
 

 環境の世紀と言われ、人と環境の関わりに関心が高まるなか、町民が健康で安全な生活

を送るうえで必要な、良好で安心できる環境を保全・創造することを目標として「愛南町

環境基本条例」が制定されました。 
 咋年 6月 14日に議決され、本年 1月 1日施行されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛南町環境基本条例愛南町環境基本条例
20062006年年66月月1414日議決日議決

20072007年年11月月11日施行日施行

アナグマ：篠山
渭南 Eco-community



 

 まず、環境基本条例がなぜ必要なのか。条例制定の背景には現在の地球環境問題があっ

て、そのことが人類の未来にどう作用するのかを理解しなければ、条文をいくら読んでも

その理念が生かされることはないでしょう。 
 まず自然環境・地球環境と我々の生活と健康と命の関係、そんなところを理解して頂く

ことから始めたいと思います。 
 環境問題は人類の文化に基くものであり、その文化は人類の進化と密接に関わっている

と、私は考えています。それだけに環境問題は幅が広く、限られた時間では到底お伝えす

ることはできません。 
 そこで今日は、「現在の生活様式の維持発展を願うことと、新しい種類の危機」をテーマ

に、快適な生活を求めることと、そのリスクに視点をあてて進めさせて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例制定の背景

イルカ：宇和島沖
渭南 Eco-community

現在の生活様式の
維持発展を願うことと
新しい種類の危機



 

 多くの鳥たちは、春になるとさえずりを始めます。日照時間が長くなると、脳の松果体

がそれを感知し、そこからの刺激が生殖腺である精巣を発達させます。発達した精巣は男

性ホルモンであるテストステロンをたくさん分泌し、そのテストステロンが、脳のさえず

り中枢である前脳の神経核を刺激し、この神経核が大きくなることで、歌の生成がおこな

われるのだそうです。 
 小鳥たちの歌にも、こんなに複雑な仕組みが潜んでいるのです。そして、その複雑さを

支えている情報伝達物質は、化学物質です。そもそも生物の体は化学物質でできています

が、その行動を司る情報伝達物質も化学物質なのです。 
 生体が化学物質で成り立っていると言うことは、動物の場合は見えにくいかもしれませ

んが、植物だと分かりやすいでしょう。ほとんどの植物は、純粋な化学物質としての無機

質でなければ根から吸収できないと言われています。野菜が化学肥料でできる所以です。

ですから有機物を分解してくれる様々な他の生物の関与が必要なわけです。生態系の多様

性が重要とされる理由の一つです。 
 まず、はじめに、生き物たちの命と行動は、化学物質によって成り立っているというこ

とを理解していただいて、本題に入ります。 
 
 
 
 
 

俺の歌は魅力的だろう

ここは俺の縄張りだ!

ウグイス：敦盛
渭南 Eco-community



 

・100年後に地球破局現象 IPCC 2000/5

・100年で陸上生命1/3滅、植物7割滅
世界自然保護基金 2000

・このままでは経済・環境破綻 米シンクタンク

・30年で哺乳類1/4絶滅 国連2002/5
ヒトも哺乳類

・2050年までに100万種絶滅 米・英研究者2004
100万種/140万種 =71%

ハクビシン：大浜灘
渭南 Eco-community

  現在、私たちはかつてなかったほど快適な生活にどっぷりと浸かっています。そしてその裏

では、恐ろしい警告が次々に発せられています。皆さんも読まれたと思いますが、愛媛新聞の

記事を今一度おさらいしてみます。 

 一段目は「気候変動に関する政府間パネルIPCC」第二作業部会の報告書案です。温暖化が

水資源不足や感染症の増加をもたらし、2100年以降は取り返しのつかない環境変化をもたら

す可能性を危惧しています。 

 二段目は種の数がこれだけ減少するだろうという予測だったと思います。ヒトは大丈夫と思っ

ても、食べるものが無くなるかもしれません。この時点では100年後の予測です。 

 三段目は、あのレスター・ブラウンが代表を務めるワールド・ウォッチ研究所だったと記憶して

います。みんなが大好きな経済も、このままでは駄目になるとの発表です。 

 四段目は、哺乳類でしょと軽く思わないで、我々ヒトも哺乳類だと再認識してほしいものです。 

 最後は、すでに絶滅の危機に瀕している鳥類1200種が、哺乳類は1/4に当たる1130種が絶

滅する可能性が高まり、100万を超える種が絶滅の危機に追い込まれると言っています。地球

上で確認・分類されている生物種は140万種ですから、実に七割が絶滅するというわけです。

二段目と同様な警告ですが、大きく違うことは、その危機が50年先とされたことです。 

 その他ローマクラブをはじめ多くの報告書が2020年から2050年頃に地球の破産が始まるとし

ています。ただ影響を最初に受けるのは、食料配分がうまくいっていない途上国だろうと言われ

ています。 

 



 
 
 

日本学術会議声明日本学術会議声明 20002000年年66月月

「人間としての自覚」に基づく「教育」と「環境」両問題の統合的解決を目指して「人間としての自覚」に基づく「教育」と「環境」両問題の統合的解決を目指して
----新しい価値観に支えられた明るい未来の基礎形成新しい価値観に支えられた明るい未来の基礎形成----

いまこの時点で、国際的な影響力をもついまこの時点で、国際的な影響力をもつ
先進国が確固とした理念にもとづく先見先進国が確固とした理念にもとづく先見
的理想をかかげて、具体的な地球・自的理想をかかげて、具体的な地球・自
然・人類救済策をうちださなければ、然・人類救済策をうちださなければ、””複複
合荒廃スパイラル合荒廃スパイラル””は加速し、は加速し、二十一世二十一世
紀の後半において人類文明が滅亡紀の後半において人類文明が滅亡の危の危
機に瀕するのは明らかである。機に瀕するのは明らかである。

日本学術会議日本学術会議
全国全国7070万人の科学者を代表する万人の科学者を代表する210210人で構成する政府機関人で構成する政府機関

((根拠法：日本学術会議法根拠法：日本学術会議法))
出典：日本学術会議ホームページ出典：日本学術会議ホームページ

 学者の国会と言われる日本学術会議も警告を出しています。 
 日本学術会議弟132回総会声明として発せられたものです。 
 出口の見えない環境問題には、底辺に「物質・エネルギー志向」という価値観の

問題がある。として「人間としていかにあるべきか、ということについての自覚を喪失

していることが、問題をますます深刻化させている」と言ったうえで、スライドのように

言っています。 
読み上げ 
 人類文明とはまさにヒトの生命活動を指す言葉です。 
 日本の公的機関もこのように言っているのです。科学者が、それぞれの専門分野

ではなく、宗教家や哲学者のように「人間としていかにあるべきか」に言及しなけれ

ばならなくなったわけです。 



 
 
 

PentagonPentagon ReportReport

未来の戦争は「生き残るための戦争になる」未来の戦争は「生き残るための戦争になる」

オランダの干拓地は大きな嵐によってオランダの干拓地は大きな嵐によって20072007年年

までに住めなくなるまでに住めなくなる

20102010～～2020の間に欧州は急激な気候変動の間に欧州は急激な気候変動

印・南阿・印ネ、暴動と内戦で国土分割印・南阿・印ネ、暴動と内戦で国土分割

ナイル、ドナウ、アマゾン川、水を巡る戦争ナイル、ドナウ、アマゾン川、水を巡る戦争

今後今後2020年で地球が養える人口が減少するの年で地球が養える人口が減少するの

が目に見えてはっきりするが目に見えてはっきりする

2004/2 米FORTUNE 英OBSERVER
光芒：宿毛湾
渭南 Eco-community

 地球温暖化防止のための京都議定書から離脱し、モントリオール議定書を守らな

いでオゾン層破壊物質を使い続けてきたアメリカから、それも政府機関から激越な

メッセージがでました。  
地球の温暖化をめぐってアメリカ国防総省がまとめたとされるレポートの抜粋が、こ

れです。巷ではペンタゴン・レポートと呼ばれています。 
 未来の戦争は宗教やイデオロギー、国の名誉などではなく、いかに生き残るかを

かけた戦争になると言っています。まさにイースター島終焉の再現です。イースター

島は絶海の孤島に位置していた故に脱出できず、限られた食糧を奪い合い、殺し

あった末に滅びました。我々も地球から脱出できずに、同じ轍を踏むのでしょうか。

歴史に学ばないものは、歴史をくりかえすと言いますから。 
 三つ目のヨーロッパの気候変動は何故か平均気温が低下して、イギリスは現在の

シベリアのように寒くて乾燥した地域になると言っています。高緯度地域ほど温暖

化が厳しいとIPCCが発表していることと反対のことを言っているところなど、まさにア

メリカ的であります。 
 一番下の行は、ローマクラブの第二次報告書「限界を超えて」を補完しているかの

ようです。 



 
 
 

フナムシ

渭南・エコ・コミュニティー

フナムシ：平山
渭南 Eco-community

ご紹介したような様々な警告は、私たちの身近では感じることができないのでしょ

うか。 
 私の子どもの頃には、釣りに行くと、このフナムシがズボンの中へ這い上がってき

て弱ったものです。ところが今は目にすることがめっきり減りました。出会っても、そ

の数は40年前の数十%という少なさに感じます。コンクリート護岸などへの土地の

改変も影響しているのでしょうが、巻貝に生殖異常を起こすといわれている船底防

汚材、魚網防汚材をはじめ、化学物質汚染が心配されます。 
 一方農村では、カエルの種類と数が激減しました。梅雨の頃の夜の道路はカエル

で溢れていました。車でひき殺すのが嫌でしたが、とても避けるスペースはありませ

んでした。そして夜が明けるとアスファルトの上はカエルの轢死体で一杯になってい

ました。ほんの5-6年前までのことです。そんなカエルが減り、カエルを餌にするヘ

ビも減っています。こちらの原因は農薬でしょうか？ 



 
 
 

1996/12/12

2004/01/12

カワラヒワ：広見
渭南 Eco-community

 個体数が減っている別の生き物です。冬場、田んぼに群れているスズメくらいの

大きさのカワラヒワです。上の写真は1996年、右下は2003年冬のものです。7年で

半数以下に減っているのが分かります。群れが分散していることも考えてみました

が、この状況はずっと変わりません。 
 近頃見られなくなったヒバリも、子育ての時期に田んぼに水が張られるために、場

所を移動しただけなのでしょうか。そうではなくて、生きていけなくなったのだと理解

しています。 
 ツバメの数はどうでしょうか。一年前と比べただけでは分かりにくいかもしれません

が、10年20年前を思い出して比較してもらえると、変化が見えると思います。 



 
 
 

昔営巣

渭南 Eco-community

 今、私が最も気にしている中にゴイサギがあります。一本松のため池でも良く見ま

したし、水辺にはどこでも居ました。 
 写真の矢印の範囲では、中学生の頃松の木に登ってはゴイサギの卵を頂戴した

思い出があります。ゴイサギの巣はおそらく100を超えていただろうと記憶していま

す。正木では、ゴイサギの卵で、雪合戦ならぬ卵合戦をしたという人も居ます。 
 そのゴイサギが今、ほとんど見えません。何時でも撮影できると多寡をくくって、一

度もレンズを向けたことがないほど多かった鳥が、全く見えなくなってしまいました。

ようやく撮影できたのは、落鳥、死体でした。 
 ここまで数が減った原因は、おそらく餌の水生生物に蓄積されていた農薬などに

よるものだと、考えています。餌に含まれた有害物質が体内に蓄積され、濃度が何

万倍、何千万倍にもなる生物濃縮によって、死んだのか、産まれなくなったのか、だ

と考えられます。この事実は、ヒトよりも小さく弱い動物たちからの、ヒトの明日に対す

るメッセージだと考えています。 
  



 
 
 

シロハラ

荒谷

渭南
渭南 Eco-community

 大きなこぶをぶら下げたシロハラです。私には癌に見えますが、皆さんにはどう映

るのでしょうか。どんな風に見えたとしても、健康被害であることは間違いないでしょ

う。わずか数十グラムしかない鳥には早く症状が現れて、科学者たちとは違う方法

で、このように警告を与えてくれています。 



 
 
 

厚生労働統計からグラフ化 2003/11/12

悪性新生物死亡数
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22年で倍増

 人の癌はどうなっているでしょう。 
 現在死亡数、死亡率ともにトップの悪性新生物がどうなっているか調べてみまし

た。厚生労働統計、悪性新生物の死亡数、死亡率から死亡総数だけを抽出してグ

ラフにしたものです。グラフにあらわれた総死亡数は昭和５５年の161,764人が２２

年後の平成１４年には304,568人と1.88倍になっています。 
 この表には示していませんが、内訳をみると、環境ホルモンの影響が大きいとされ

る前立腺による死亡数は4.67倍と飛躍的に増加しています。さらに年齢別の表で

は、15歳以下の死亡原因の上位に悪性新生物，先天奇形、染色体異常があること

に愕然とします。 
 科学者でも医者でもない私には断言する資格はありませんが、化学物質のせい

だと確信しています。ただ、その原因が究明されていないだけだと考えています。 
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 去年6月16日「がん対策基本法｣が成立しました。その附帯決議には「がんが日本人の死亡原

因の31%にのぼり、年間30万人以上もの患者が命を失っている現状にかんがみ、国を挙げて

【癌との闘い】に取り組む意思を、云々とあります。意気込みは伝わってきます。ですが－ 

 法律の第6条(国民の責務)に「国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼ

す影響等癌に関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努める」と書かれ

ているのと、第12条(がんの予防の推進)に同様の記述がある以外、環境要因への言及は見当

たりません。 

 がんが遺伝素因に基くものなら、これほど死亡数が増えるとは考えられないと、多くの医師や

科学者たちは環境化学物質の影響を指摘しています。環境因子は他に放射線や熱などの物

理的要因、ストレス・薬物・栄養などの社会・文化的要因、ウイルス・細菌などの生物的要因もあ

りますが、人類が自ら作り出した化学物質による影響を排除することは一番手がけやすい方法

で、最も根本的なことであるはずです。しかし、現代文化はそのことを最も困難なことにしてしま

いました。日常生活から切り離すことができなくなった、地下資源由来の多環芳香族炭化水素

をはじめ、数多ある合成化学物質の使用と排出を規制する対応こそ、求められるはずです。 

 がん対策基本法からこの視点が欠落していることに、落胆しています。癌による死者が増加し

ているのは、環境問題なのだ、という見方。そして環境問題は、根本を見ないで対症療法するこ

とで積み上げられてきましたが、今回もまた、患者と治療に関する対症療法であって、癌に罹ら

ない様にするための根本療法ではないこと。 

 現代文化の弱点を突きつけられている、と感じています。 



 
 
 

精子数の減少と不妊精子数の減少と不妊
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調査調査 ニルス・スキャケベクニルス・スキャケベク

((コペンハーゲン大コペンハーゲン大))

19401940年年 1130011300万個万個/1ml/1ml
19901990年年 66006600万個万個/1ml/1ml
20402040年年 19001900万個万個/1ml(/1ml(推計推計))

出展：メス化する自然

不
妊

 命の数が減っていく原因は、病気やその他の理由で死んでいく、つまり生きてい

けなくなることと、子孫が残せなくなることの二つが大きな要因です。こんどは生まれ

なくなる理由の一つをご紹介します。ヒトの精子数の減少です。 
 アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、アジア、アフリカ、オーストラリアなど世界20カ国

の15000人もの大規模な調査結果から、将来を推計してみました。と言うより、スキ

ャケベク博士のデータを延長しただけなのですが。 
 1940年に1mlあたり11300万個だった精子数が、50年後の1990年には6600万

個になっています。この線をまっすぐに延ばすと2040年には1900万個になります。

赤い点線の3000万個から2000万個が子どもが生まれなくなる不妊のレベルだそう

ですから、こうならないようにしたいものです。 
 しかし、生まれなくなる理由は受精だけに留まりません。受精しても着床しない、

着床しても流れてしまうなど他にもあります。発生した胚が着床する子宮内膜が、別

の場所に育つ子宮内膜症は、東大病院のカルテでは、2002年に30%にも達して

いるそうです。子宮内膜症の率は、40年前には1%程度と非常に珍しい病気だと医

学生時代に習ったと言う、堤教授の報告です。 



 

3-フェニルクロモンの構造式

イソフラボン

 2006年1月31日、厚生労働省はダイズイソフラボンについて、食事以外の摂取量の上限を一日

30mgにする案をまとめたと、報道されました。環境ホルモン作用があると判断したためと思われま

す。環境ホルモンは、本来のホルモンに成りすまして、ホルモン受容体と結合して、悪さをするもので

す。植物は自分を護るための色々な方法を身につけて進化してきました。表年と裏年があるのも子

孫を残す方法の一つです。その護身術の一つに、自分を食べに来る敵に、子孫が生まれないよう備

えたのが、経口避妊薬とも言われる植物ホルモンです。ですから確かに環境ホルモン作用はあるの

です。ですがヒトの場合、植物ホルモンはホルモン受容体と結合する前に血中蛋白と結合してしまう

ので、それ程心配されていません。逆に、西洋の女性に比べて乳がんに罹りにくいアジアの女性

は、ダイズ製品を30-50倍も摂取していることが大きい、との研究もあるくらいです。 

 98年5月、当時の環境庁は、内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質67品目をリストアップし

て、そのリスク検証を始めました。ところがやがて、リストアップしていることで即環境ホルモンと誤解さ

れているとの批判から、このプロジェクトは消滅していきます。そして現在、合成化学物質は置き去り

にして、すでに知られていた植物の天然ホルモンの検証に力を入れています。天然ホルモンで目を

くらまして、その間に合成ホルモンを作り続け、儲け続けようとする姿勢には、中濃縮ウランを扱うの

に、低濃縮ウラン用の審査指針を流用することによって、臨界事故の想定を不必要とした中で起こっ

た、東海村の臨界事故。そして「てんかん」だと偽ったために消防隊員を死に追いやった社員の行

動と同じく、自分たちの当面の利益しか考えないお粗末な文化が見えてきます。 

 昔、食品添加剤のチクロに発ガン作用があると発表されたとき、業界はすかさず、魚のおこげにも

発癌物質は含まれていると反論し、国民は一時パニックに陥りました。しばらく経って、魚の焦げは

唾液で分解されると反論されましたが、産業界の体質はこの時から、というより、もっと昔から変わっ

ていないようです。 



 

出展：メス化する自然

 右の性エストロゲンと左の合成エストロゲンよく似ています。似ているが故に合成エストロ

ゲンは性エストロゲンに成りすまして標的器官のレセプターと結合し、ホルモン作用のスイッ

チを入れて内分泌を撹乱するのだそうです。 
 右下は植物エストロゲンの一つです。植物性エストロゲンは多くの植物がもっているそうで

すが、人類は長い進化の歴史をつうじて植物性エストロゲンとともに生きてきたため、それら

の存在に適応し、対応できるように進化し、ヒトの生殖異常の原因にはならなくなったと考え

られてきました。毎日食べているコメにもあるわけですから。 
 このことは、「奪われし未来 増補改訂版」にも、子宮内の胎児が過剰なエストロゲンに晒

されないように、エストロゲンと結合して血液内のホルモン循環をほぼ停止させる血中たん

ぱく質が、合成エストロゲンには結合しない。つまり植物性エストロゲンから胎児を守る仕組

みをヒトは身につけたが、合成エストロゲンから胎児を守る仕組みは未だできていない、と

いう見方が強まってきたと書いています。 
 もう一つ、数時間で消えてしまう天然エストロゲンとは比較にならないほど、合成エストロゲ

ンの残留性が高いことは、素人の私たちでも覚えておくことはできます。 
 左ページのDESは母親の胎内で被爆した女の子を12～3歳で膣癌にした物質です。時

は1970年、それまで世界中で3例しかなかった膣癌がいきなり7人も現れた、それも思春期

の娘さんということで大騒ぎになった物質です。 
 下側のピルはロンドン郊外の川魚のオスをメス化していたと読みました。合成エス

トロゲンの怖さは、残留性が強い故に自然の物質循環にのって、またヒトの体内に

戻ってくるところにもあります。 



 
 
 

内分泌撹乱作用が疑われる化学物質内分泌撹乱作用が疑われる化学物質

ダイオキシン類ダイオキシン類

PCBPCB
DDT(DDE&DDD)DDT(DDE&DDD)
アルキルフェノール・ノニルフェノールアルキルフェノール・ノニルフェノール((界面活性剤界面活性剤))

ビスフェノールビスフェノールAA
2,42,4--D(D(除草剤除草剤))
ケルセンケルセン((殺ダニ剤殺ダニ剤))
マンネブマンネブ((殺菌剤殺菌剤))
トリブチルスズトリブチルスズ((船底、魚網防汚剤船底、魚網防汚剤))

環境省：環境ホルモン戦略計画SPEED’9867種
渭南 Eco-community

 先ほど触れた、98年に環境庁が環境ホルモン作用が疑われるとしてリストアップし

た物質の一部です。すでにこの時カドミウム、鉛、水銀も内分泌撹乱作用が疑われ

ると注意書きがついていましたし、ダイオキシンの種類は40ほどもあり、当時は塩素

系しか言われていませんでしたが、今では臭素系ダイオキシン、フッ素系ダイオキ

シンなど新しく発見され、ダイオキシンの仲間はまだまだ増え続け、そして、その有

害性も立証されてくるのではないでしょうか。 
 ダイオキシン以外にも、皆さんおなじみの名前が出ています。環境ホルモン作用

を持つ物質は、今新しく出てきたのではなく、私たちの周りにかなり以前からあふれ

ていたと言えます。 



 

ポリカーボネートポリカーボネート

ビスフェノールビスフェノールAAを重合を重合

写真は平成10年度まで一本松町の学校給食で使用していた食器です。原料のビスフェノール

Aから内分泌攪乱物質がでるというので、１１年度から廃止しました。 

 ビスフェノールAは、ポリカーボネートの原料です。ポリカーボネートはビスフェノールAを重合

して作られたものですから、私はBPAそのものだと思っています。 

 環境省は、環境ホルモン作用の疑いがあるとしましたが、第一線の研究者からは、「もう十分

にデータは蓄積された、科学者として私たちは、これ以上何をすべきなのでしょうか」と、その国

の政府や産業界の対応に頭を抱える声も上がっているのです。 

 合成ホルモンのひとつBPAは、学校の給食からは排除されました。しかし、生活と産業に使わ

れるプラスチック類は増え続けています。また不法に捨てられることで何時までも環境中からな

くなりません。給食現場から排除された量をはるかに上回る合成ホルモンが環境中にあふれ、

生物濃縮されて魚介類を通して人体にもどってきます。人の体内でもさらに生物濃縮されて、

やがて赤ちゃんが生まれるとき、一挙にその赤ちゃんに与えてしまうのです。ですからどうして

も、最初の子供に影響が出やすい様です。 

 環境ホルモンの影響はどんな形で出てくるのでしょう。乳がん・精巣癌の他に、一口で言えば

生殖つまり子どもを作る機能に表れます。男性器、女性器の奇形をはじめとする異常、そして精

子の異常。精子が奇形だったり元気がなかったりする異常と、精子の数が減少する異常があり

ます。半陰陽、尿道下裂、サリドマイドに見られたアザラシ肢症、はては肥満にも関与していると

言われています。 

 また、運動・知的能力の低下、発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、自閉症など神経

系への影響、さらには免疫系への影響も報告されています。 

 



 
 
 

フタル酸化合物フタル酸化合物

可塑剤可塑剤 プラスチックに柔軟性プラスチックに柔軟性

難分解性=プラスチックが分解しないため

溶出性=柔らかいプラスチックのため緩く結合

脂肪親和性=高脂肪食品は移行性大

リスク食品
チーズ、バター、ヨーグルト、ポテトチップス、パイ
チョコレート、ハンバーガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ほどの環境庁67物質に含まれていたフタル酸化合物にも触れておきます。フタ

ル酸化合物はプラスチックを柔らかくするために世界中でごく一般的に使われてい

るそうです。 
 この物質は急速に分解しないようにできています。そうでないとプラスチックが分

解してしまうからです。そして、柔らかい状態を保つために緊密に結合させていませ

ん。ですからすぐ溶け出したり、気化したりして環境中に存在し、食物連鎖で取り込

まれます。ペットボトルや食品包装材から、飲み物や食べ物に移行してヒトの体に

入り込む可能性が心配されています。 
 また、脂肪親和性が高いため、ハンバーガーなど脂肪分の多い食品には移りや

すいとされています。脂肪親和性が高いということは、脂肪の塊である母乳から赤ん

坊に移行しやすいし、妊娠中も母親から吸収する栄養に含まれやすいということで

す。 
  



 
 
 

9696年年44月月 杉並中継所杉並中継所

稼動稼動

((廃プラスチック中心の廃プラスチック中心の
不燃ごみ圧縮施設不燃ごみ圧縮施設))
倦怠感、むくみ、吐き気、倦怠感、むくみ、吐き気、
皮膚のただれ皮膚のただれ

近くの保育所廃業近くの保育所廃業

新宿の同様施設周辺新宿の同様施設周辺
でも健康被害でも健康被害

 これまでは主に物質ごとにその危険性をお話してきました。しかし、現実の我々は

農薬や食品添加物をはじめ数多くの化学物質の複合的な影響を受けています。一

物質ごとでは安全とされている濃度の化学物質を、二つないし三つ使った動物実

験では明らかな障害が報告されています。いわゆる複合影響の怖さがあります。 
 東京都の、プラスチックごみを圧縮する「杉並中継所」が稼動した96年から、のど

や目の痛みを訴える住民がでました。近くの保育園では、園児や職員が次々に湿

疹や視力低下を訴え、99年には廃園に追い込まれました。国の公害等調整委員

会は、施設から出る化学物質と住民被害の因果関係を認定しました。しかし、原因

物質を特定できないことから、環境省も東京都もなんの対策もしていません。裁判

に挑んだ住民たちも、結局生きていくためには土地を離れざるを得ず、ちりぢりに散

らばって裁判もうやむやになっているのが現実です。後に設置された新宿中継所

でも同様の被害がでていると報告されています。 
 プラスチックは、素材そのものが有害なものが多く、さらに加工するための助剤、

品質保持のための助剤にも有害物質が含まれていることが多いため、文字通り複

合汚染の元凶的な存在だとして、EUでは原則毒という捉え方をしているようです。 



 

 スライドの本は、界面活性剤の恐ろしさについて書いています。台所用洗剤、洗濯用洗

剤、シャンプー、リンス、化粧品に使われた合成界面活性剤が、内臓破壊をおこし、精巣・

卵巣に影響を与え、やがては子どもが生まれなくなると警告しています。界面活性剤の働き

は、簡単に表現すると、油を分解するということでしょうか。この働きが皮膚を突き抜けて体

内に侵入する力となります。 
 流しにいるゴキブリに台所洗剤をピュッとかけてやると、ゴキブリがその場で死んでしまうこ

とを経験した人はいると思います。この本にはメダカをつかって、どれだけの時間で半数が

死ぬかの半数致死時間や、全数致死時間の試験結果も出ています。薄めた洗剤を皮膚に

塗られたラットの肝臓、腎臓が破壊された様子も、電子顕微鏡写真入りで解説しています。

薄い溶液の中でメダカの眼球が溶けていく様子、オスのニワトリの精子が減っていく様子な

どの実験結果も記載されています。恐ろしい毒物だと言っています。 
 使った人だけに健康障害がでるのなら未だあきらめもできます。合成界面活性剤は分解

されにくく残留性が強いという特徴があるので、下水道を通じて自然界に排出されてからも

毒性を持ち続ける。すなわち自然の循環によって使わないヒトの健康に影響を及ぼす危険

性もはらんでいます。 
 合成化学物質は、浄化槽や下水処理場では処理できません。今、脚光を浴びている「え

ひめAI-1]など環境微生物でも分解できません。そして、ヒトの五感が感知しないため、汚染

されていることは、生き物が居なくなることでしか実感できません。合成化合物との付き合い

の短い、ヒトの五感というセンサーは、感知できるところまで進化していないのでしょう。 



 
 
 

 今までの報告の中で、食物連鎖と生物濃縮と言う言葉を何度か使いました。この

言葉を知らない方でも、スライドを見てもらえば説明は不要でしょう。多くの餌を獲り

こむ、図体の大きい生き物ほど多く蓄積してしまいます。 
 写真はPCBの生物濃縮を表していますが、このPCBが分解されることなく、まった

く無関係なイヌイットの人々やシロクマを汚染していることはご承知のとおりです。今

我々の身の回りに溢れている化学物質の多くは、PCBと同じく有機合成化合物で、

自然環境の中では分解されにくいものが多いようです。       
 毎年5月に配布してきた防疫殺虫剤も、濃度を薄くして市販されている物ですが、

有機リン系の農薬です。写真と同じように生物濃縮がすすみ、最後のセグロカモメ

のところに、我々人間が来るのです。  
 どんなに少量で環境中にあっても、地球の物質循環は濃縮してしまう。この大原

則を忘れてはいけません。 

奪われし未来から 



 
 
 

 水俣病の原点、チッソ水俣工場の排水口です。なぜ、こんな所に船が係留してあ

るのか。「フナムシがつかない」「カキがつかない」と言ったのだそうです。薄められ

た水銀がここから排出され、生物濃縮されて、その魚を食べた周辺住民に被害がで

たわけです。水俣ではヒトの被害の前に、ネコに症状が出ました。初期の患者はネ

コの病気がうつったと言ったために、隔離病棟に隔離されました。フナムシやカキが

死んで、続いてネコが死に、最終的には母の胎内で被爆したヒトが死んだ。小さな、

そして弱い生き物に早く症状が出て、人間に警告を与えていると申し上げた証明に

ならないでしょうか。生物濃縮の恐ろしさをしっかりと認識して頂くための、貴重な先

例といえます。そして、許されない人体実験が行われたと言えるのかもしれません。 



 
 
 

UV-B 2%弱増加

皮膚がん3%増加

オゾン層破壊の影響オゾン層破壊の影響

オゾン10%減 白内障等目の障害170万人増

オゾン1%減

陸上、水中を問わず全ての動物・植物に影響。

農水産物即ち食料に、生態系に多大な影響。

太陽光届く範囲

 オゾン層破壊にも少し触れておきます。皆さんご承知ですが、地上の生命は、オ

ゾン層が形成されて有害紫外線が生物圏に降り注がなくなって、陸に上がることが

できました。  
オゾン破壊の影響は→図 



 
 
 

新たな内分泌撹乱化学物質

化粧品中の紫外線フィルター

昼夜兼用クリーム ローション
泡入浴剤 ヘアスプレー 口紅
整髪ジェル シャンプー

第5回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジュウム 2002/11

チューリッヒ大学 マルグレート・シュルンフ

渭南 Eco-community

 オゾン層が破壊されることで浴びることになる、有害紫外線から身を護るために開

発されたフィルターのリスクもご紹介します。 
 2002年に発表された、新しく発見された環境ホルモン作用を持つUVフィルター

が含まれている化粧品です。 
読む 
 UVフィルターはこれ以外にもプラスチック、塗料、繊維などありとあらゆるところに

使われているそうです。 
 日焼け止めクリームにも当然のようにUVフィルターは使われています。UVカットの

帽子もそうです。オゾン層破壊に神経質になりすぎて、有害紫外線から身を護ろうと

するあまり、今度は環境ホルモンを取り入れる破目に陥る可能性も出てきています。 
 
 



 

なぜ温暖化が怖いのか

気
温
上
昇

異常気象

解氷

生態系変化

感染症増加

永久凍土融解

海洋深層水枯渇

洪水、旱魃

海水面上昇

生物多様性減少

マラリア、黄熱病

メタン放出

温暖化悪循環、海洋資源減

生活危機
食料危機

可住域減少
農地・食料危機

生物依存の危機
生存の危機

新たな感染症
熱帯病北進

最強の温暖化物質
温暖化急進

ますます高温
食料危機

2003/4/22

オゾン層破壊？

つづいて、最も差し迫った脅威でありながら、もう引き返せないところまで来ているとも言われている、地球温暖化の影響について報告します。 

気温が上がると、左側の青い枠に書いたような現象が想定されます。まず異常気象。異常な高温が引起す熱波の被害、2003年ヨーロッパでは数万人が死

亡しました、96年シカゴの726人死亡などは軽いものです。今年も各地で死者が出ているのに、このところメディアもあまり取り上げません。エルニーニ

ョ、洪水、旱魃、台風も温暖化の影響を受けると言われ、一昨年のアメリカのハリケーンのうち、テレビで取りあげられているカトリーナは未だお嬢ちゃん

で、10月の「ウィルマおばさん」は中心気圧882hp、最大風速82mを記録し史上最強のハリケーンとなりました。日本でも、まだ記憶に新しい2004年には史

上最多の10個の台風が上陸し、死者は200人を越え、損害保険の支払額は6000億円を越えたそうです。異常気象では、さらに水の確保が困難になり、農産

物の減少が心配されます。 

気温が上がると、氷が解けて海水面が上昇します。もう既に始まっていることは皆さんご承知です。太平洋上のツバル、キリバス、フィジー、そして宮島の

厳島神社もそうでした。予想される海面上昇値は9-88cm。40cmの上昇では沿岸域など7千500万人～2億人が移住を迫られ、世界の穀倉地といわれるアジ

アの稲作地帯のかなりが、水没ないし塩害を受けると言われています。日本では、65cmの上昇で砂浜の8割が侵食され、1m上昇すると平均満潮位以下に

居住する人口410万人で、その資産は109兆円といわれ、今の生活を維持するためには11兆円の投資が必要と計算されています。11兆円の投資ということ

は、11兆円分の新たな温室効果ガスの排出を伴うということでしょうか。 

生態系変化でも、既に作物の生長期間長期化、動物生息域の移動、動植物の減少、開花と昆虫出現時期の早期化が観察されています。温暖化によって死滅

する樹木があれば、新たな樹種に更新される前に森は消滅し、大量の炭素が放出されて温暖化が悪循環するとともに、植物に依存している動物にも当然

の影響が出ます。生物多様性は破壊され、ヒトをはじめとする生物が生きていくための、生物依存は脅かされます。 

温度や降雨量が、感染症の媒介動物や病原菌の数・分布に変化を与えます。既に報道されているマラリヤ、西ナイルウイルスをはじめ、デング熱、黄熱

病、数種の脳炎、充血吸虫、フィラリア、メジナ虫、シャガス病など多種多様な感染症が流行する地域が拡大する恐れがあります。 

永久凍土が解けたら、封印されているメタンガスが放出されます。メタンの温暖化係数は二酸化炭素の23倍とされています。これが大気中に出てきたら、

温暖化にさらに拍車がかかります。 

海洋深層水は、北の海で冷やされた海水が沈み込み、長い時を経て湧き上がります。年間20億トンもの二酸化炭素を吸収して温暖化防止に役立ち、様々

な水生生物を育んできた海洋深層水は、まさに母なる海のその本源と言えます。今、温暖化の影響で、北の海で沈み込む速度が15%も減っているとの報

告がある中で、さらにビジネスと称して人間が汲み上げているのです。 

温暖化が進むと、オゾン層の破壊もさらに進むとの報告もあります。  



 
 
 

海の大循環

 世界の海では、暖かい海流と冷たい海流からなる循環システムが成り立っており、

これが地球の気候を安定させるのに役立っています。温暖化が進むと、この重要な

大きな循環システムをも、急激に大きく変えてしまう可能性があります。予測不可能

な気候変動が心配されているのです。 
 



 

風力発電風力発電

渭南 Eco-community

 生活の質を下げないで環境問題を解決する方法が、どんどん出てきています。ここから

は、ニューテクノロジーが果たして宣伝されているとおり、我々に明るい未来だけをもたらす

ものなのか、考えてみたいと思います。 
 まずは風力発電です。地球温暖化防止対策の観点から、2010年度までに300万KWの

導入が政府目標として設定され、まさに国家的プロジェクトとして進められています。 
  風力発電は環境にやさしいともてはやされていますが、それは発電をするときに地下資

源を利用しないから、二酸化炭素の排出がないというだけです。材料調達から加工・組み

立て、建設、さらには廃棄物となった時の処理にかかるエネルギーは無視されての話で

す。発電コストが安いとはじめられて、今その莫大な処理経費が問題となっている原子力発

電の例もあります。有害物質の使用もあるかもしれません。 
 本町でもビジネスとして成り立つだけの風があるとして、建設を計画している事業者があり

ます。愛南町では山の稜線が開発されます。50年生の杉が蓄える炭素の量は1haあたり

170tといわれており、国は京都議定書で取り決めた削減目標6%のうち2/3にあたる3.9%を

森林吸着で補おうとしています。そんな森林が伐採されます。さらに開発により土砂災害の

危険が増し、土壌保全機能、水資源貯留機能、洪水緩和機能、水質浄化機能、生態系保

全機能、快適環境形成機能など、年間67兆8千億円と試算される森林の多面的機能が失

われ、その上に防災事業、治水・利水事業などが立地の地元に経済負担として被さってく

る恐れも否定できません。 
 世間の風評に安易に左右される姿勢は心配です。物事を粗末にしない、何事も深く考え

る、そういう姿勢を地元の人々が持っていなければ、後世を不幸にしてしまいます。 



 
 
 

太陽光発電太陽光発電

太陽光発電パネル

太陽熱温水器

1億5000万km離れた核融合炉の恩恵

渭南 Eco-community

 太陽光発電も、風力発電と同じく新エネルギー政策で導入目標が設定されてい

ます。こちらの目標値は、風力の1.6倍にあたる482万KWです。 
 当然システムの製造時や廃棄にはエネルギーを使いますし、フッ素樹脂などの最

近有害性が指摘され始めた物質も使われています。さらにテレビと同じようにヒ素が

使われていることは知っていて欲しいことではあります。 
 ですが、風力発電のように、新たな開発を伴わないメリットは、評価されて良いと思

っています。 



 

生ごみ

家畜糞尿

し尿汚泥

電気

温水

石油

購入電力

初期投資 10億円
運転経費 5千万円×15年= ７億5千万円

解体廃棄処分費 ？

堆肥

環の国日本 循環型社会形成推進基本法

バイオマスニッポン総合戦略

液肥

メ
タ
ン
発
酵

 環の国ニッポンを標榜する日本は、循環型社会形成推進基本法を制定し、バイ

オマスニッポン総合戦略を閣議決定して政策を推し進めています。スライドの下の

写真は日田市が農水省のバイオマスの環づくり交付金をうけて、主に畜産廃棄物

問題に対応するために建設したバイオマス資源化施設です。 
 生ゴミ、家畜糞尿、し尿汚泥を集めて、発生したメタンガスで発電し、堆肥と液肥

を生産して農地に還元する理屈です。しかし実際には事務所で使う電気はパソコン

などに悪影響を与える恐れがあるため、安定した電力である売電を利用しているこ

と、さらにメタンガス発生量が足りないために電気を買わなければならないなど、理

屈どおりに動いていないようです。 
 計画した日量80tが満足されれば又違ってくるかもしれませんが、その半分も持ち

込まれない、しかも15年経ったら更新しなければならない施設に10億円の初期投

資、年間何千万円もの運転経費と聞くと、財政的に本当に良いのかと考えさせられ

ます。さらに、そもそも京都議定書の目標達成のために導入した仕組みなのです

が、資機材の製造・建設・運転・解体・廃棄のプロセスで排出される二酸化炭素を

考えると、地球の生物圏の循環とはどこか違う、国の政策は本当に正しいのか、首

をかしげさせられます。 
 近い将来更新しなければならない愛南町クリーンセンターも、このバイオマス資源

化装置をつけないと補助金はもらえません。概算27億円の建設費の1/3の交付金9
億円を受けるために、10億円のさらなる設備投資と年々の運営コストが加算される

わけです。どう判断するか、頭痛の種です。 



 
 
 

遺伝子組み換え作物遺伝子組み換え作物

コレステロール低下作用イネコレステロール低下作用イネ

たんぱく質強化イネたんぱく質強化イネ

鉄分強化イネ鉄分強化イネ

除草剤耐性イネ除草剤耐性イネ

除草剤耐性ダイズ除草剤耐性ダイズ

他にコムギ、トウモロコシ、ナタネ・・・・・

2005/01/09

 遺伝子組み換え技術は、地球人口の増加による食糧不足の解消、病害虫被害を

少なくするなどのために、今盛んに研究が進められています。 
 上の三行をみると、とても体に良くて有難い技術のようです。でも「どういう仕組み

でこの技術ができあがっているのか」などの情報は企業秘密とされて公表されてい

ません。ですから、私には今の時点で批評することはできませんが、世界中で反対

運動が起こっていることも事実です。 
 四行目と五行目の除草剤耐性についても詳細な情報は分かりませんが、どちらも

最初は「ラウンドアップ」という除草剤を作っている会社が、草を殺すラウンドアップ

に十分耐えることができる様に、遺伝子を組み替えたイネとダイズを開発したもので

す。 ラウンドアップを掛けられても元気に成長するダイズは「ラウンドアップ・レディ

ー」と名づけられています。ラウンドアップを掛けられると、植物が生長するために必

要な光合成作用が出来なくなる。だから枯れて死んでしまう。光合成作用を止める

というのがラウンドアップの力だと聞きました。 
 周りの植物が光合成できなくなる中で、ただひとり光合成を続けていける植物、な

んとも胡散臭い力を身につけたのがラウンドアップ・レディーと言えそうで、食品とし

て認められていないのは当然だと考えます。 
 



 

遺伝子
改善

×

高額医療費

肥大する
産業界

有害物質

 いま遺伝子ビジネス花盛りです。科学、特に物理学は物事を究極まで細分化する

ことで発展してきました。そして遂に命までDNAという物として扱う世の中になりまし

た。DNAは試験管の中でしか生きていけません。1つの細胞の中のすべてのDNA
であるゲノムに目をむけるべきだと考えていましたら、20世紀の終わりからゲノムの

解明が急速に進展し始めました。嬉しいことだと最初は思いましたが、すぐに本質

が見えてきました。 
 病気にならないために遺伝子を改造すると言っていますが、本当のところは、有

害化学物質の影響を受けない細胞を作る。もっと言えば、有害化学物質を使い続

けるために遺伝子を改善するという意味も含んでいるようです。癌を撲滅するなどと

いう言葉は、このことを言い換えただけの話だと言うわけです。これは私が言ってい

るのではなく、EU・欧州連合が、産業化学物質に対し新たな政策を確立しようとし

ているのです。このEUの提案に対し、世界中の化学会社は一致団結して、アメリカ

政府の全面的な力を背景に対抗しようとしている、と報じられています。 
 世界の趨勢がChemical Sensitivity・化学物質過敏症ではなくChemical injury・

化学傷害と表現すべきだと認識が変わろうとしている、そういう流れに逆行し、問題

を病気に対する個人の感受性なのだとすり変えて遺伝子を改善する。そうすること

で化学物質は製造販売でき、新たなビジネスも創出できる。そして産業界は安泰と

いう図式のようです。 



 
 
 

ナノコーン(e) ナノワイヤー(f) ナノシート(g) ナノベルト(h)

 明るい未来を先取りしたように宣伝されている、ナノテク。ですが、次々と新たな研

究事例による警告がだされています。 
■ 日焼け止めからの二酸化チタン/ 酸化亜鉛のナノ粒子が皮膚細胞のDNA を

損傷する。■ 人工ナノ粒子が実験動物の器官に蓄積し、細胞によって取り込まれ

る。■ ナノ粒子は様々な経路で体内に入り込み血液脳関門のような膜を通過す

る。■ 土壌中を自由に移動することができ、ミミズに吸収され、食物連鎖で人間に

まで達することができる。■ 鼻腔から脳へ容易に移動することができる。■ 金のナ

ノ粒子が母親から胎児に胎盤を通って移動することを発見した。■ カドミウムセレ

ン化合物ナノ粒子は、ヒトの体内で分解してカドミウム中毒を潜在的に引き起こすこ

とがある。■ 人工カーボンナノ粒子は、遺伝子機能を変更するとともに、幼魚の脳

に損傷を与える。などなどです。  
  スライドのフラーレンを1985 年に発見したアメリカのリチャード・スモーリーは、そ

の功績で1996 年ノーベル化学賞を受賞しました。そして2005 年、62 歳になっ

たばかりで亡くなりました。死因は癌だそうです。なにか暗示的なものを感じてしま

います。  
 



 
 
 

燃料電池の仕組み

日本学術会議HP 2003年

 ガソリンを使わない、温室効果ガスを排出しないということで、今脚光をあびている

燃料電池自動車です。 
 首都圏の一都三県が2003年10月に始めたディーゼル車規制で、半年後の2004
年3月31日発癌物質が58～28%減少したと発表しました。温暖化だけでなく、直接

的な化学障害を防ぐためにも地下資源を使わないメリットは顕著です。 
 しかし地球上に水素が増えすぎると、温暖化が進むと、警告を発している科学者

もいます。本当の幸せを考えるなら、そこのところをしっかり検証して貰いたいもので

す。 それこそが進歩・発展を正義とする、ヒトに課せられた責務のように思われま

す。 
 燃料電池自動車を使うということは、温室効果ガスを出さないための対症療法で

す。現在の地球環境問題が、対症療法の積み重ねによって起きていることを考える

と、「環境保全のために何かをしよう」と行動を起こすことにも危険がひそんでいるこ

とを認識すべきだと思います。対症療法によって快適さを追求するのは、もう止めま

せんかと提案したい。善意の環境保護活動、良かれと思っての行動がもたらす、新

たな環境破壊という場合だってありうると申し上げたい。 
 



 
 
 

条例の内容

構成

前文

本則 4章

モズ：松田川
渭南 Eco-community

 ここからは、条例の内容をご説明します。 
まず、この条例は町内の学識経験者・地域活動関係者・事業所代表者・愛南警察

署で構成する「愛南町環境基本条例検討委員会」に検討をお願いし、庁内の「例

規検討会」でも並行して検討したものを、昨年6月議会で議決いただいたもので

す。 
 本条例は、愛南町で始めての口語体の条文にしておりますが、検討委員会での

「読みやすく、親しみやすい条例を」という提案から、従前とは違うスタイルになった

ものです。 
 条例は、前文と4章からなる本則、そして施行期日を定めた附則で構成しておりま

す。本則第1章で条例の目的と基本理念、各主体の責務を明確にしたうえで、第2
章で町が行う環境保全施策を掲げております。第3章は環境審議会、第4章は委任

条項ですが、3章4章は省略したいと思います。 



 
 
 

前文

愛南町は、原生に近い自然が残された篠山と、その篠山山系から流れる僧都川を
はじめとする清らかな水と肥沃な大地、陸と海をつなぐ干潟、リアス式海岸を洗う温
暖な黒潮の恩恵を受け、古くから森、里、海と共に歩んできました。

私たちすべての町民は、良好な環境の下、健康で安全な生活を営む権利を持つと
同時に、恵まれた環境をより良い形で次世代に引き継ぐ責任があります。

しかしながら現在の私たちは、物質的な豊かさと生活の利便性を得た一方で、環境
に大きな影響を及ぼすことになりました。人間活動による環境への負荷は、地球温暖
化に代表される気候変動、オゾン層の破壊などの地球規模の環境問題を引き起こし、
自然の生態系を破壊し、さらには有害化学物質の影響なども加わって、人類の生存
基盤を脅かすまでになっています。

私たちは、環境が人類を含むすべての生命の生存基盤であり、限りあるものである
ことを深く認識し、これまでの生活様式や事業活動を見直しながら、互いに協調し、
それぞれの責任と義務を果たすことにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可
能な社会の実現を目指す必要があります。そのためここに、すべての町民の参加と
協働により豊かで健康的な環境を保全及び創造するため、愛南町環境基本条例を
制定します。

 前文では、条例制定の背景と目標を掲げていますが、前段では、先史以来現在

の私たちに至るまで、連綿として移り変わりながらも人々を抱き続けた、郷土の自然

環境の特性とその継続を、中段では私たちが直面している現在の環境問題を、後

段では愛する郷土が未来永劫にわたって栄え続けるために、今を生きる私たち全

員で持続的発展が可能な社会を目指すと謳っています。 
 どこにでも有りそうな文章ですが、黄色い文字の部分「環境が人類を含むすべて

の生命の生存基盤であり、限りあるものである」ことの認識がうすらいでいることが、

ヒトの未来を危うくしているのです。この部分を忘れないで頂きたいのです。 



 
 
 

第1章 総則

（目的）
第１条 この条例は、良好で快適な環境の保全について、基本理念を定め、町、

町民及び事業者(以下「町民等」という。)の責任と義務を明らかにするとともに、

環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、現在及び将
来の町民が健康で文化的な生活を営むことができるようにすることを目的とし
ます。

  第1 条では、我々とその後に続く将来の人々が、いつまでも健康で文化的な生

活を送ることができる環境の保全を目的に、環境基本法、愛媛県環境基本条例に

沿う形で規定しております。  
  



 
 
 

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによります。
（１） 環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進

行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球の全体又は地球の広い
範囲の環境に影響を及ぼす事態に関係する環境の保全又は町民が健康で
文化的な生活を営むことができ、産業の生産基盤でもある地域の環境の保
全で、良好な環境の保全及び創造に寄与するものをいいます。

（２） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、環境の保全
上の支障の原因となるおそれのあるものをいいます。

第2条は、用語の意義を規定しています。 
第(1)号「環境の保全」は、前段で地球環境、後段で地域の環境について掲げてい

ます。 
 我々が生きていくために必要な環境は、地球温暖化に代表されるように、全人類

があまねく影響を受けるものと、限られた地域が影響を受けるものとがありますの

で、敢えてこのように表現しています。 



 

（基本理念）
第３条 環境の保全は、現在及び将来の町民が健全で恵み豊かな環境の

恩恵を受けるとともに、私たち人類の存続基盤である環境が将来にわ
たって維持されるように適切に行われなければなりません。

２ 環境の保全は、町民等がそれぞれの責任を認識し、公平な役割分担の
下で自主的かつ積極的に連携協力して推進されなければなりません。

３ 地球環境の保全は、あらゆる事業活動及び日常生活において着実に
推進されなければなりません。

４ 町の施策は、環境への配慮を基調として推進します。

 第3条 基本理念では第1項で基本理念の本旨を、第2項で活動主体は全町民であるこ

と、第３項で活動の場はあらゆる活動であることを、規定しています。 
 第4項は、環境への配慮をすることが、疾病の減少や地場産業の振興を促し、さらに災害

対策の一助にもなる、もう少し説明するならば、化学物質汚染を抑えることががん患者や障

害児の誕生の低減、健康で長寿を全うすることにもつながれば医療費支出が抑えられる。

健康な海でこそ魚価は上がり水産業は永続でき、地域経済が持続できる。むやみな土地

開発が災害を助長することはどなたでもご承知のはずです。限られた地域での活動では限

界があるものの、地球温暖化対策を進めることが、台風などによる被害と災害復旧費を抑

制する。など、長い目で見た場合の町財政や地域の経済にも良い結果をもたらすとの認識

から、町の各種施策推進の基本的な姿勢とするものです。 
 何かをするとき、そこには、人々があまり考えることのない、何らかの環境負荷があるという

例を、ご紹介しておきます。 
 低湿地を汚いと毛嫌いして埋め立ててしまうことが、水質保全能力をそぎ取る、即ち、きれ

いな海と、豊かな水産資源を痩せ衰えさせることにつながります。雑草を嫌って花を植える

ことにも、環境リスクはあります。植物は雨が降るとそれを吸収し、大気が乾燥してくると水分

を蒸散させ、湿度と気温を調節しますし、空気中の炭素を取り込んで酸素を供給してくれま

す。人々の美的感性が、同じ能力を持つ栽培種を選び、化石燃料を燃やして耕し、二酸化

炭素を排出して作った化学肥料と殺虫剤・除草剤、水道水を消費します。 
 



 
 
 

（町の責任と義務）
第４条 町は、町の施策を実施するに当たっては、環境への影響に配慮し、

町民の意見を尊重して、良好な環境の保全に努めます。
２ 町は、町の活動に伴う廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物の適

正な処理を行い、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用その他の
環境への負荷の低減に積極的に努めます。

 第4条 町の責任と義務では、第1項で町の施策推進の姿勢を謳っています。前

条の基本理念に沿って、農林水産業施策、商工業施策、高齢者福祉や保育所・学

校の運営、公共施設整備、物品やサービスの購入をはじめ、各種の許認可や規

制、イベントの開催等に関しても環境配慮の必要性は考えられます。 
 第2項は、事業者・生活者としての役場の責務を掲げました。次の町民の責務と事

業者の責務と繋がるものであります。 
 



 

（町民の責任と義務）
第５条 町民は、森林、河川、海、水辺及び土壌その他の自然環境を汚さない

ようにしなければなりません。
２ 町民は、日常生活において、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物の

適正な処理を行い、資源及びエネルギーの節減並びに再生品等環境への負
荷の低減に役立つ製品及びサービスの利用に努めなければなりません。

３ 町民は、自らが所有し、又は管理する土地及び建物を清潔に保持しなけれ
ばなりません。

４ 町民は、自らが利用する公園、道路及び集会場その他公共の場所の美化
に努めなければなりません。

５ 町民は、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければなりませ
ん。

第5条 町民の責任と義務では、第1項で自然環境の保全、第2項と第5項では環境基本

法、廃棄物処理法、グリーン購入法が求めるところ、第3項・4項で廃棄物処理法が求めると

ころを規定しています。 
第1項 自然環境保全は、ヒトも自然の一員であり、自然によって生かされているという、最

も原則的で、すでにご理解いただいていることであります。 
第2項の廃棄物の発生抑制は、まず、物をたくさん仕入れないことがポイントかと思います。

それから、なるべく良い品物を購入すること、安いものはすぐ壊れやすいし、安いが故に飽

きがくるとすぐ処分したくなるのではないでしょうか。それから、ゴミ全体の6%にもなるという

レジ袋を受け取らないようにすることも効果がありそうです。 
 今必需品のようになった携帯電話のカメラの生産時に排出する二酸化炭素。2001年頃

の11万画素のカメラを造る時の排出量はざっと60kgといわれていました。当時、世界中で

生産された4億台では、2千400万トンの二酸化炭素排出です。今どき11万画素は時代遅

れで、ワンセグの時代です。携帯は今、中国だけで3億台といわれ、携帯電話を造るときの

二酸化炭素排出は億トン単位になっている可能性もあります。カメラやテレビ付き携帯をは

じめ、それ程必要ではないけれども便利だからと買ってしまう商品の二酸化炭素排出にも、

思いを馳せてもらいたいところです。 
第3項は、廃棄物処理法第5条の、土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する

土地・建物の清潔を保つよう努めなければならない。との規定を受けたものです。 
第4項は、当然のモラルでしょうが、こちらも廃棄物処理法第5条、清潔の保持を受けたもの

です。 
第5項は、町の施策への町民の協力を義務付けています。 



 
 
 

（事業者の責任と義務）
第６条 事業者は、事業活動に伴って発生する公害を防止し、地域の環境を

適正に保全しなければなりません。
２ 事業者は、その事業活動に係る原材料、製品その他の物が使用され、又

は廃棄されることによる環境への負荷を小さくするように努めなければなり
ません。

３ 事業者は、事業活動において、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物
の適正な処理を行い、再生資源等の環境への負荷の低減に役立つ製品、
原材料及びサービスを利用するよう努めなければなりません。

４ 事業者は、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければなり
ません。

 第6条 事業者の責務では、前条同様法が求めるところを地域に置き換えて、公

害の防止、環境への負荷の低減、そのためのグリーン購入、町の施策への協力を

謳っています。 



 
 
 

（来訪者の責任と義務）
第７条 旅行、業務その他の所用のため本町に滞在する者は、第５条に定

める町民の責任と義務及び前条に定める事業者の責任と義務に準じて環
境の保全に努めなければなりません。

 来訪者にも、当然責務を求めます。通過する人など実質的には難しいと思われる

部分もありますが、浸透させてもらいたいと願っています。 



 

第２章 環境保全施策

（施策の基本方針）
第８条 町は、第３条に定める基本理念に基づき、次に掲げる事項が実現でき

るよう、町が行う施策それぞれの連携を図り、環境の保全についての施策を
総合的に推進します。

（１） 人の健康を守り生活環境及び自然環境を保全するため、大気、水、土壌
及び太陽光の自然構成要素を良好な状態に保持すること。

（２） 森林、農地、水辺等における多様な自然環境の保全を図り、野生生物の
種並びにその生息域及び生態系を保存し、生物の多様性を維持すること。

（３） 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的
特性を生かした潤いと安らぎのある快適な環境及び自然景観が保全されるこ
と。

（４） 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境の保全に
資する社会を構築すること。

（５） 人の健康及び生態系を守るため、化学物質を適正に使用する社会の構
築に努めること。

（６） 廃棄物の発生の抑制及びその適正な処理、循環的な資源利用並びにエ
ネルギーの有効利用に努め、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会
の構築を図ること。

 第8条は、町が行う施策の基本方針として、(1)で自然であるヒトが永続していくために必

要な自然構成要素を保持することとして、まず非生物的な大気、水、土壌、太陽光の4要素

を挙げています。ついで(2)では生物的な自然構成要素である野生生物の保護について

規定しています。ヒトが生きていける自然は、大気、水、太陽光、土壌と動植物の関係が作

り出してくれているのです。 
(3)では、地域の歴史・文化に立脚した環境と景観の保全を求めています。 
(4)の、地球温暖化防止、オゾン層保護も避けられない課題です。 
(5)は、他の自治体の条例では見当たらないものですが、合成化学物質に起因する健康障

害の防止と、一次産業の持続的発展に資すると考えています。水俣の悲劇は、もう終わっ

たとする人も居ますが、全く終わってなどいません。水俣の魚は取引できるようになったよう

ですが、決してブランドになることはないでしょう。そして母の胎内で被爆した50歳前後の

方々とその家族の人生も決して取り戻せるものではありません。アスベストは、1906年フラ

ンスのアスベスト織物工場の従業員50人死亡の報告に始まり、有害性が指摘される中で使

い続けられ、100年経った今、ようやく危険な物質と認識されました。現在でも有害性が指

摘されながら証拠が明確でないことを理由に使われている科学物資が多く有ります。いつ

アスベストと同じ扱いになるかもしれないものがたくさんある訳です。ヒトと生態系にとどまら

ず、安全な食の提供に関連して地域経済の持続的発展にも貢献するはずです。 
(6)も当然の原則ですが、廃棄物の発生抑制と適正処理、資源の循環利用とエネルギーの

効率利用を通じて循環型社会を構築することが求められています。給食などでの食品リサ

イクル法、容器包装リサイクル法、公共施設にかかる建設リサイクル法、物品購入にかかる

グリーン購入法など、法律でも規定されています。 



 
 
 

（環境基本計画）
第９条 町長は、環境保全施策を総合的かつ計画的に推進するため、愛南町

環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めます。
２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。

（１） 総合的かつ長期的な環境保全施策の大綱
（２） 良好な環境の保全に関して町及び町民等がそれぞれ配慮すべき事項
（３） 前２号に掲げるもののほか、環境保全施策を総合的かつ計画的に推
進するために必要な事項

３ 町長は、環境基本計画を定めるときには、あらかじめ愛南町環境審議会
の意見を聴くものとします。

４ 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに公表します。
５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用します。

 第9条は、この条例の理念を具体的に推進するための環境基本計画を定めるとし

ています。 
 今日から、委員の皆様方のお知恵を頂きながら作り上げるものであります。 



 

（年次報告）
第10条 町長は、毎年度、環境の状況、環境保全施策の実施状況等に

関する報告書を作成し、公表します。

地球温暖化対策の推進に関する法律

(地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画等)

第8条 都道府県及び市町村は、基本方針に即して、当該都道府県及び市町村の事務
及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(実行計画)
を策定するものとする。

2 都道府県及び市町村は、実行計画を策定し、又は変更したときは、地帯なくこれを公

表しなければならない。

3 都道府県及び市町村は、実行計画に基く措置の実施の状況(温室効果ガスの総排出
量)を公表しなければならない。

 第10条では年次報告を規定しました。 
 市町村には、温室効果ガス排出抑制等のための実行計画を策定し実施すること

が、地球温暖化対策推進法で義務付けられており、その状況を毎年度公表しなけ

ればなりません。現在総務課で計画を検討中です。 
 また、環境配慮促進法で努力義務とされている、環境配慮等の情況も公表するよ

うになるべきですし、新町建設計画に掲げているような「環境先進立町」を目指すの

であれば、愛南町独自の「環境白書」も出すべきでしょう。 
 新町建設計画がでましたので、関連してそれに搭載されている、環境マネジメント

システムの町自らの取得についても、触れてみます。環境マネジメントシステムを市

町村自らが取得して、住民に先がけて環境保全活動を率先遂行することは、大変

意義あることでして、自治体での認証取得も広がっています。愛南町でも、中小事

業者向けの簡易プログラムで結構ですから、取得すべきだと考えています。 
 その理由は、環境保全を推進するという本来の目的の外に、税金の使い方という

面でも必要と考えられるからです。今、住民の中には、環境問題に大きな関心を持

って活動しようとしている方が増えています。でも中には、一部の偏った知識で行動

を起こし、町に補助金をはじめとする支援を求めてくる場合が想定されます。その支

援策を考える職員に正しい知識がなければ、思わしくない事案への公費の支出、

適当でない税金の使用も心配されるのです。 



 

（環境教育）
第12条 町は、町民が人間と環境とのかかわりについて認識し、環境の保全

について理解を深め、責任ある行動がとれるよう、環境教育及び環境学習を
推進します。

（情報の提供）
第13条 町は、良好な環境の保全に関する情報を町民等に適切に提供しま

す。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律

第9条 国、都道府県及び市町村は、国民が、その発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて

環境の保全についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育にお
ける環境教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

第10条 事業者、国並びに地方公共団体は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する

知識及び技能を向上させるために必要な環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うよう
努めるものとする。

 第12条 環境教育は、環境基本法と環境教育推進法が行政と事業者に求めてい

るものですが、法律の規定がなかっても、環境保全施策を推進するうえで、欠くこと

のできない項目です。 
 環境教育推進法では、第9条で学校教育と社会教育の場での環境教育を求めて

います。「生まれたときから人権はあります」と謳う人権教育は、学校・社会教育の場

で「しなければならない仕組み」にされてきました。 国連人権委員会の2001年年

次総会は「化学物質に汚染されていない世界に住むのは、基本的人権のひとつで

ある」との声明を発しました。そのように密接に関係する「生まれる前から必要な環

境」が置き去りにされてはならないはずです。教育関係者の一層のご尽力を、強く

お願いするところです。 
 さらに法第10条では、事業者と行政に職場での環境教育を求めており、役場でも

職員研修計画の中に明確に位置づけて実施する必要があります。各企業も同様で

す。何度も言いましたが、環境保全は金になるのです。余計な出費を抑えることが

でき、きれいで安全な環境は人を呼び、産物は高値で売れるはずです。愛南町が

経済的に持続するためにも、職員・住民・企業人の環境意識は高くなければなりま

せん。 
 第13条 情報の提供は、環境衛生課が中心となって進めてまいりますが、夫々の

立場での情報発信は、夫々のセクションでやって頂くしかありません。我々環境衛

生課職員だけでなく、役場の各セクションにお願いしています。環境保全活動を実

践している団体等にもご協力をお願いするところです。 



 
 
 

（施設整備等における環境配慮）
第15条 町は、公共施設を整備するときには、環境への負荷の低減及び環境

の保全上の支障の除去に配慮するものとします。

 第15条は、町が公共施設を整備するときには、環境への配慮が欠かせないものと

しました。工事や工法における公害防止、さらに踏み込んで自然動植物の保護、生

息域の保護、個体群の保護などの環境保全対策が一つ。 
 循環型社会推進のために、工事における省資源、再生品や環境配慮製品の使

用、省エネ新エネ導入を視野に入れた計画・設計、施工が今ひとつ。 
 そして、緑豊かな景観や水辺空間対策、歴史的・文化的な環境保全も一例として

想定できます。 
 そして、環境保全への取組を通して、職員一人ひとりが環境へのかかわりについ

て理解し、職場でも地域においても環境に配慮した取組が、率先して実行できるこ

とを願っています。 



 

渭南 Eco-community

 今日は、前段を「現在の生活様式の維持発展を願うことと新しい種類の危機」とし

て進めさせていただきました。 
 人類は進歩発展を願って何百万年かをかけて、ここまで進化してきました。そし

て、十分快適な日々を送っているはずなのに、まだ満足できないでいます。さらに

今以上の快適さを求め続けています。その先に何があるのか、見え始めているの

に、です。 
 そんな時代の要請を受けての条例制定です。この条例は理念条例ですから、今

後は職員・町民の皆さんが具体的にどう動くのかが鍵になります。その行動の基本

なる「愛南町環境基本計画」の策定業務が今日発足します。我々を取り巻く自然環

境、地球環境、経済・産業環境、科学・技術環境についての正しい知識にもとづい

て、委員の皆様のご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。 
 最後に、長年エストロゲンとその影響について研究してきた、アナ・ソト博士の言

葉をご紹介させて頂きます。 
 「科学の画期的な発展の初期には、科学とは自然を理解するためのものであり、

変化させるためのものではありませんでした。でも今や私たちは、向上や利益を追

求するために、自然に手を加えることができるほどの知識を手に入れてしまったの

です。それをするな、というわけではありません。ただ、傲慢であってはいけません。

人間は優越した存在だと考えることは、傲慢そのものです。現在、人間はまるで知ら

ないことはないように振舞っていますが、それこそ罪なのです。」 
 



 

ご清聴ご清聴

ありがとうございましたありがとうございました

渭南 Eco-community

 進歩発展を追い求めるヒト科ヒト属ヒトは、自らと周囲を破滅に導く性（さが）を持っ

て地球上に誕生したと言えそうです。今からは、終わりが来る時を少しでも先に送

る、そういうことに知恵を使う時代なのだと思っています。それこそが本当の進歩発

展なのだ、人類の英知なのだと信じています。 
 我々世代のつけを次世代に回さないために我々がなすべきことは何か。一部の

金儲けのために流されている情報、或いは特定の意図を含んだ情報に惑わされな

い、総合的な視野にたった、幸せな未来のための「愛南町環境基本計画」が出来

上がることを切望しております。 
 どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 


