
可能なら永遠に発展し続けたい－ 

しかし＋子孫に負債は残したくない－ 
 

 ＧＤＰは世界で２位＋ 

 一人当たりのＧＤＰは１４位＋ 

  幸福度指数は６４位＋ 

 幸福度＇住民満足度（は３２位 

縮小社会への道 
松久寛   

 
 

第８回縮小社会研究会 2011.9.15 



社会の持続とは？ 



遺産 

• 個人９田畑＋家＋金＋家業 
• 国９自然＋技術＋インフラ＋産業＋資源    
• 生物９子孫 
 
日本では 
 生存基盤(空気、水、土、食糧（ 
 借金＇環境＋国債＋核廃棄物（ 
 人口？ 
 
 



原発事故 ⇒ 文明の転換点 
 

・絶対安全⇒壊れるもの＋飛行機＋自動車 

・技術信仰＋科学技術進歩  

        人類(日本人（の叡智   

 

・国の信用性 

・国と地方 

・マスコミ ｖｓ－ＩＴ 

・節電＋省エネ ⇒ 生活の見直し 

・子供の未来 

 



「安全神話」の崩壊 
• 浜岡原発4＋5号機の停止－ 

• ドイツやイタリア９脱原発が明確化 

• 「直ちに影響はない」＋「原子力村」＋「御用学
者」 政府＋産業界＋学会＋司法などの信頼性
の喪失 

• ｢日本の科学技術は優秀である｣＋「将来は科
学技術の進歩で解決される」＋「エネルギーは
新規に開発される」＋「核燃料サイクルで永遠
のエネルギーが得られる」９ 幻想 

• 10万年以上の廃棄物の管理？？？ 



「安全性を確保して使用し続ける」＋「安全性を確
保して使用しながら徐々に廃止する」＋ 
「すぐに廃止する」 
 
飛行機の事故９虱潰しの改良 
新幹線の無事故 
 
停止＝安全or不安全 
 
 「タラの話は北海道！」 

安全性 



津波か地震か 

• 震度５強と震度６ 

• 直下型地震 

• 日本中活断層 



飛行機事故の原因 

• 操縦ミス＋ 

• 設計ミス＋ 

• 整備不良＋ 

• 悪天候＋ 

• 航空管制ミス＋ 

• パイロットによる意図的墜落＇日航羽田沖墜
落事故（＋ 

• ミサイル攻撃＇大韓航空機撃墜事件（ 



 

・原発推進の背景９ 

  潜在的核保有能力 

  中東の石油依存の脱却 

  原子力村の利益 

  環境 ？ 

  安価 ？ 

   

・事故と廃棄物 

 

燃料の枯渇は文明の崩壊 

 



原子力政策大綱見直しの必要性について 
─費用論からの問題提起─   大島堅一 



原子力発電 – Wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB 
原典９EIA - Levelized Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2011 

http://www.eia.gov/oiaf/aeo/electricity_generation.html 

• 米国エネルギー省エネルギー情報局による試算 [編集] 
• 2010年に米国エネルギー省エネルギー情報局 (DOE/EIA) が公表した2016年にア
メリカで運用を開始する新規発電所の百万kWhあたりの発電コストは以下の通り
[116]。 

• 石炭火力  
– 従来型石炭火力 94.8 米ドル  
– 改良型石炭火力 109.4 米ドル  
– 改良型二酸化炭素貯留石炭火力 136.2 米ドル  

• 天然ガス  
– コンバインド・サイクル 66.1 米ドル  
– 改良型コンバインド・サイクル 63.1 米ドル  
– 改良型二酸化炭素貯留コンバインド・サイクル 89.3 米ドル  
– 従来型燃焼タービン 124.5 米ドル  
– 改良型燃焼タービン 103.5 米ドル  

• 改良型原子力 113.9 米ドル  
• 風力 97.0 米ドル  
• 洋上風力 243.2 米ドル  
• 太陽光 210.7 米ドル  
• 太陽熱 311.8 米ドル  
• 地熱 101.7 米ドル  
• バイオマス 112.5 米ドル  
• 水力 86.4 米ドル  

 

Yahoo! JAPANがお届けする 月刊 節電ガイド 2011.9月号 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB&action=edit&section=43
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/KWh
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%83%89%E3%83%AB


文明 

文明の興亡９火と技術 

    武器(弓矢＋刀＋鉄砲＋飛行機＋爆弾（ 

 

• 古代＇エジプト＋メソポタミア＋黄河（ 

• インカ＋蒙古 

• スペイン―イギリス―アメリカ 

• 縄文＋弥生 

 

 



猿    人間 

火、道具[石、棒、,土器＋青銅、鉄] 

火９ 木、石炭、石油、天然ガス＋原子力 

   オイルサンド，オイルシェール 
メタンハイドレートは世界中に分布し、日本周辺でも多く＇日本の年間天然ガス使用量の約100年分（分布していると推定されています。主に海底に

あるメタンハイドレートの量は現在知られている全世界の天然ガスと原油、石炭などを合わせた総埋蔵量の１倍以上あると言われており、もし安全
に利用することができれば新たなエネルギー資源として期待できます。 

 

 
 

 

主な地下資源の可採年数は、石油が41年、石
炭が147年、天然ガスが63年、ウランが85年と

されている  ^ 資源エネルギー庁 エネルギー資源の可採年数、原資料: BP統計

2007、URANIUM2005、2008年5月26日閲覧。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%82%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%82%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3
http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/life/kasainensu.html


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%A2%E
3%82%A4 

• 南太平洋に位置するイースター島はモアイとよばれる大石像で有名
である。最大のモアイは20mを超え、270トンにもなる。モアイは、
887体も彫られ、半数は台座に設置されたが、社会の崩壊過程での

氏族間の戦いで、すべて倒された。ではなぜ、そのようなモアイを作
れる社会が、崩壊したのであろうか。「文明崩壊＇ジャレド・ダイアモ
ンド著、草思社（によれば、木材の伐採が原因である。 

•  1000年から1400年あたりには、推定6000，30,000人が11ないし
12の氏族にわかれて住んでおり、それぞれが大きなモアイを作るの

を競っていた。彼らは、イモ、バナナ、サトウキビを栽培し、ニワトリ
を飼育し、イルカを捕獲して生活していた。当時は、モアイの運搬道
具になる高さが20mにもなる巨大なヤシや、カヌーの材料になる高
さが15，30mになる木などが生えていた。その木は住居、煮炊きか
ら火葬にも利用された。 

•  しかし、1400年ごろから、森林破壊が始まり、木材がなくなり、草や

芝がなくなり、土壌侵食が起こり、ついに食糧がとだえた。そして、
氏族間の戦いとなり、モアイ像も倒された－人口は十分の一になっ
た。さらに、1800年代にはペルーによる奴隷狩りと天然痘の持ち込
みで1864年には島民は111名になった。  

•  人間とサルなど他の動物との違いは、火と道具の使用である。火
は木材を燃やすことによって得られる。また、道具も木材から作られ
る。そこで、木がなくなれば、サルと同じ生活に戻らねばならない。も
ちろん、現代文明は、木の代わりに石炭石油という化石燃料を使用
している。道具も木製ではなく、鉄製である。その鉄を作るのに、昔
は木炭を使っていたが、現在は石炭石油を使っている。しかし、そ
の石油がなくなれば、現在文明は半ば崩壊し、石炭もなくなれば、
イースター島と同じ結末となるであろう。 

 

イースター島の滅亡 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Moai_Rano_raraku.jpg


世界人口推移 

国連人口基金東京事務所 世界人口推移グラフ 
http://www.unfpa.or.jp/p_graph/ 



http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1150.html 



「国土の長期展望」 中間とりまとめ概要 平成23年2月21日 
国土審議会政策部会長期展望委員会 



出典９「原子力・エネルギー」図面集2011 1-7  
http://www.fepc.or.jp/present/jigyou/world/sw_index_04/index.html 



図０ 世界のエネルギー消費量の推移 
使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1003.html 
 
 

世界のエネルギー消費量の推移 



 
あとみん(原子力・エネルギー教育支援情報提供サイト)運営事務局 

(財)日本原子力文化振興財団 科学文化部 教育支援センター
http://www.atomin.go.jp/atomin/data/img/contents/diagrams_src/jpg/16.jpg  

 

 

日本の消費エネルギー  石油換算 5億トン＇2007年（ 
 一人あたり4トン＝4ｘ10６kcal ≒100,000kcal/day 

 



省エネ技術 
 「科学技術の進歩に期待」は可能か 



エネルギー効率 – Wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%8A%B9%E7%8E%87 

 

注: 

ＣＨＰ９ Combined Heat & Power 
MHD９Magneto-Hydro-Dynamics 超伝導磁石などを用いてパイプに垂直な方向に磁界をかけ、
パイプにプラズマなどの流体を流すと、パイプ内に張った電極を通して横方向に電流が流れる。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E4%BC%9D%E5%B0%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E7%9F%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E5%A0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B5%81


 





火力発電設備の平均発電効率＇発電端（ 

使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 
？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所 
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1036.html 

蒸気タービンとガスタービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電では＋発電効
率が約５／％が可能になってきた。  

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


日本のエネルギーとＧＤＰ 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1028.html 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


経済成長と温室効果ガス排出量との関係──累積的因果連関モデルによる分析 
宇仁宏幸＇京都大学（ 
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図3　経済成長率と排出係数低下率との関係
　　＇先進諸国18カ国、1990～2008年の平均年率（

排出係数低下率

経済成長率

38
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省エネ ＇2000年から2010年（ 

エアコン９14％ 
冷蔵庫９60％ 
ＬＥＤ電球９80％＇白熱電球に比べて（ 
テレビ９64％＇32型ブラウン管型から液晶型（ 
 
ハイブリッドカー＋ 
 効率アップ＇定常運転（＋ 
 50万円の価格差＋ 
 
排熱の利用 



エネルギーの運搬と貯蔵と他用途利用 

• 石油はポリタンクで運搬貯蔵 

• バッテリー 

• 揚水発電所＋30％損失 

• 天然ガス＇メタン（はマイナス160度で液化して体
積を1/600に縮小して運搬 

 

• 石油＋天然ガス＋石炭は燃料として利用する以
外に＋繊維＋プラスチック＋薬品の原料 

 

• 熱＋電気＋エンジンの燃料＋化学物質の素材 

 



再生可能エネルギー 
自然エネルギー 

 
木材文明 

 
 
 



日本のエネルギー消費量の推移 

図１ 日本のエネルギー源別最終エネルギー消費量 
使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 

図０ 日本の部門別最終エネルギー消費量 
使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 

 
 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1009.html 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


０年間の電気の使われ方の推移 
 
 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所
http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data1013.html 

 
使用データ９資源エネルギー庁＞経済産業省、エネルギー白書 １／／６年版＇2007（ 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm


日本の水力発電量 
ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data4002.html 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


使用データ９資源エネルギー庁＞経済産業省、エネルギー白書 １／／８年版＇2009年（ 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所   http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data4003.html 

日本の地熱発電量 

http://www.enecho.meti.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


日本のバイオマス発電＇廃棄物発電を含む（の設備量 

？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data4006.html 

使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（ 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


日本の太陽熱利用＇太陽熱温水器やソーラー
システムなど（によるエネルギー供給量 
 

使用データ９ＥＤＭＣ．エネルギー・経済統計要覧＇2010年版（  
？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所   http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data4024.html 

10兆Kcal = 132万kwh 

http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


風力発電の発電設備量＇2009.10.15（ 

使用データ９資源エネルギー庁＞経済産業省、エネルギー白書 １／／８年版＇2009（  
？を！にするエネルギー講座| 財団法人エネルギー総合工学研究所   http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data4021.html 

http://www.enecho.meti.go.jp/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm
http://www.iae.or.jp/energyinfo/index.html
http://www.iae.or.jp/


NEDO新エネルギー部９[日本における風力発電設備・導入実績] | 日本におけ
る風力発電の状況http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/state/1-01.html 



太陽光、風力発電の導入実績 ， 新エネルギーへの取り組み ｜ 電気事業連合会【でんきの情報広場】
http://www.fepc.or.jp/future/new_energy/jisseki/index.html 



日本の太陽光発電導入量＇出力（の推移 ｜ 電気事業連合会【でんきの情報広場】 
http://www.fepc.or.jp/future/new_energy/jisseki/sw_index_01/index.html 



太陽光、風力発電の導入実績 ， 新エネルギーへの取り
組み ｜ 電気事業連合会【でんきの情報広場】
http://www.fepc.or.jp/future/new_energy/jisseki/index.h
tml 



省エネ生活＋http://www.save-energy.jp/2009/10/post-20.html 



http://event.yahoo.co.jp/setsuden_guide 
/theme09/newenergy/index.html 

Yahoo! JAPANがお届けする 月刊 節電ガイド 
2011.9月号 

エネルギーペイバックタイム
＇Energy Payback Time,)９2年 

http://event.yahoo.co.jp/setsuden_guide


http://event.yahoo.co.jp/setsuden_guide/theme09/newenergy/index.html 

Yahoo! JAPANがお届けする 月刊 節電ガイド 2011.9月号 

http://event.yahoo.co.jp/setsuden_guide




CO2 

世界の排出量＇億トン（ 
 ０８／／年 20 
 ０８４／年 55 
 ０８７／年 192 
 １／／／年 241 
 １／／５年 273 
 
CO2吸収は113億トン/年－ 
陸＇51（＋海＇62（ 

細線＇黒（９各年の平均気温の基準値からの偏差、 
太線＇青（９偏差の5年移動平均、直線＇赤（９長期的な変化傾向。 
基準値は1981～2010年の30年平均値。 
気象庁 | 世界の年平均気温 
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/temp/an_wld.html 



石油９熱と原料 

• 光発電 
コスト９数倍 

発電電力量が天候で変動 

期待寿命は20-30年 

エネルギー収支比９10-20倍？ 

• 風 

• 原子力 

• バイオ燃料 

堺市浜寺地区付近の灌漑用風車９1955 年頃 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/5/5f/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%86%B1%E6%B8%A9%E6%B0%B4%E5%99%A8.jpg


• ネギ畑と風車 
写真提供９西口輝男氏＇堺市鳳南町 （ 
昭和１／～２／年ごろ浜寺石津町～浜寺諏訪森町のネギ畑 

• http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~saito/job/others/windmill/windmill.html 
 

豊中市の服部緑地内にある民家集落博物館９「泉州地方では、大正
末期、畑地の水汲み用ポンプの動力として、最盛期には６／／基ほど
を数え、エキゾチックな風景をかもし出していたが、現在では、まった
く見ることができなくなった」 

泉州の風車 



▲３枚の羽根で回る風車＇風車の羽根は２５／度変わる仕組みになっており、風の角度にあわせ調整する（オランダの「キンデルダイク」はアムステルダムから南西へ約１
０ｋｍのところにある。運河に０８基の風車が立ち並び、オランダ干拓時代を忍ばせる風景である。 
オランダと言うとすぐに「風車」をイメージする方が多いと思うが、実はこの風車はオランダのどこでも見られる風景ではなくなってしまっている。 

０７６／年頃まではこの風車は約０万基もあり、干拓の為の排水用や産業用に使われたものである。国土の約３分の０が海抜ゼロメートル以下というお国柄、この風車は
排水用の道具として活躍していた。低地から高いところにある運河へと水を排水する為に風車の力に託したのである。 
しかし、０８／／年代になると排水ディーゼルポンプが普及し始め、この風車は次から次へと取り壊されていった。 
http://www.nta.co.jp/ryoko/tourcon/2003/031105_1/index.html 



オランダの風車  
「オランダの国はオランダ人が作った。」その担い手が風車であり、排水・灌漑が役割である。一方で、英国と同じく動力源としての風車があり、オランダで
は水車は動力源にはならないので、風車は多くの仕事をした。製材、マスタード練り、岩石の粉砕、染料の製造＇図２４、２５（、菜種油・落花生油絞りなど
がある。 http://www.eureka.tu.chiba-u.ac.jp/windmill/summary/06.html 

 染料製造風車．その内部 落花生油製造風車．その内部 



スペインの風車 
 ラ・マンチャ地方に出かけ、スペイン風車を見学した。スペインには
観光ガイドには、2,3の風車のサイトが紹介されているが、鉄道での
便がいい、カンポ・デ・クリプターナに出かけた。駅から15分くらいの
小高い丘の上に10基の風車がそれぞれ名前を持って立っている。こ

れらの風車を巨人と取り違えて、ドン・キホーテが戦ったという、いわ
れのある風車群である。 

 外観は石壁で、トタンの屋根で葺かれた、内部構造と翼は木製のタ
ワーミルである。翼はテールポールで風向に人力で合わせる。この
風車群は、オリジナルは16世紀である。製粉の仕事をしていた。 
http://www.eureka.tu.chiba-u.ac.jp/windmill/summary/06.html 

アメリカの西部劇に出て
くる井戸汲み用多翼風
車 



埋蔵燃料 

• 主な地下資源の可採年数は、 
• 石油が41年、＇０４６３億トン＋38.4億トン/年＋36.4％（ 
• 天然ガスが63年、 ＇０４４５億トン＋24.7億トン/年＋23.5％（ 
• 石炭が147年、 ＇３２／６億トン＋29.3億トン/年＋27.8％（ 
• ウランが85年＋ ＇４５０億トン＋6.6億トン/年＋6.6％（   
• 年間消費量は石油換算 

• ^ 資源エネルギー庁 エネルギー資源の可採年数、原資料: BP統計2007、URANIUM2005、2008年5月26日閲覧。 
 

• オイルシェール＋シェールガス＇埋蔵量(716兆ｍ２＋回収可能118 兆ｍ２ ＋天然
ガスに匹敵＇１倍？（（ 
 

• 世界の消費増大＋ドミノ現象 
• 原子力９廃棄にエネルギー 

縮小社会への道 

http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/life/kasainensu.html


世界のエネルギー資源確認埋蔵量 [関西電力] 
http://www1.kepco.co.jp/bestmix/contents/03.html 

）現時点で経済的、合理的な範囲で採掘可能であると推定される資源埋蔵量を年
生産量＇ウランは年需要量（で除した値。 
出典９ 石油、石油、石炭、天然ガスは「ＢＰ統計2009」、 
ウランは「OECD/NEA-IAEA URANIUM2007」  

http://www1.kepco.co.jp/bestmix/contents/03.html


風力発電に関するＱ＆Ａ集  平成１０年 ０月 
＇財（新エネルギー財団 新エネルギー産業会議 風力委員会 
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削減率と残存可採年数 
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縮小社会のための技術、政策 
 (30年後まで責任＋２／年先の人権（ 

・生産効率からエネルギー効率へ 
・もったいない＋100年住宅＋30年車 
・ワークシェアリング＋ 
・ベーシックインカム＋ 

石油など資源の可採残存資源が50年あるとす

ると毎年１％ずつ使用量を減尐すれば永遠に
可採残存資源は50年分ある－100年分あるとす
ると毎年1%減でよい－ 



拡大と縮小 
 発展＇＝拡大（９ 

技術はパイが大きくなるのが前提－産業も拡大を前提－経
済学では発展を前提としたものしかない－ 

企業で縮小は言えない－発展途上国で縮小は言えない－ 
 
縮小は始まっている 
・人口減＋高齢化 
・ＣＯ１の25％減＋電力の15％減は縮小 
・嘉田知事９もったいない 
・スローライフ＋ロハス 
・森林は持続してきた 
・都市の縮小＇過疎化（ 

 



終 


