
２．防災対策：
はしご、ロープ、防災グッヅの準備

異常気象を生き抜く知恵＜守りの態勢＞

１．熱中症対策：
① 頭部を冷やす。
② 水を飲み、塩分をとる。
③ 就寝時の水枕と扇風機の活用
※ 最も重要な熱中症対策：
頭部を冷やすこと！ 水に浸したタオル巻くだけで、気化
潜熱冷却効果で３℃～５℃下がる

２．洪水対策：
屋根の上に避難すると生存の可能性が高くなる



ハシゴは雨どいな
どに縛り付ける

洪水対策：はしご／ロープの重要性

生死を分ける垂直避難



＜非常時の備え
防災グッズ：例＞

LED懐中電灯長靴はヒモで縛る

※運動靴のヒモは保存しておくとよい

命綱（ロープ）

タオル／マスク
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リスクマネジメントの重要性

「リスクマネジメント」と「危機管理」はここが違う！

Risk （リスク）の語源： 「絶壁の間を船で行く：イタリア語」
⇒困難を乗り越えたところにチャンスがあるという意味。

●未来に存在
＝at all Risks（万難を排して）⇒リスクの本質はChance!

Crisis（危機）の語源： 「神との遭遇、分岐点：ギリシャ語」

●過去に存在
※既に起きた事故への対応⇒ダメージは避けられない。

事前の予測と万全な対策



１．危機をチャンスと考える
２．自分の長所を最大限に活かす。
３．ポジティブ思考で果敢に挑戦する

異常気象を生き抜く知恵＜攻めの態勢＞

＜想像力／行動力＞

＜バックグラウンド＞
１．異常気象（猛暑、豪雨、寒冷、豪雪） は続く。
２．これまでの常識が通じない社会となる。
３．生き残るための方法も変わる。

※コミュニケーションを大切に。競争ではなく協創



本当に温暖化を止めるには
その１

自然エネルギーの活用
Renewable Energy



自然エネルギーの活用

再生可能な自然エネルギーは二酸化炭素を出さない。

主な自然エネルギー
●水力発電
●地熱発電
●バイオマスエネルギー
（動植物など生物を原料とするエネルギー）
●太陽光発電
●風力発電
●海洋の波や潮流を利用する発電

国内の状況：
福島で実証試験を行った世界最大級の洋上風力発電（出力
１万キロワット）が成功。ヨーロッパに輸出。三菱重工業



米沢市の木質バイオマス発電所完成

発電規模は出力６２５０キロワットで、
一般家庭約１万３０００世帯分の送電量を見込む。



日本が研究している、宇宙太陽光エネルギーによる
水素ガス製造（ＪＡＸＡ）

宇宙太陽光

巨大ミラー
近赤外線

レーザー増幅機

レーザー光線
１００万KW

原子力発電所一基分
地球
海洋

水素製造プラント水素

（※JAXA：Japan Aerospace Exploration Agency）



自然エネルギーの活用

２０１８年、サウジアラビアに世界最大のメガソーラー発電
計画スタート。出力200ギガワット（原発２００基分）

＜投資主体：ソフトバンクグループ 孫正義＞

世界の自然エネルギー利用比率
アイスランド：１００％

ブラジル：７５％
スェーデン：６５％
デンマーク：５５％
スペイン：３７％
ドイツ：３３％

イギリス：２５％
中国：２４％

フランス：１９％、日本：１７％、アメリカ：１５％

※ 最も改善が要求される４つの国：アメリカ、ロシア、日本、韓国



本当に温暖化を止めるには
その２

森林の復活
Reforestation



温暖化の大きな原因の一つ ： 森林の減少

森林は、その成り立ちから「原生林、天然林、人工林」の3種類に
大別されます。

●人工林とは人間が苗木を植栽して育成した森林。
●天然林とは伐採されても自然力で更新している森林。
●原生林とは、全く人の手が入っていない森林

原生林は、二酸化炭素の固定及び生物多様性の維持に重要な役
割を持ち、アマゾン、ボルネオ島、アラスカ、ロシア、カナダ、日本
では屋久島など、ごく一部にしか残っていない。
世界全体の木の本数は、約３兆４００億本（イエール大学研究チーム）

二酸化炭素固定量が最も高いのは熱帯林で、杉林、ブナ林が
次に続く。成長率と定着率が高いのはポプラで、中国など砂漠
地帯の植樹に利用されている。



温暖化の大きな原因の一つ ： 森林の減少

原生林縮小の主な原因は農地への転用と伐採。また、火災や採掘、
エネルギー採取などにより森林破壊が進行している。ボルネオ島
（インドネシア、マレーシア）では、約半分の熱帯林が木材輸出と
パーム油生産のため破壊された。

森林は地球に存在する、効果が実証済みで、二酸化炭素を吸収
する唯一の天然インフラである。世界の森林は減少または横ばい
の状況で、中国だけが急速な緑化を進め増加している。

１万年前は６６億ヘクタールあったといわれる森林（原生林）が、現
在は１１．６億ヘクタールに減少した。現在世界全体の森林面積
は、植林を進め４０億ヘクタールであるが、違法伐採も含め、年間
５２０万ヘクタールが減少し、深刻な状況。

激減する原生林



森林はなぜ大切なのだろう？

● 森林があるから川に水が流れている。

● 森林があるから水田でお米をつくることができる。

● 森林があるから、大雨のとき洪水を防いでくれる。

● 森林があるから、私たちは自然と親しむことができます。

● 森林は二酸化炭素を吸収し、酸素を供給する。

。
地球のみんなが森
林を大切にしてい
く世の中にしてい
こう

自然との共生: 森林を大切に、自然と共に生きる



森 林 と 水 の 循 環 に つ い て

森林は、大気中の二酸化炭素を吸収して光合成を行い、
炭素を有機物として幹や枝などに蓄え成長する。
森林は雨水を蓄える「緑のダム」と呼ばれている

身近な二酸化炭素排出量と森林（８０年生スギ人工林）の
二酸化炭素吸収効果

自家用車１台から排出される二酸化炭素を年間
約２，３００Ｋｇとして、杉の木１６０本で吸収できる。

（燃費１０ｋｍ／Ｌ、年間１万ｋｍ走行を仮定）

林業の再生
（政府目標、木材自給率を２０％→５０％に向上）

日本は森林率約７０％の森林国であるが、
多くを海外から輸入している。



★紙の節約が森林の保護につながる★

○コピーは最低限のものだけにする。

○ティッシュ、紙コップ、ペーパータオルは最小限に。

○印刷・コピーする時は両面を使用する。メモは裏紙を使う。

○再生紙を使う。本を買うときはブックカバーを断る。

○商品を包むとき、過剰包装や不要な紙袋を断る。

○新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パックなどはリサイクルへまわす。

○割り箸はできるだけ使わない。

○できるだけ緑の募金に協力しよう！



国際活動：森から世界を変える REDD＋（レッドプラス）
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries

「REDD」の意味は「途上国の熱帯林を守る。
プラスは、それが地球温暖化抑制に貢献するということ。

森林を復活させるには林業を復活させる必要があり、需要と供
給を生み出す成長産業として育成する必要がある。
林業は、唯一地球温暖化を抑制できる貴重な仕事である。

★森林の復活で温暖化は止められる★

英国（Bio Carbon Engineering社)で植樹ドローン開発。
種子の入ったさやを地面に打ち込むしくみ。
一基で３６０００本／１日の植樹が可能。

目指すは、１年間に１０億本の植林

高性能植林ドローンが挑む森林再生
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森林の復活で温暖化はストップできる！

国連は、温暖化を食い止めるには、２０５０年までに最低でも世
界の二酸化炭素排出量を半減しなければならないとしている。
現在世界の二酸化炭素排出量は４００億トン／年。
現実の問題、世界の人口が増え続け、途上国を含め世界経済
が発展し続ける限り、この数値は上がることはあっても下がるこ
とはあるのだろうか。
事実、２００５年（二酸化炭素排出量２６５億トン）に京都議定
書が発効され、日本を始め世界は二酸化炭素の削減に努力し
てきたが、逆に約１．５倍に増加し、現在も、３ｐｐｍ／年のペー
スで二酸化炭素濃度は増加し続けている。大気に放出された二
酸化炭素の半減期は５００年ともいわれ、例え排出量がゼロと
なっても、すぐに効果が現れるものでもなさそうだ。

これまでの延長で本当に温暖化は止まるのだろうか？

ではどうやって、人類に突き付けられたこの最大の難関をクリア
できるのだろうか？
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森林の復活で温暖化はストップできる！

＜実現可能性を別として、確実性のある一つの方法＞
●半減分：２００億トン／年を森林で吸収する方法の考察：
杉林（３０年生）１ヘクタールは年間１６トンの二酸化炭素を吸収
する。（１０００本／１ヘクタールとして）
２００億トンを吸収するには、１２億５０００万ヘクタールが必要。
これを世界の５０ヶ国で分担すると、２５００万ヘクタール。ちょう
ど日本の森林面積に等しい。これを今から１０年で達成すれば、
ちょうど２０５０年には世界の二酸化炭素排出量を半減できる。
※総工費：５５０兆円（苗木、人件費、機械、土地保障まで含め）

人類が、１００年かけてやるとすれば、全く可能性のない話ではない
が、その時間は残されていない。本当に温暖化を止めるには、新た
な文明の創設も視野に入れた、抜本的な対策が必要と思われる。

例えば、世界の自家用乗用車をすべて電気自動車に代えた
としても、二酸化炭素削減効果は１０％にも満たない。



本当に温暖化を止めるには
その３

物質文明からの脱却
decoupling
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温暖化を止めるにはテクノロジーだけでは不可能！

ものによる幸福感は比較の原理が作用する

比較による幸福感には競争が伴い上限がない

過度な物質文明が環境破壊へとつながる

物 質 文 明 か ら の 脱 却

幸福度の尺度の転換が必要



二酸化炭素を削減する社会作り

戦争のない世界 物質文明からの脱却

持続可能な社会
新しい価値の創造

途上国への技術援助

二酸化炭素の削減



これからの豊かさの尺度は「物」でない「心の幸福感」

新 た な 価 値 の 創 造

参考： 国連大学副学長：安井至先生の「市民のための環境学」 から

●社会貢献を行うことの満足感
●他人に感謝されることの満足感
●一緒に学習することの満足感
●未知の人と交流することの満足感
●自然と共に生きることの満足感



もったいない精神と米沢の歴史

「もったいない」は
世界の合言葉だよ！

ノーベル平和賞を受賞したケニアの環境副大臣、ワンガリ・マータイさ
んが、日本の美徳「もったいない」を、世界の環境標準語にしました。

地球上の全ての人やモノを愛し、大切にし、活かし
きっていこう

アメリカの３５代大統領のケネディが最も尊敬する日本人
として上杉鷹山（第9代米沢藩主）の名前をあげました。。



＜石油資源を節約すると温暖化防止につながります＞

● 冷・暖房は、できるだけ家族一緒の部屋で。

● 水、お湯を大切に使おう。

● 買い物のとき不要な包装、ポリ袋は断ろう。

● 本当に必要なものを見きわめて買おう。

● できるだけ地元で作ったものを食べよう。（地産地消）

● 食べ物は残さず、大切に食べよう。

世界の言葉：もったいない
MOTTINAI！

私たちができることからすぐ実行しよう！



自然基底の文明

地球 環境

自然との共生が地球環境を救う

参考文献： 『地球環境文明論』星野克美 小学館



か ： 身体を鍛える。
暑さ、寒さに負けない健康な身体を作り、
色々なことに興味を持ち、しっかり勉強しよう。

お ： 思いやり。
人に対し、動植物に対し思いやりを持とう。
「自分さえよければ」という考えをやめよう。

し ： 自然と親しむ。
家族や友達と山、川に出かけ、自然と触れ合い、
自然を大切にする人間になろう。

地球環境を守るキーワード：お・か・し（小学校向け）



●戦争は絶対に起さない社会を目指す。
※相手を認める。いじめや暴力のない社会

●環境改善の技術を高め、途上国に援助する。
※水素技術、省エネ、二酸化炭素回収・貯留等

●勉学に親しみ、新たな価値を創造する。
※学歴や競走ではなく、幸せに生きるために学ぶ
※文学／工学／哲学／芸術／人類学／語学／歴史

地球環境を守るキーワード（中学校向け）



米 沢 市 弁 天 沼

今日は私の話をきいていただき、ありがとうございました。


