
2050年ネットゼロに向けてその２
みどりの市民代表理事 髙木直樹

その１では家庭あるいは生活者の視点で、ネットゼロを考えてみました。今回は制度あるいは組織と

しての現状を見ます。長野県は2021年8月に長野県ゼロカーボン戦略（ 検索！） を策定しました。目

標などは前回紹介しました。その中で長野県ゼロカーボン実現県民会議を作るとしています。これは行

動する全県民が参加できるプラットフォーム体で、個人、企業、団体、市町村が参加し、お互いの情報

交換をすることで、脱炭素に向けた活動をしやすくすることを目指しています。例えば、会社の脱炭素

化は省エネ化+再生可能エネルギー導入を検討するわけですが、そのための技術的サポートや資金面の

検討をしやすくすることを目指しています。またこれからのあり方についても若い世代の意見を発表し

やすくするために場を作り、国際会議（ COP等） に派遣することも予定されています。こうした組織が

うまく運営されて、相談事のある人や自分の力で社会に貢献したい個人や企業が集まり、大きな動きに

つながればいいと思います。

松本市もゼロカーボンに向け行政、企業、個人、大学が集まって検討、実行する組織の立ち上げを準

備しています。ながの環境パートナーシップ会議と同様の考え方ですが、もう少し組織的な動きを考え

ています。市民活動というよりは企業活動を推し進めるイメージでしょうか。長野市でもいずれ同様の

組織を作って進めるか、県の組織を利用するかを検討していく ことになると思います。

企業の脱炭素に向けた意識変革はかなり進んできているように感じます。まだ大企業が中心ですが、

脱炭素を意識しないと投資家からの投資を受けにく く なる。これまで付き合ってきた会社との取引がで

きなくなる。といった会社の存続にかかわる事態を避けるために目が向き始めているのだと思います。

環境問題はどちらかというと（ みどりの市民のような） 市民活動が先行してきま

したが、企業や行政が本気になるとあっという間に追い越されてしまいそうです。

社会のシステムが変わることに市民意識がついていかないということが無いよう

に、環境問題への啓もう活動などはこれからますます必要になると考えています。

【 お知らせ】

1月1日朝8： 00、 1月2日12： 30（ 再放送） から FMぜんこうじ（ 76. 5MHz） で高木と

知事との温暖化問題に関する対談番組があります。よろしかったらどうぞ。

【 ネットゼロとは】 その1より

気候変動対策として重要なものが「 パリ協定」 です。2015年にCOP21がパリで開催された時に決まりました。「 長期

的に気温上昇を産業革命以降2℃以下に抑えること。できるだけ1. 5℃以下にすること。早急に排出量を自然吸収量と同
程度にすること。」 としています。そこで2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロ（ ネットゼロ） にすることを目指す

こと。
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標高2685mの鋸岳は、伊那市の登山道戸台入口から頂上までの片道が休

憩を含んで8時間半を超える。もう一つのルート富士見町の国道20号線か

ら車で入り、駐車場から登山道入口まで、釜無川に沿って国交省工事用道

路9㎞超を歩き、入口から頂上まで5時間超を、源流最上部を更に上へと

シッカリと歩く 。そういう過酷で危険な切り立った岩峰独立峰であ

る。だから登山者は少なく研究者は更に少ない。このためほとんど

研究報告例のない山域である。

2018年7月6名により調査中、頂上手

前の尾根2600ｍ高山植物のオニク類似の

黄色い植物を発見し、翌年2019年6月7

名の再調査でまた発見した。2年連続の

出現でその後の調査から、これまで報告

のない新たな分類群に位置づけられるこ

とが判明し、オニクの新品種キバナオニ

クと命名して論文に記載した。2020年岐

阜大学で新分類群発見の経緯、形態的特

徴について発表（ Sugawara & Takeshi ge 2020） した。世界のオニク属はこ

れまで東アジア大陸と北アメリカ大陸に4種類が報告され、日本国内に1種類が知られるのみである。こ

の発表により国内は2種類となり、世界で6種類となる。

～海ごみ対策地域リーダー養成講座第2回～

8月29日実施予定だった海ごみ公開セミナーが、新型ウイルスコロナ感染の影響で中止。10月23

日ようやく開催の運びとなった。講師は中井八千代氏。オンラインと会場参加のハイブリッドで実

施。参加者は４名のオンライン参加を含め２６名。中井先生は、現在の地球上ではプラスチックごみ

のほとんどが使い捨て、荒川のごみ拾い状況、マイクロプラスチックの状況や問題点など具体的な写

真とデータで海ごみの現状を報告された。毎年800万トンのプラスチックが海に流れ込み、このまま

では海のプラスチックの量は、2050年には魚の量を上回る（ 2016年のダボス会議にて） と警鐘を鳴ら

された。その対策として世界でも脱プラにかじを取りつつある、日本もプラごみの削減と国内循環が

必要に迫られており、国はプラスチック資源循環戦略をスタートさせ、東京都や自治体、企業も脱プ

ラスチックへと動き出していることを報告された。今、持続可能な循環型の社会のためには循環型経

済（ サーキュラーエコノミー） がＥＵなどで広がっている。

最後に先生は、「 まず私たち自身の暮らしを見直し、大量生産依存型社会ではなく 、持続可能な循

環型社会&社会的コストを最小化できる社会への転換をめざそう」 とメッセージを寄せられた（ 報告Ｗ）

新品種キバナオニクの発見
寄稿

オニク（ 御肉） はオニク （ ハマウツボ科ハマウツボ属： 本州中部以北から北海道の亜高山に生えて、ミヤマハンノキの根に寄生する葉緑

素のない1年草。 高さが15～30センチ、生育環境が限定されること、漢方薬として乱獲されたことなどにより最近ではあまり見られない

植物になりつつある。

発見されたキバナオニク （写真提供竹重聡）

独立峰 鋸岳 （写真提供竹重聡）

みどりの市民会員 竹重 聡

（信州大学自然環境診断マイスターしんリンク 長野県希少生物保全調査会）

公開セミナー「 海ごみの現状とその対策」 開催
活 動 報 告 １



「 ヘチマ」 でSDGｓ にチャレンジ
横川裕子（ みどりの市民会員エコサロン）

「 SDGｓ （ 持続可能な開発目標） の実現とは、自分で育てたものを利用することで出来るのではない

だろうか」 エコサロンのスタッフミーティングの話し合いの中から、ヘチマを種から育てヘチマ化粧

水とヘチマたわしを作る計画が始まりました。

「 ヘチマ化粧水とヘチマたわし作り」 のエコサロンは、10月7日にふれあい福祉センターで「 ヘチ

マでＳＤＧｓ にチャレンジ」 として実施。講師の萩原さんが育てたへチマからたく さんのたわしと化

粧水ができました。

ヘチマはどこでも育ちますが陽当たりは必要です。どんどん伸びて実もついていき

ます。グリーンカーテンとしても役立ちます。又、キュウリ位の大きさなら、料理す

れば一品出来ました。化粧水に使うヘチマ水は太い茎から一升瓶に取ります。それを

ろ過して、アルコールとグリセリンで薄めてヘチマ化粧水が完成。グリセリン量を加

減することでしっとりする化粧水ができます。添加物は入れないので冷所保管が必要

ですが、乾燥気味な時期にはお肌が潤いとても重宝です。

ヘチマたわしの作り方はいろいろな方法がありますが、今回は煮て皮や種

を取りました。大きさも自由にカットできます。台所、その他いろいろな

場所で使えてごみを出さない環境に配慮した束子（ たわし） としてお勧め

できます。

今年は世の中大変だった、でも楽しさも見つけた！
南雲京子 （ みどりの市民会員 みどり農園）

新型コロナウイルスが蔓延して2年目の今年も暮れようとしています。社会の生活様式の変

化が多い一年でした。それとともに、地球温暖化を実感する出来事がたくさんありました。

“ ”私の暮らしも改めて振り返ると、まず今年も どんぐりるるネット 会員を続け、これま

での経験を活かした工夫からごみの量を格段に減らしています。

また、ささやかなアイディアではありますが、食事中に指が汚れた、口回りを拭きたい、

テーブルにちょっと水滴がなんていうときに、ついティッシュに手が伸びてしまいます。そ

こで手のひらサイズのお手拭きを作りました。小さいので食器洗いの時にさっと洗ってキッ

チンで干せ、繰り返し使えるから罪悪感がひとつ減ったように思います。

小さな生活の工夫って楽しいし他にも見つかりそうです。それには生活そのものをゆったりとした

時間の流れの中で過ごすことが大切なのかもしれません。

そして今年の我が家の大きな変化は家庭菜園を始めたことです。毎年みどり

農園の大豆畑で土に触れ、土の偉大さとありがたさを感じていました。だから

こそ野菜だけでも自給自足をやってみたいという念願がついに実現しました。

結果はじゃがいもと大根の豊作、しかし葉物、黒豆の不作でした。初めてにし

ては上出来と自らを慰めつつ、来年に備えようと野菜の作り方などの雑誌を読

んではその知識をせっせと貯め込んでいるところです。また夫と二人、農作業服姿で車を走らせる片

道４０分の道のりはなんと心地良い時間なのでしょう！

今年は在宅ワークが増え田舎の良さに気づく人も増えたようです。もともと田舎に住む私として

は、もっともっと田舎の良さを発見して工夫して楽しみたいと思います。

活動報告１ エコサロン
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10/31(日) 川田の畑に午前9時、子ども 5人含むみどり農園メンバー15

名が集合。今日の作業は脱穀、うす曇りでしたが作業にはちょうど良い日よ

りです。あらかじめ1か所に集められた大豆の山の横に前日借りてきた機械

をセットして作業を開始。初めての参加者もベテ

ランも手際よく脱穀作業の流れを手分けして進

め、予定の10時半過ぎには終了しました。今年は

機械への負荷を減らすため大豆の‟根落とし"をしたので見た目の嵩は少なめでし
たが、昨年並みの70kgの収量となりました。脱穀もスムーズでした。

作業開始前に掘ったサツマイモで焼き芋、ほくほくの焼き芋を味わい、大根は収穫したものを分け合って

11時過ぎに解散となりました。子供たちは「 大根抜き採り」 と「 サツマイモ堀り」「 焼き芋」、「 雑草・ 脱穀

殻焼き」 と普段できない体験をしてにぎやかでした。

今年の作業は今回で終了です。一年間お疲れさまでした。

来年も元気に汗を流しましょう! ! <文:山口、写真:渡辺>

今回はもりだくさん！

参加してみませんか！

【 海ごみ公開オンラインセミナー】 参加無料（ Zoom参加可能）

～脱プラ対策リレートーク～

★日時： ２月13日（ 日） 13時30分～1５時50分
★場所： 長野市リサイクルプラザ多目的ホール
★登壇者： 環境省リサイクル推進室長 亀岡市環境部長、

戸部びん商会長、認定ＮＰＯ法人スペースふう代表理事、

水もっと信州大学

日本で最先端の取り組みをしているＮＰＯ、企業、行政の

取り組みを聞くことができます。

＊行事等はコロナの感染状況により変更の可能性がありますので、事務局及びＨＰでご確認下さい。

みどりの市民の会員数（2021年12月１日現在）

正会員48人賛助会員14人団体賛助会員1団体 〒380-8553

〒380-8553長野市若里4-17-1
信州大学工学部UFOながの高木研究室内

TEL&FAX ０２６－２６９－５０９２
E-mail： midorit18@shinshu-u.ac.jp  
URL http://midorinoc.sub.jp/

2021年度活動状況 （ ナガブログより）

≪ ≫キャンパスの一隅にて

2021年がもうすぐ終わろうとしている。今年

はどんな年であったのだろうと思い出そうとし

ても、コロナという文字ばかり。そう言えば、

私は夫の実家と自分たちのマンション2拠点生

活、夫の実家は古民家、その家に燕が巣を作

り、4羽の燕が巣立った。燕は幸せを運ぶとど

こかで読んだ。来年はどんな幸せが来てくれる

だろうか？コロナの文字でなくて。（ ｗ）

≪ ≫申し込み方法

下記みどりの市民の事務局へメール、

℡ 、faxで、お名前、連絡先をご連絡く
ださい。

みどり農園まとめの会 3月12日（ 土） 10時～

ふれあい福祉センター4階和室

＊来年度予定、大豆配布

「古布団をリフォームして可愛い小座布団づくり」
とき：１月29日（土）9時40分～11時50分

ところ：ふれあい福祉センター5階ホール 参加費1000円（材料費込み）

生ごみ減量アドバイザー公開研修会 参加無料（ Zoom参加可能）

「 有機農業と生ごみ堆肥化の意義」

日時 2月8日（ 火） 13時～15時

会場 長野市ふれあい福祉センター5階ホール

講師 吉田太郎氏（ 長野県農業試験場企画運営部有機農業推進プラットホーム担当）

「 映「 映画会」 2回上映

マイクロプラスチック・ストーリー
ぼく らが作る2050年

・ 日時： ２月23日（ 水） 祝日

・場所：ふれあい福祉センター5階ホール

1回目10時～、2回目13時半～

・ 参加費 500円、高校生以下無料

ニューヨーク・ブルックリン小学生たちの脱プ

ラの取組みのドキュメンタリー映画


