リバースプロジェクト

との連携の中で、発掘、連携された主体対象としたワークショップを 2 回開催しました。

ただし、一連のエコビレッジサミット事業の中で、小規模討論会やサミット本体など、グ

ループが交流する機会が既に複数回設けられていることから、ワークショップを単体で開催

することは日程的にもタイトで、しかも参加者の負担が大きいことを考慮し、第 1 回目は、

エコビレッジサミット分科会にリバースプロジェクトのメンバーがアドバイザーとして参画

し、グローバルな視点から参加者にアドバイスするとともに、ファシリテーターを務めた若

手のサポートを行っていただくこととしました。

2 回目のワークショップは、エコビレッジサミット全体会でコーディネーターをしていた

だいた吉澤さんから提案のあった「新年会」を「エコビレッジサミット振り返りワークショ

ップ」と名付けて開催しました。

○エコビレッジサミット振り返りワークショップ

日時 平成 27 年 1 月 17 日（土）10 時～15 時 30 分

場所 あずまだち高瀬

当日の進行は、次のとおりです。

11:00～11:30 受付

11:30 開会

あいさつ 吉澤保幸 サミット実行委員会アドバイザー

11:35～12:30 第１部 仲間見つけ

サミット分科会、全体会で作成した模造紙を壁に貼りだしてあります。

参加された方はサミットで自分が提案した企画、そうでない方は自分が温めて

いる企画と似ているものを探しましょう。

12:30～13:30 ランチ会

主婦シェフ「ＯＣＡＴＴＥ」の皆さんが、地場ものを使ったお昼ご飯を用意し

てくださいます。

13:30～15:25 第２部 ワークショップ

見つけた仲間同士で企画の趣旨や進め方について情報交換していく中から、新

しいネットワークの芽を作っていきますしょう。

サミット分科会ファシリテーターやリバースプロジェクトのメンバー、エコビ

レッジ課スタッフなどがサポートします。

15:25 閉会

お礼 山瀬悦朗 サミット実行委員長
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吉澤さんのあいさつ

ランチ会
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ワークショップ

ウ エコビレッジモデル地区「桜ヶ池」をフィールドとした環境実践イベントの開催

南砺市エコビレッジ構想モデル地区に位置づけられている桜ヶ池とその周辺で、かつて市

民が植えた桜の木の剪定、伐採を市民参加で行うとともに、各種イベントを実施することを

目的として、桜ヶ池とその周辺の施設や団体が集まり、「桜ヶ池エコビレッジプロジェクト推

進委員会」が設置されています。

本サミットの主催団体である株式会社つなぐ南砺も中心メンバーとして参画しており、こ

の委員会と連携して、桜ヶ池をフィールドとした環境イベントを開催しました。

日時 平成 26 年 10 月 4 日（土）

場所 桜ヶ池

イベントのチラシ
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エ 部活動との連携

南砺市では、2014 年 4 月に南砺福野高校との連携協定を締結した後、南砺福光高校、南砺

平高校などとも連携協定を締結し、各校が独自に実施しているエコロジー活動や地域自立に

関する活動など、南砺市エコビレッジ構想を進めための事業に支援を行っています。

それに要する経費については、2014年度においては、南砺市の予算で対応することとされ、

本事業での支出はありません。

その一方、エコビレッジサミット全体会で発表した城端小学校の 5 年生は、発表終了後、

自分たちが学習した結果を手紙にまとめて田中市長に手渡しました。また、その後、サミッ

トで質問に答えられなかったことを自分たちでまとめ、お礼の手紙を添えて同じく田中市長

と全体会の解決策提示者（パネリスト）に送りました。

送られた人たちからは、それぞれ感激の返事が寄せられ、特に石田先生からは「是非子ど

もたちに自分の話を聞かせる機会を設けてほしい」というご提案をいただきました。ちょう

ど 2015 年度の国語教科書に石田先生の書かれた文章が取り上げられることとなったことも

あり、また城端小学校の影近校長先生のご理解も得て、2015 年 2 月 17 日（火）、城端小学校

多目的ホールにおいて、石田先生の講演会を開催することができました。

石田先生の講演

先生に自分たちが育てたもち米をプレゼント
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北日本新聞 2月 18日 17 面

オ 地域通貨を利用した低炭素活動支援・地域内資金循環

低炭素な活動の一環である貨幣の地域内循環を目に見える形で市民に広く伝えるため、イ

ベント等でサービスを提供した参加者に対して地域通貨を配り、「結」による物々交換の手段

としての活用などを図ることを目的として計画しましたが、吉澤アドバイザーからの助言な

どもあり、今回は調査研究や勉強段階にとどめ、2015 年度以降のエコビレッジ活動の中に組

み込んでいくこととしました。

2015 年度においては、環境省が中心となり、森里川海連携の国民運動を起こしていく中で、

資源循環の一環として地域通貨の考え方が取り入れられることも想定されており、その段階

で新たに検討していくこととします。

カ 「木の駅」開設事業（関連事業）

桜ヶ池、南砺市全体に散在する林地残材などを、薪やペレット等として再生し、新たな熱

エネルギーとして利用するため、山元から消費者までの循環形成の一部を担当する木材資源

交換市場「木の駅」を桜ヶ池において新たに設置するための仕掛けづくりを目指して事業を

進めました。
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具体的には、南砺市が事務局を担当して設置された「木質バイオマス利用促進検討会」が

主体となって事業を進めていますが、本サミットにおいては、「木の駅」の考え方をエコビレ

ッジに具体的に取り込んでいくため、県外グループとの打合せについて支援を行いました。

これからの展開

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域における草の根活動支援事業）は、単年度で

事業が完結するのではなく、少なくともその後 2 年間は、事業の趣旨に沿った活動を継続する

ことが求められています。

しかし、そのことを待つまでもなく、本サミットは、南砺市エコビレッジ構想と軌を一にし

て進んでいくこととしており、今後も、これまでに面談し、連携したグループなどと手を携え、

南砺市エコビレッジ構想実現のため、活動を続けていきます。

具体的には、エコビレッジ構想を進めるために設立された株式会社つなぐ南砺、南砺市（エ

コビレッジ推進課）が密接な連携を測りながら、事業を進めていきます。

南砺市では、エコビレッジ構想実現のため、バイオマスエネルギーの需給双方の開拓、循環

型モデル団地の造成、にぎわい創出手段としてのクリエータープラザ設置などハード事業に加

え、ホームページの開設、エコビレッジクラブの運営、意欲的な企画に対する助成などのソフ

ト事業も進めていくこととしていますが、株式会社つなぐ南砺は、それらの事業に積極的に加

わっていくことを目指します。

また、前述のとおり、現在、環境省が中心となり、森里川海連携の新たな国民運動を起こそ

うという企画が動き出しています。そして、その前段として全国各地で森里川海連携にかかわ

る活動をしている団体やグループのネットワークを構築していくこととしています。

森（山）と海は、川を通してつながり、その間の里に恵みをもたらしています。南砺市を流

れる庄川と小矢部川の一級河川は、砺波市、小矢部市、高岡市を通って海にそそぎ、氷見市ま

でを含む豊かな富山平野を形成しています。

今、全国各地でこのような川を媒介した森から海までの連携を作る活動が進められています。

南砺市を含む富山県西部地域においても、官民相携え、是非このような連携体制を作ってい

きたいものです。

民間サイドで言えば、富山県内には、それらの活動を実践している多くの団体やグループの

存在が知られており、ネットワークは比較的容易であると考えられます。

つなぐ南砺としては、国等の動きにも注視し、適切な支援策が得られれば、ネットワーク構

築に積極的に関与し、富山県内に限らず北陸地域のネットワーク構築も目指していくことも考

えていきます。

南砺市エコビレッジ構想が目指す地域資源の循環

（１）なつかしい過去に学ぶ

南砺市エコビレッジ構想は、50 年後の子どもたちに、しっかりした未来を贈るため、今から

準備をしていくためのもので、将来の富山県、日本、世界がどのように変化しても、南砺市内

の地域資源を循環させ、できるだけ自立して生活できるようにしていきます。

そのためのキーワードの一つが、「確かな未来は、必ず懐かしい過去にある」です。
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エネルギーを例にとれば、現在の地球環境を見直し未来へつなげていくためには、排出され

る二酸化炭素、そしてそれの排出源である消費エネルギーの削減が不可欠です。しかし、私た

ちの生活を快適にしているのは、電気や化石燃料を使用した生活機器です。

図は、どの家庭にもある機械です。しかし、こ

れらの機械は、すべてが電気、化石燃料を使用し

ています。

私たちは、これらの機械を当たり前のように使

っています。もちろん、近年のこれらの機械は「エ

コロジー」を合い言葉に電力消費量や燃料消費量

が改善されてはいますが、逆に「エコだからエア

コンを 2 台に、省エネになっているから大きな冷

蔵庫に」となっているのではないでしょうか。

ところで、これらの機械がなかった時代、私たちはどのようにして生活していたでしょうか。

今に比べて、極めて不便な生活をしていいたでしょうか。

では、今から 50 年前、1960 年代の日本を見てみ

ましょう。エアコンではなく団扇や火鉢が、洗濯

機の代わりに洗濯板が使われていました。冷蔵庫

はありませんから、毎日、近所の魚屋や肉屋、八

百屋へ徒歩や自転車で買い物に通っていました。

晩酌用のビールは、近所の酒屋さんが夕食時に配

達してくれました。

今から考えれば随分不便なようですが、当時は

特に不便と感じていた訳ではありません。「そんな

ものだ」でした。

そして、図の団扇や火鉢、洗濯板、かまど、ほうきは、電気も石油も使いません。

今からほんの 50 年前の日本は、電気や化石エネルギーをそんなに使わず生活していたのです。

箱の文章は、桃太郎の冒頭部分の文章です。

今の子どもたちは「しばかり」も「川でせんた

く」も理解できません。「しばかり」に至っては

「公園の芝刈り」だと思うでしょう。

でも、今の 50 代以上の人たちにとっては「昔

はそうだったな」と実体験として懐かしく思い出されるはずです。

さて、考えてみましょう。桃太郎は、いつのお話でしょうか。少なくとも江戸時代よりも前で

しょう。ということは、私たちは、江戸時代以前から、つい 50 年前まで「山へしばかり」「川へ

せんたく」の生活をしていたのです。団扇やかまどで暮らしていたのです。

それが、ここ 50 年の間に劇的に変化しました。言い換えれば、私たちの今の電化生活は、歴史

から見ると大変異常な時期なのです。

むかし、むかし、あるところに、

おじいさんとおばあさんが住んでいました

おじいさんは山へしばかりに

おばあさんは川へせんたくにいきました
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図は、国内総生産（ＧＤＯ）の推移です。1955 年を 1 としたら場合、現在は名目で 60 倍、実

質でも 11 倍程度になっています。1960 年頃からの高度経済成長により、日本経済は猛烈な勢い

で成長していきました。

しかし、バブル崩壊を境に成長率が鈍化

し、リーマンショック以降デフレの影響で

名目ＧＤＰはマイナスとなりました。

成長率（縦棒）で見ると 10％を超える

成長率が石油ショックを境に一桁に低下

し、バブル崩壊後はマイナス基調です。

日本経済は、バブル崩壊まで順風満帆で

推移したように感じられますが、高度成長

期というのは石油ショックまでの 20 年間、

成長を続けたのもバブル期までの 30 年間

程度なのです。

そして、この「異常」な日本経済を牽引

し、高度成長を実感してきたのが「団塊の

世代」と言われる人たちです。

団塊の世代は、太平洋戦争後 5 年間程度に生まれた世代で、戦前、社会や教育のシステムが大

幅に変更され、それまでの価値観が親の代から引き継がれませんでした。

今、団塊の世代の孫が親になろうとしています。昔の時代を知っている団塊世代、親から何も

伝えてもらえなかった団塊ジュニア、当然何も知らずに育った孫の世代。そしてこれから育つ子

は、昔の時代を教科書でしか知らない世代です。彼らが大人になった段階で、高度成長期以前の

生活や風習が消え去るのです。

団塊の世代は、貧しかった親の世代を繰り返さないよう、懸命に働き、日本を世界有数の高所

得を得られる国にしました。しかし、それを実現するため、彼らは昔のシステムを捨てました。

これからの日本に必要なこと、たとえば、エネルギーを使わない生活の知恵、地域で支えあっ

て生きる術、コミュニティを維持するためのさまざまな決まり事。これらは団塊の世代以前の人

たちしか知りません。

「確かな未来は、必ず懐かしい過去にある」の下、新しい社会システムを作っていくためには、

団塊の世代に、もう一度、そしてこれまでとは正反対の役割を果たしてもらいましょう。

「懐かしい過去」が持つもう一つの意義は、地域資源の地域内循環システムです。

団塊の世代が子どもだった頃、日本は貧しかったです。そのため、人々は「あるものを皆で融

通し合って」生活していました。

お米や調味料が足りない場合は近所で借りました。結婚式や葬式は親戚や近所の人たちが協力

して執り行われました。親だけで外出しなければならない時は、近所で子どもを預かってもらい

ました。町部のゴミやし尿は周辺農家の畑で肥料になりました。もうけたお金は町内のお店で使

いました。
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そうやって少ないお金を上手に回し、足りない場合は人的資源で賄い、人々は生活していたの

です。このシステムの伝授が団塊の世代で止まっています。彼らが元気なうちに、彼らのノウハ

ウを伝えるための作業をしなければいけません。

サミットで講演していただいた石田先生が行っておられる「90 歳ヒアリング」は、南砺市でも

かつて行われましたし、若手の間で、今後進めていこうという動きもあります。

それらを通じ、なつかしい過去に学んでいく必要があります。

（２）主体に応じた役割分担

もう一つのキーワードは「自分たちができる範囲で循環を目指す」ことです。

南砺市エコビレッジ構想は、地域資源の循環による地域の自立の側面から仕立て上げられた

総合計画です。そのためには、行政、民間の、民間でも地域、家庭、個人それぞれのレベルが

連携しながら自分たちのできる範囲で考え実践していくことが大切です。行政にやってもらう

循環があります。地域で進めていく循環があります。

家の中でやれる循環があります。個人がしなければ

いけない循環があります。

まず、地域が将来にわたっていきいきと継続して

いくための循環、具体的には、交流人口の増加、定

住人口の増加、そのための婚姻率や出生率の改善、

エネルギー循環システムの構築など「大きな循環」

については、行政が具体的な目標を掲げ、それに向

けた施策を展開しています。

これらの指標は、これまでは「地域の発展」を目

指して設定されていましたが、エコビレッジ構想で

は「地域の自立」を目指す指標として設定していき

ます。

「大きな循環」で戦略が決まったら、それを戦術

に落として実施していくこととなります。

そのためには、地域コミュニティの力が必要です。

個別のコミュニティが、それぞれの持つ個別の課

題に対応し、自立を進めていくことです。

森・里・川、農・林・工・商、地域が持つそれぞ

れの特徴を活かして、地域内で資源の「小さな循環」

を進めていきましょう。

エコビレッジサミットがコミュニティ再生をテ

ーマとした理由がここにあります。

行政が戦略を作り、地域コミュニティが戦術を決

めたら、そこに住む人たちがそれを実践してきます。

地域資源の循環による地域の自立とは、「地域に

あるものは地域で使おう、ないものは融通し合おう。

そうやってエネルギーや資源やお金の無駄を省き、
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持続可能な地域を作っていこう」ということです。

そのために個人に求められるのは、とても簡単なことです。それは「自分の行動が地域にとっ

てどんな影響があるのかを考えて行動する」こと。最初はちょっと面倒かもしれません。少し不

便になるかもしれません。しかし、この「小さな小さな循環」を進めることにより、地域資源の

循環が起こり、地域が再生していくのです。

南砺市エコビレッジ構想を市民（志民）レベルで広げていくためには、まず、エコビレッジ構

想の考え方や手法を、できるだけ多くの人に、直接伝えていくことが必要です。

そのためには、エコビレッジサミット事業の中で

実施した「役者の発掘」つまり面談作業を引き続き

地道に愚直に続けていかなければいけません。

面談によりエコビレッジの理解者となった人には、

次に自分ができる範囲のアクションを起こしてもら

いたいと考えます。

個人レベルは「小さな小さな循環」ですから、ど

んな些細なことでも構いません。自分と地域とのか

かわりを見直すきっかけとなります。

そして、それらの実践によって得られたことを、

他の人に伝えていくことにより、より効率的にエコ

ビレッジの考え方が広まっていきます。

そうすれば、やがてエコビレッジの旗の下、多く

のネットワークが形成され、市民全体の運動として

エコビレッジが作られていきます。

その意味で、『「もったいない」と「おかげさま」

がつなぐエコビレッジサミット』は、エコビレッジ

を進めるためのフィージビリティスタディ（実現可

能性調査）であったと言えます。

南砺市は、核を持たない分散型の都市です。コンパクト化が難しい地域です。もちろん、何も

しないで推移していけば、そのうち限界集落が消滅し、結果としてコンパクトな都市ができあが

るかもしれません。

しかし、それでよいでしょうか。そうやってコンパクトになったとしても、それはやがて南砺

市全体の問題となっていくでしょう。

南砺市は、とても豊かな地域です。豊かであると、どうしても危機感が不足しがちです。統計

学に「閾値」という言葉があります。ある時点までは表面化しないけれど、その値を超えた瞬間

に事象が表面化してくるという考え方です。

どの時点が「閾値」なのかを示すことは不可能ですし、それを測定することに意味はありませ

ん。今を「閾値」として、今から行動を起こしていくことが大切なのです。

Ｗ わかる

Ａ アクションをおこす

Ｔ 伝える

Ｔ つなぐ
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資－１ エコビレッジサミットで作成したパンフレットとプログラム

事前告知パンフレット 表面 南砺市報にはさんで南砺市全戸配布
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事前告知パンフレット 裏面 南砺市報にはさんで南砺市全戸配布
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事前告知パンフレット２ 南砺市報にはさんで南砺市全戸配布（事例発表者は一部変更あり）
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シンポジウム当日プログラム １面 Ａ３二つ折り両面
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シンポジウム当日プログラム ２面 Ａ３二つ折り両面
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シンポジウム当日プログラム ３面 Ａ３二つ折り両面
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シンポジウム当日プログラム ４面 Ａ３二つ折り両面
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資－２ サミット新聞記事

北日本新聞 8月 6日 19 面

富山新聞 11月 30 日 19 面
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資－３ 基調講演要旨

「環境（地球環境）と成長（心豊かに生きる）の両立を南砺から考える」

石田秀輝 東北大学名誉教授

今何を考えていかなければいけないかを考える

ことが大切。

一つは地球環境問題。我々の生活のなかにある。

昨年大きな台風がきた。広島、北海道で集中豪雨が

あった。なぜこんな大規模災害がおこる気圧配置に

なったか。これは海水温度が 7 月に高くなってしま

ったから。

温暖化というよりも気候の崩壊が起こっている。

日本に限らず、フィリピンの台風、アメリカの寒

波，デング熱の話などなど。

一方で生物の多様性の劣化が急激に起こっている。熱帯雨林の種が 40 年間で 6 割少なくなって

しまった。過去の 1 万倍の速度だ。

もう一つは人口減少問題。少子高齢化問題。地域間格差の問題。消滅可能性都市という概念ま

で出てきた。

このような中、持続可能性を図るために何をすべきか。

リオのサミット時代は、持続可能性社会とは環境と経済成長の両立だったが、今は違う。これ

は賞味期限切れの概念。

「成長」はヒトが心豊かに生きること。これが地球環境と両立することだ。経済成長ではない。

ところが、これは人類史上、未だかつて成功したことがない。

これまでは発散型の構造。搾取と言ってもいい。産業革命以前は自然からの搾取。自然を壊す

規模の搾取をした段階で壊れる。

ところが産業革命は自然と決別することができた。これは自然からの搾取ではなく、地下資源

の搾取だった。これが大量生産大量消費を生み出し、環境問題がおきた。

もっとも「違う」という人もいる。アイヌやインディアンの生活を言う人もいる。ただし、こ

れらの人は先進国に駆逐された。

先進国は自らのライフスタイルに制約を設ける必要がある。

難しいが、やらないと次の世代に引き継げない。

次の世代の暮らしとは何か。

これは「心の豊かさ」を求めること。そう感じている人は多いが、実際はそうなっていない。

言い換えれば、時間と豊かさのグラフを作ると、日本は豊かだ。女性が夜中に一人で歩ける、

自動販売機にお金と品物が入っていても、ちゃんと翌日までそのままになっている。こういう国

はない。日本は豊かだ。だが閉塞感に満ちている。他の先進国に比べても多い。

発売から 2 年以内に消える商品が半分、利益が出る期間は１年半だ。

ヒトもモノも閉塞感がある。
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我々は「豊かさ」を勘違いしている。資源をろ消費して豊かになる生活が今後も続くことない。

こう思った段階で新たな進み方を考えることになる。

地球環境問題とは何か。心豊かな生活とは何か、それを両立させる術はあるのかを今日は考え

てみたい。

そもそも地球環境とは何か。

温暖化＝地球環境問題ではない。我々には 7 つの

リスクがある。エネルギー、資源、食料、人口、気

象変動、水、生物多様性だ。

エネルギーの枯渇について。人間が１日に必要な

エネルギーは約 2,500kcal だが、日本人が使ってい

るエネルギーは 127,000kcal、50 倍だ。なんでこん

なに必要なのか、どうしてか。

たとえば 10km 歩くのに必要なエネルギーは、徒

歩だと 308kcal、自転車は 118kcal だが、車だと

8,670kcal。手で 1 時間洗濯すると 176kcal、洗濯機だと 1,300～2,700kcal だ。

快適性を得るためにとんでもないエネルギーを使っている。

その石油も 2006 年にピークになった。その後、年率 17%で石油価格が上がっている。

温暖化が地球環境のリスクではない。たった 30 年間に人類が崩壊するかもしれないリスクを生

み出したのは、誰でもない、私たちだ。

人間活動の肥大化が地球環境問題だ。だから人間活動の肥大化を抑えることが一つ目の課題。

では成長という面からはどうか。

快適性の追求のためエネルギーを使った。これではいけないということでエコテクノロジーが

でてきた。日本はこの最先端だ。でもエコテクノロジーが環境問題を解決するかと言えば違う。

エコテクノロジーは大量生産大量消費の構造を何も変えていない。単に消費の免罪符だ。

「エコだからエアコンを２台に」「エコだからテ

レビを大型に」という構造が変わっていない。

置き換えのテクノロジーは環境問題の解決には

ならない。日本人に環境問題の大切さを気づかせた

という面はあるが。

でもここで止まってはいけない、ここでやらなけ

ればならない淘汰はライフスタイルの淘汰だ。

7 つのリスクは 2030 年代までに最大になる。何

もしないとリスクが限界になり文明崩壊の引き金

を引く。

しなければいけないことは人間活動の肥大化を止めること。停止縮小だけが目的ならば我慢す

ればよい。なぜエコビレッジサミットや教育が必要なのか。それは人間がワクワクドキドキしな

がら生きることを担保しながら進めなければならないからだ。

そのために必要なことは、従来の地球環境と経済成長は車の両輪であるという考え方からの脱

却だ。地球環境を考えたら我慢しかない、豊かな暮らしを考えると地球環境は悪化する、そうい
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う思考から離れ、地球環境の制約の中でワクワクドキドキを考えなければならない。

「豊か」というのは人間の欲を満足させることではない。「欲」には不可逆性がある。可処分所

得を横軸、エネルギー消費を縦軸にとれば、1992 年から日本は苦しい期間を過ごしたが、それま

では所得に応じてエネルギーが増えていった。しかし、その後可処分所得が下がったにもかかわ

らずエネルギー消費は増えていった。

ガソリン価格が一時 200 円になったが、消費量は減らなかった。東日本大震災でモノの優先度

がどう変わったかを調べた。震災後 100 近くなったものが 90 日後には元に戻ってしまった。

震災の記憶は 3年たっても変わらないが、ものの価値に関することは 90日で元に戻ってしまう。

たとえば「地球環境を守るために 1 割程度高くなっても買うか」と問えば「そうだ」と答える

が、実際は買わない。心とモノは違う。

これが生活価値の不可逆性である。江戸時代はエコだったというが、江戸時代には戻れない。

戻れないから地球環境問題があるのだ。

人間は一度得た快適性をなかなか放棄できない。放棄しようと思うと悲しくつらくなる。

だから不可逆性を認め、環境の劣化を認め、双方を認めること。

そのためには、足場を変えた思考回路が必要。

たとえば風呂に入ることを考える。1 回風呂に入ると 300 リットルの水を 20 度から 40 度に温

める必要がある。4,900 万世帯の人が風呂に入ると 25m プール 37,500 杯が必要。

2030 年には、そういうエネルギーは使えない。そうなったらどうするか。回数を減らす、シャ

ワーにするなど。でも、それは楽しくない。

これがフォアキャスト思考といわれるものだ。二

つを天秤にかける。

では、ワクワクドキドキしながら考えるとどうな

るか。私は、水のいらない風呂に入ろうと考えた。

ではどうするか。それを自然の中に求めた。にわと

りは砂風呂、象は泥風呂。でも、そんなのはイヤだ。

そこで泡で洗うことを考えた。泡から超音波がで

る。完全に水がいらない訳ではない。3 リットルは

必要。水がいらないので車椅子で入れる。軽いので

持ち運びができる。

地球環境を考えながら快適な生活を送ることは不可能ではない。

でも、そのためには足場を少し変える。ワクワクドキドキを捨てない。そうすれば新しいテク

ノロジーが生まれる。

まず 2030 年の生活スタイルを考え、今のテクノロジーのうちから役に立つものを見つけ、デザ

インしていくという「ネイチャー・テクノロジー創出システム」が必要。

そうしないと発散してしまう。そういうバックキャストの考え方が大切だ。

我々は既にそういう研究をしている。20歳から60歳の人に50のライフスタイルを質問したら、

いろんな意見がでてきた。そしてその潜在意識にあるものを分析したら、確かに「利便性」は一

番だったが、それと同じくらい「楽しみ」と「自然」を求めていた。

そこで、自然や楽しみをもっと細かく分析するためにやっているのが 90 歳ヒアリングだ。南砺
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でもやってもらった。

なぜ 90 歳がターゲットなのか。90 歳の人に聞いたら「今の人たちは便利になっているがかわ

いそうだ」「昔の方が楽しかった」と言われる。海外 2 箇所国内 12 箇所でヒアリングを行った。

そのデータを整理すると、たくさんの楽しいこと

がでてきた。

そこで発言を文節ごとに分解し、似ているものを

集めていった。70 のキーワード、つまり生活の価

値観がでてきた。

それを統合すれば「自然に活かされ、自然を活か

し、自然を活かすことを楽しむ」価値観が明確に存

在することがわかった。

過去から見た価値観とバックキャストいう将来

の制約条件から見た価値観、これが両方成立すれば、暮らしの形を絵に描ける。昨年末にやっと

絵が描けた。

この構造であることには自信がある。これを見た人から「人の幸福には個人差がある」とよく

言われるが、それは「Happiness」。幸せの半分は遺伝。10%は地位や財産、残りは他者からの刺激

や自らの行動。これが豊かであることが「幸せ」。

この根底には、地球環境の制約がある。その上で、「利便」→「育」→「自然」となっていくに

つれ心豊かな暮らしができる。

例えばＡはエコなエアコン。買ったときは幸せだが、すぐに飽きる。Ｂのテクノロジーは家庭

菜園、細くて曲がっているのに、皆収穫時はニコニコしている。それは自然で育てることにより

自分も育っている。確かに育てるを邪魔する制約がいろいろとある。水の管理や温度変化の中で

自分が工夫してよりうまい野菜を作っていく。制約を越えて物を育てることにより愛着が生まれ

る。これが人を育て幸せにする。

Ａは依存型、ＢＣは自立型、人は自立型を求めるが、世の中のサービスは、全部Ａの領域に向

かっている。この究極が完全介護型のライフスタ

イル。何もしなくてもいい。でも、初日はいいか

もしれないが、1 週間や 1 カ月経てばイライラして

くる。

これが企業にクレームがくる理由だ。

この依存と自立の間には、実は「間」がある。

この間を埋めるテクノロジーやサービスがビジネ

スの宝庫だ。ところが皆利便性のところにいって

いる。だから「間抜け」。

新聞に「モノ欲しがらぬ若者」という記事があ

った。理由がいろいろ書かれてあったが、モノを欲しがらない若者などいないはずだ。若者が欲

しがっているのは「間」にある。ここが欲しいのに、それがない。

今の車のボンネットを開けてほしい。どこにエンジンがあるかわからない。やっぱり触りたい。

それが人間だ。それを「やらなくてもいい」という商品になった瞬間、ストレスに変わる。
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昨日の分科会は、すべて「間」を埋めるための議論だった。政治も大企業も何も考えていない。

若者は自然に回帰したい、交換したい、自分の手で修理したい。

私も大学で考えた。しかし、一次産業、二次、三次、六次と考えていては何も浮かばない。そ

の境界を取り払う必要がある。その境界のない場所に住みたいと思い、大学を辞めて沖永良部に

行った。そこで庵を建てて基地にした。エアコンは

ない。家の中で風が加速するように設計した。

そこで自分が体験したことのない生活をしている。

ただし、自分は何も獲っていない。魚もちっとも釣

れない、野菜もうまくいかない。でも近所の人が持

ってきてくれる。作ってくれる。笑顔を振りまいて

いれば生活できている。

その中で 90 歳ヒアリングを行った。30 人を超え

る人に聞いた。新しいキーワードがでてきた。お金

の価値観よりも物と物との交換に価値がある。沖永

良部の根底に流れる生活価値を 5 つのキーワードにまとめると「食」「自然」「集い」「楽しみ・喜

び」「仕事」となる。

これらの価値観を現代に置き換えてみれば、今求められている価値観がわかる。

最後になるが、価値を作るというイメージはこうだ。これまで依存型の価値に縛られていた。

それを自立型に戻す必要がある。そういうと多くの人は「全自動型の洗濯機から手洗いに戻す」

と考える。これではダメだ。洗濯機が悪いのではなく、利便性を追い求めた結果失った価値は何

かを考える。それはコミュニティかもしれない。洗濯場でのおしゃべり。それを取り戻すために

は新しいコミュニティを作る。そういう考え方。

今の話が、来年度の国語の教科書に載ることになった。今まで年間に 2 千人位の小学生に教え

てきたが、ようやく教科書になった。

もう一つ、今のお話が地球村研究室の You Tube で 10 分間の動画 4 本になっている。

今日の話で、南砺市の皆さんに一つでも役立てばうれしい。
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資－４ 分科会報告要旨

第１（市）分科会 コミュニティの循環 中島さん

テーマはコミュニティの循環だった。

そもそも「講」とは何か、役割は何かから

始めた。

講とは「同一の信仰を持つ人々による相互

扶助的な集まり・コミュニティ」、具体的には

報恩講、えびす講、頼母子講など、役割は「問

題解決のための集まり」、集まること自体が楽

しみ、相互扶助、金融的役割も。

現状は、心が栄養失調になっている。人と

の触れ合いがなくなっている。若者はすぐ答

えを出したがる。金があれば社会から離れても生きていける、そう考えている人が多い。

解決策としては「もう遅い」という人もいれば「まだ大丈夫」という人もいた。

講を通して生きる力を見つけていく。CO（講）CREATIVE、CO（講）LEARNING だ。

そこで、来年（2015 年）10 月に城端別院で、修復のタイミングで、南砺市ならではの「土徳料

理（おとき）」を協働作業で作り上げようという提案があった。イベントではなく運動体として実

施。

そこで、年寄り、お母さん、若者、子どもたちが価値観を共有していく。

第２（荷）分科会 エネルギーの循環 中川さん

エネルギーとは何かから始まった。辞書によ

ると「力」つまり仕事をする能力だ。「山」に

あてはめれば「山に蓄えられた能力」となる。

最初は、木に携わる人たちから順番に話をし

てもらった。

次に「それでは自分たちは何ができるのか」

を紙に書き出してもらった。

次に、書かれた提案について、赤（やりたい）、

黄（興味がある）、緑（協力できる）のシール

を貼ってもらった。

そうすると、参加者の興味が見えてくる。それを整理してみた。

アクションの手順書が見えてきた。

１ 調査 山を知ること 杉、黒モジ、油ギリ

先進地、先達のところへ足を運ぶ

２ 具現化 植生マッピング、魅力を伝えること、油ギリから油を抽出。
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イベントにより「知ってもらう」。

３ 持続性の精査とビジネス化 アクションプランの手順が見えてきた。

成果として、油ギリの存在を知ったことがよかったこと。

第３（散）分科会 地域の連携と循環 中田さん

最初にテーマの整理をした。

南砺市の魅力に気づいてもらうための戦略

と戦術づくりと理解した。

最初に「エコビレッジ」という言葉が難し

くて伝わらない。

日常的に触れ合っていることが資源であり、

それをわかりやすく表すことが必要なのでは

ないか。

キーワードをいろいろ探してみた。それが

失われつつある。そこで「ないがにせんとこ

構想」というアイデアが出た。ポイントは「多くの市民が南砺市の魅力に改めて気づき『自分事

（ごと）化』し、南砺市全体で一体感を持ったまちづくりを実施する」こと。

第４（志）分科会 教育の循環  ゲイブさん

３つの具体的テーマがあった。

自分は一人で生きているわけではない。

教育は人を成長させること、自分に自信を

つけること。

自分をコミュニティの一部と認識する。面

倒くさいと思っても、苦しい時に役に立つ。

「挑戦してみません課」を作ればどうか。

失敗してもよいという環境づくりが必要。

失敗して学ぶこともある。

中学生や高校生が自分たちの親に直接意見

をいう機会があればよい。苦しんだことのある人から話を聞くのもよい。

第５（護）分科会 子育ての循環  浦井さん

4 時間議論して、最終的には一つのアクションを起こそうということになった。それは「南砺

に暮らすママたちが楽しく子育てするため『ポータルサイト』をつくります！」ということ。

目的は、「母」のための情報発信と共有。南砺で子育てを続けてくためのもの、内容は、
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・子どもの年齢によって欲しい情報が違うの

で、子どもの世代に合わせた内容とする。

・地域に合わせ、シチュエーションに合わせ

た内容とする。

・ジャンル（健康、食、イベント、学び、グ

ルメなどなど）に合わせた内容とする。

キーワードは「南砺」「母」「子育て」。楽し

める子育てができるように。

チラシを作って広報する。フェイスブック

やツイッターも使いたい。資金集めにあたりクラウドファンディングにも挑戦してみたい。

準備委員会を立ち上げる。第１回を１月下旬に開催する。これからメンバーを募る。たくさん

の人を巻き込みたい。

ゆくゆくは、これからママになる人、子育てが一段落した人、南砺市が大好きな人、南砺に興

味がある人、そういう人が見てくれるようにしたい。

そうして、南砺を深く知ること、南砺を楽しむツールとなるように育てていきたい。

第６（緑）分科会 農と食の循環  中道さん  ほか２名

「農」と「食」の間が間抜けにならないよ

うに、「農」と「食育」と「食」に分けて発表

したい。

まずは「農」の話から。「農内革命」と名付

けた。有機農や自然農など、農業技術は日々

進歩しているが、まだまだ消費者には、ファ

ーストフードや大量生産の食品が好まれてい

る。経済よりも「命」が大切にされる時代に

なる。このため義務教育から農業教育の強化

が必要で、また職農制（農業の公務員化）を

導入し、国の政策として進めていくことが必要。

そのため、農業のインターンシップを導入するよう市に要望する。

次に「食育」の話。子どもたちにいかにいい食事を与えるかについて話した。核家族化が進み、

その家に代々伝わったおふくろの味がなくなっている。

そのため、休耕田などで体験農業を普及させ、安心安全な食材を作る体験をさせたい。

学校農園だけでなく、各家庭で家庭菜園が作れる農場を設置してはどうかと提案したい。

次に「食」について。キーワードは「おにぎり大会」と「野菜パフェ」。

おにぎりは簡単で家庭の味が楽しめる。そこで、南砺の食材を使った家庭の味を持ち寄る場と

しての「おにぎり大会」「野菜カフェ大会」を「ニギリッフェ」として開催したい。「おにぎり」

と「パフェ」と「フェスティバル」を足したもの。
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第７（質）分科会 資金の循環  松本さん

南砺市では、自営業の減少で地域内の資金

循環が壊れている。地方が貧しくなる構造を

過去に学んで立て直したい。前日までは参加

者 8 名だったが、当日参加があり 20 名になっ

た。

最初の「アイデアワーク」では、資金循環

のアイデアについて話し合った。

まず「市民活動」の分野では、“志民”養成

講座を始めようという提案があった。

「商店街」に関する分野では、ネット発信

とまち歩きのコラボイベントが提案された。商店街を知ってもらうこと、人が歩いていることが

活性化にとって重要。

「暮らし（里山）」の分野では、公民館カフェと野菜づくりファームが提案された。公民館を活

用して絆・助け合いの関係を創出する。顔見知りが集まるので、地域の物々交換の場とする。ま

た野菜を作っている人には認知症が少ないので、体を動かすことで認知症を予防する。

「地域と銀行」の分野では、空き家活用貸付事業が提案された。市内の空き家をシェアハウス、

ゲストハウスにリノベーションし、活用する。銀行はコミュニティビジネス向けの融資や施設の

一括管理などの後方支援を行う。

これらが連携することにより資金の循環が始まっていく。

分科会はアイデアを出すというよりは、参加者同士のつながりを作ることが大切。次のアクシ

ョンへのきっかけづくりとしたい。
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資－５ 全体会要旨

解決策提示者（パネリスト 敬称略）

東北大学名誉教授、合同会社地球村研究室代表社員 石田秀輝

株式会社リバースプロジェクト代表 伊勢谷友介

内閣官房内閣審議官 中井徳太郎

江戸川大学教授 鈴木輝隆

有限会社ひまわり亭代表取締役 本田節

南砺市長 田中幹夫

行司役（コーディネーター 敬称略）

場所文化機構副代表、南砺市政策参与 吉澤保幸

吉澤

4 年前にじょうはな座で開催されたローカルサミットで、田中市長がエコビレッジ推進に手を

あげられた。これが南砺市エコビレッジのはじまり。

最初に壇上の皆さんに自己紹介をお願いする。石田先生は講演されたので、田中市長はいつも

話しておられるのでご容赦いただき、最初は熊本県人吉市からおいでいただいた本田さんにお願

いしたい。

本田

南砺市には、七転び八起き塾や五十の手習い塾、男女協働参画の場で講演をさせてもらった。

人を知ることが距離感を短くすると感じている。

コミュニティビジネスとして農家レストラン「ひまわり亭」を経営している。先人は食に対し

て畏敬の念を持ち、食材をすべて活用していた。人吉の 60 歳以上の人を集めてレストランを始め

た。200 年以上経った古民家を再生、人も再生、食べ物も再生して始めた。

「もったいない」を大切にしている。次世代につなげていかなければいけない。

自分たちの活動費は自分たちで稼ぎたい。
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吉澤

次に鈴木さんにお願いしたい。

鈴木

全国を歩いて 27、28 年になる。「みつばち先生」と呼ばれている。

北海道の 7,000 人の村が移住で 8,000 人になっている。ここは水道もない。厳しい景観規制を設

けて環境を守っている。喜多方市、北海道清里町などでデザインを活かしたまちづくりにかかわ

っている。小浜市では高校生が油ギリを使って天然の塗料として活用することをやっている。

山形県川西町では、町民全員がＮＰＯ。子どもたちが通学中に老人に声掛けをしたら、老人が

自分の蓄えを差し出してきた。災害時の重機をリースし、町民が運転できるようにする。老人の

ところに商品を届ける担当が 7 人いる。300 円の商品を届けると 3,000 円のものをくれた。

ハウジングコミュニティ財団の助成制度がある。100％補助だ。是非使ってほしい。

吉澤

次に環境省の中井さんにお願いしたい。富山とも深いかかわりのある方だ。

中井

1999～2002 年まで富山県に出向していた。その時「逆さ地図」をもとに日本海学を立ち上げた。

夏に中央環境審議会で「環境生命の創造」という意見具申が出た。温暖化については 2050 年に二

酸化炭素の排出を世界で半減、先進国では 80％減らすのが政府の公約になっている。こうしない

と温暖化が 2 度に収まらない。しかし 80％減らすというのはイメージできるだろうか。これは行

政だけでなく社会のデザインを変えていかないとダメだ。地域循環共生圏という考え方を作る。

人口減の中で心豊かな社会を作っていくか。

これから森里川海の連携を全国で紡ぎ直したい。環境省は地域の出先もないし、社会の動脈部

分は所管していない。だからやる気のある首長や人と連携して声を上げていくことができる。

吉澤

中井さんには高野山のローカルサミットで出た「鎮守の森」づくり構想を、さっそく政策とし

て提案してもらった。環境省と地域ローカルが直結して動き出してみたい。次に大変忙しい中参

加してくれた伊勢谷さんにお願いしたい。

伊勢谷

「花燃ゆ」で吉田松陰役をする。昨日も交流会を欠席してセリフを覚えていた。

環境維持と利益優先と両立できるのか。そこで株式会社として新しい立ち位置を示したいと考

え方から今の会社を作った。

ものづくりから始めた。有機農業、廃棄物を使った洋服を作った。これを選ぶ消費者を選ぶ。

こういう大人を探す。

青森県の弘前市の桜守の人たちの制服をデザインした。「全日本制服委員会」という堅い名前の

組織を立ち上げた。制服をリサイクルできる素材で作った。

鹿や猪などが増えて困っている。肉は利用されているが、我々は害獣の革を活用するプロジェ

クトもやっている。

かたや、自分たちが学ぶ形を作ることでは、那須塩原で地域の提言を市民の投票で決めた。小

学生も投票する。

市民自治の大切さは、ポートランドの例がある。環境適応型の都市づくりをしている。毎年 6
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万人人が増えている。市は市民自治で動いている。議員は 5 人だけ。マクドナルドも 2 軒しかな

い。

自分たちの幸せは自分たちで作る。そのために自分たちで行動する。

豊かさのために集うのではなく、「他人が幸せであること」のために行動する。

市民のアイデアの具現化のために官民連携してやってほしい。

吉澤

伊勢谷さんは 2011 年依以来毎年南砺にきてもらっている。

ECOTO マークや法被はリバースプロジェクトのデザイン。

次に、子どもたちに発表をしてもらう。市が小中高校と連携してやっているが、今日は、城端

小学校と福野高校の発表を聞いてもらいたい。

最初に担任の松井先生と 5 年生 31 名が発表する。

（城端小学校の発表）

吉澤

では皆さんから感想をもらいたい。最初は本田さんから。

本田

10 年後に子どもたちが育っていくことにワクワクドキドキした。彼らが親を教育していくのか

なと頼もしい。

学びのあり方を知った。

中井

大人ではできない発表だった。

学校だけではなく、自然に触れ合うことをもっとやってほしい。自然がたくさんあるのに、事

故の不安などから利用していない。昔のようにもっと遊んでほしい。

鈴木

小布施では鳥獣害がでたので、子どもたちの声が聞こえるエリアを作ったら、人と獣の境がで

きた。

伊勢谷

木の自転車のことは知っていた。人の知恵がつまっている。

お父さんやお母さんが皆さんの発表を知っていたのかな。大人に「なぜ行動しないのか」と聞

いてほしい。みんなの世代は「あぶない」とわかってきた。地球の再生能力を超えて使いすぎて

いるのが今の大人たち。みんなはより賢くなれる。大人を教育してほしい。

石田
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来年の国語の教科書に私が登場する。

勉強して何かが変わったかな。

（恥ずかしがって発言なし）

春からジャングルで暮らしている。暮らしが変わった。心がゆったりしてきた。

森は涼しい、電気を使わないけれど涼しい。こんなことを日常生活の中で考えてほしい。

この子たちに地球温暖化のことを考えさせるような時代にしてしまった私たちは反省する。

吉澤

この子たちの輝く未来を私たちが作っていかなければいけない。この子たちが自分たちの子ど

もにしっかり未来をつないでいけるようにしていかないといけない。

（子どもたちから市長に提案書を手渡し）

（登壇者と一緒に記念撮影）

次に、南砺福野高校の発表をお願いしたい。

（南砺福野高校の発表）

（農業環境科 3 年 野村さん、小島さん）

吉澤

小学生とはまた違った素晴らしい発表だった。意見をちょうだいしたい。

本田

エコという抽象的なものを具現化していくことが素晴らしい。

教育の素晴らしさを実感した。

中井

現代社会の課題解決のための取り組みだなと感じた。

小水力に関しては、森清配水池で水道管の中に発電機を設置した。現在はコストが高いが、南
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砺市の例を参考に企業が技術開発していくことになる。これは歴史を変えるほどの転換点になる

のではないか。これを見に来る人に南砺市の地域資源を紹介してほしい。

卒業後、武者修行で市外に行くことは大事だが、是非ある時点で戻ってきてほしい。

鈴木

ふるさとで生き抜く方法がある。未来を作ること。これは教わる機会がないが、今日教えても

らった。地域マネジメントが必要。あちこちで高校生が実践している。人の心をつかむこと。

伊勢谷

腰パンの発表は初めてだ。我々の世代は理解できないが、こんな世界にしたのは我々だ。今は

ギリギリの世の中だ。日本に無駄なダムがたくさんある。電気を作るよりも副作用の方が大きい。

アメリカではダムを壊す活動にお金を使うことも始まっている。未来を作ることはとても幸せな

ことだ。ゲームよりも創造的で面白い。

石田

これをやって何が楽しかったか。

（これまでは地域とのかかわりがなかったが、壁面緑化などで市役所の人たちと話したのが楽し

かった）

自分の手を汚しながら活動することが大切で、それは伝わってきたが、本当に楽しかったのか

わからなかった。

「部活動でやったのだ」で終わらず、一つでも卒業後に続けてほしい。

吉澤

是非この発表が継続できるように、地域の中に溶け込ませてほしい。

（登壇者と記念撮影）

吉澤

これからは、フロアーから３人の方に事例発表をしていただく。

最初は、地域おこし協力隊で利賀村にいる林さん、次に「つなぐ南砺」の山瀬さん、そして木

材の川上から川下までのネットワークづくりにかかわる島田さんにお願いしたい。

林

昨年 4 月に東京から越してきた。住民票も南砺市に移した。

今まで東京から離れずに生活してきた。初めて地元から離れた。利賀地域は元気なところだと

感じた。「すごい」ところだということを外に発信すればいいのではと思った。
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エコビレッジについて昨日今日と議論した

が、「もったいない」も「おかげさま」も今あ

ることについてのことだ。

エコビレッジはこれを認識するためのキー

ワードだ。今やっていることが意味のあるこ

とだと認識するための言葉だ。

利賀村から下に下りてくるのも、慣れれば

苦にならない。途中の景色も季節ごとに楽し

い。

「遠いな」と感じることがなくなればいい

なと思う。

「自分事」の範囲を広げてほしい。南砺市

は合併 10 年だが、市民は市全体を「自分事」にしてほしい。利賀地域でも集落毎に別のやり方や

考え方がある。それを踏まえて「自分事」にしてほしい。

エコビレッジは素晴らしい考え方だ。これを進めている南砺市は「いけてる」町だと認識して

ほしい。それから一つ一つ問題を説いていけばいい市になる。

吉澤

南砺市になぜ来ようと思ったのか。

林

父親が富山出身なので富山を希望した。

自分が他の地域に行って生きて行けるのかを試してみたかった。利賀で寛大に受け入れてもら

って感謝している。

吉澤

フロアーで利賀の人がいればエールを送ってほしい。

中西

林さんとは一緒にいろいろやっている。私は利賀百姓塾というのをやっている。手助けをして

もらっている。東京から若者が手伝いに来てくれるのがうれしい。

若い人たちに元気づけられている。もっと提言をほしい。それが力になる。

石田

その通りだ。しっかりやってほしい。

伊勢谷

自分が利賀村を好きなことは伝わった。人と人をつなぐ仕事をしたいのだと思うが、実際に見

えるようにしてくれれば協力できる。

鈴木

全国に協力隊が 1,000 人いて、3,000 人に増やそうとしている。

先駆的な人としてしっかりやってほしい。

中井

移動の時間や手段の問題もある。時間はかかるが、地域の移動について環境のことも考えなが

らやっていってほしい。
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本田

全国の協力隊の人とも会う。女性の定着率が高い。地域に若者が入っていくのは新鮮でよい。

新たな感性で入っていってほしい。地元の人が気づかない宝を気付かせてほしい。地元も小間使

いではなく地域の一員として対応していかないと定着率が高くならない。定着させるポイントは

伴侶を見つけること。地域で協力して探してあげてほしい。

吉澤

次に山瀬さんにお願いしたい。

山瀬

エコビレッジを推進する「つなぐ南砺」が進めている桜ヶ池の周囲の桜が手入れされていない

ことをお話ししたい。旧城端町が合併 30 周年

記念で、3,000 円払って町民が植えた。本当は

桜並木が続いているはずだが、育っていない

ものもある。もったいないので 10 月に自分の

桜の手入れをするイベントをしたら 40人ほど

が参加した。

植えるのは簡単だが、維持していくことが

難しい。

名札がなくなっているところは新たに所有

者を募集して、桜の池にしたい。

吉澤

時間もないので、島田さんに発表していた

だきたい。

島田

小学生の発表で「林業者がお金にならない木を山に残していった」というのがあった。災害が

あった当時は木を使う場が少なかった。使え

なかった。

これまで植林した木がようやく使う時期に

来ている。南砺市では 2,500 億円の資源があ

る。100 年間は仕事が回っていく計算だ。だ

が、今、山から人が遠ざかっている。

伐採する時は道を作る。その道をもつと使

って山と触れ合ってほしい。

120 年生の杉と 20 年生の杉が隣り合う風景

を見てほしい。

林業者だけでなく、いろんな人が山にかか

わってほしい。

大切なことは担い手の育成。

真っ直ぐな木は建築材に、やや真っ直ぐな木は合板や土木資材などになっていた。一方、激し

く曲がっている木は製紙会社のパルプ材になっていたが、これからは新たなエネルギーに利用さ



- 81 -

れることになる。

そうなれば山に放置される木は少なくなるし、そうしないといけない。

「木の駅」の設置が全国でできている。木と何か他のものとの物々交換なども成立する。

国も建築材に木材を使おうと力を入れているので、我々林業家もしっかりやっていきたい。

CLT が今注目されている。名前を覚えておいてほしい。

吉澤

つなぐ南砺が木の循環をしつかり育てていってほしい。

予定の 13 時になったので、皆さんに一言ずつ話していただきたい。

石田

あらゆるものがつながっていること。これまでは分けて考えていたが、個別のテクノロジーを

人と自然、地域と自然という風につなげていくことが大切。

伊勢谷

林業の話で、ピープルマグネットＴＶという番組にかかわっているが、前回の出演の時に「林

業ガールズとモッコリボーイズ」というのを提案した。

林業ガールズが全国にいる。結構恰好いい。

花粉症の人を対象としたクラウドファンディングも立ち上げている。

森が誰のものかわからないというのはコアな問題だ。

女子大生が花粉症を直すのをクラウドファンディングで立ち上げ、それで山をきれいにしてい

く。最初に「金になる」と植えた人は、もう死んでしまっている。それを若者が引き継ごうとす

ると年寄りが「無理だ」と引き止める。引き止めるのは団塊の世代の人だ。腹が立つ。「直せない」

と言う前に「どうやったら直せるか」を考えよう。これから我々が年寄りになるにあたり、どう

していけばいいかをよく考える必要がある。ネガティブさを子どもに伝えるのではない。道を作

る「道程ボーイズ」というのもいる。そういうネーミングなども考えながら進めていきたい。

鈴木

地域の営みの中から教わることも多い。嵐山は足利尊氏が桜とモミジを植えた。愛知県の足助

町は飯盛山にモミジを植え続けた。100 万人の人が来る。

今、木を植えれば 100 年後に人が訪れる。

間伐材を出すことについても、ドイツは山林が 30％だが自給率は 100％、日本は山林が 65％だ

が自給率は 20％だ。

智頭林業は、「杉小判」という間伐材を出している。100 人委員会というのがあり、「森の幼稚

園」というのがある。園舎はない。それで移住者が増えている。杉小判は軽トラ 1 台 3,000 円、

それに町が 3,000 円上乗せしている。

中井

山瀬さんと島田さんの森の所有の話、桜ヶ池の桜の話も、所有権の再取得を実現して、それを

全国の範としてほしい。

本田

分科会の人たちがつながっていくことが大切。8 つの町村間でまだ垣根があるようだが、命を

つないでいくことでつながっていってほしい。

大学生がかかわってまとめてくれたことがよかった。
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つないでいくことが絆となって命がつながっていくことが大事。

田中

皆さんのありがたい意見をもらった。

会場の皆さんは、自分の中にストンと落ちたものがあったのではないか。それを家族や地域の

人に伝えて行ってほしい。

昔の地域を思い出し、子どもたちに伝えていくことを続けていってほしい。

吉澤

この事業は環境省の「草の根活動支援事業」で実施した。これを機に市内、全国の人たちとつ

ながっていってほしい。エコビレッジクラブに加入していただき、つながっていってほしい。

南砺の食の分科会で「おとき」「ニギリッフェ」の提案があった。ポータルサイトの会合を 1 月

にというのもあった。

是非 1 月に新年会をやってはどうか。

手料理を持ち寄り、地域や家庭の自慢をしながら、活動をつつけていくことを提案し、山瀬さ

んにつないでいってもらうことをお願いして終了といたしたい。





「もったいない」と「おかげさま」がつなぐエコビレッジサミット報告書


