20
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順調に進展する
中国東陽山緑化事業
漠地です。
本件事業もあと１年となりまし
た。今般陝西省から植林の状況が報
告されましたので、お知らせします。
●２０１７年までの５年間の取組

２０１３年から２０１７年までの
５年間に、補植を含めて６，４８０
株の樟子松が、 ヘクタールの地に
植林されました。植林現場のある楡
林市は、名前のとおり、もともとは
にれ
楡の林のある風光明媚な地だったの
でしょうが、近年砂漠化が進み、中
国の「防砂治沙」の重点都市に指定
されていました。
砂漠化が進む厳しい環境条件での

植林でしたが、２０１９年６月時点
で、苗木の高さは最高 ｍ、最低で
も ｍに達し、活着率も ．９％と
良好な数字を示しています。
防護林として順調に成長している
本件植林地には、防風防砂、水と土
の保持、空気の浄化、環境美化等の
多くの効果が期待されており、当地
の生態防護システムとして欠かすこ
とのできないものになりつつあるこ
とが報告されています。
●２０
 １８年、２０１９年の２年間
の取組
緑化事業の開始から６年目とな
る２０１８年５月、それまでの植林
地から約３キロ離れた地に、新たに
９ヘクタールのクルミの植林を実施
し、覚書に記された ヘクタールの
植林プロジェクトが完成しました。
２０１９年６月には２８６本が補
植され、クルミの植林本数は併せて

2019 年春。
順調に成長しつつある樟子松の植林地風景

中国東陽山緑化事業は、当基金と
陝西省楡林市横山県との間で交わさ
れた「造林に関する覚書」に基づき、
２０１３年から２０２０年までの８
年間、陝西省東陽山において ヘク
タール、１万４００株の植林を行う
こととして取り組まれてきました。
陝西省は中国のほぼ中央に位置
し、省 都 は 西 安（ か つ て 中 国 の 政
治、経済、文化の中心地であった長
安の都）です。植林現場のある楡林
市は、陝西省の最北部に位置し、西
安から飛行機で約１時間かかる遠隔
地です。気候条件は厳しく、夏の最
高気温 度、冬の最低気温マイナス
度、年間降雨量約５５０㎖の半砂

2014 年春。
半砂漠地の厳しい環境の中での樟子松の植林風景。

25

中国陝西省の地図
陝西省は中国大陸の中央部に位置している。楡林市
はこの陝西省最北部の行政区。

〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16 馬事畜産会館203
☎ 03（3297）5505 Fax 03（3297）5507
URL：https://green-earth-japan.net/
e-mail：defense@green.email.ne.jp
郵便振替口座 00110-9-161182
定価 ￥150

いま名もない砂漠がふえている
私たちは次の世代へ緑の地球を贈ろう
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2017

環境危機時計９時 分と
なる。
調査開始以来最悪となっ
た２０１８年の９時 分
とほぼ同じ結果

環境問題への取り組みに対する改善の兆しがみられる項目として最も多く選ばれたのは「気候変動」
。

公益財団法人旭硝子財団（理事長：石村和彦）は、1992 年より、毎年、世界の環境有識者を対象
39
に環境アンケート調査を実施しております。今年は世界
205
10 カ国に調査票を送付し、143 カ国
59
2,072 名から回答を頂きました。以下に本年度の調査結果の要点を発表致します。
（調査結果の詳
31
細は「第 28 回地球環境問題と人類の存続に関するアンケート調査報告書」
に記載してお手元にお
届けすると共に、9 月 6 日午前 11 時より財団ウェブサイトでもご覧頂けます。
）

10

14:22:09

2019/09/25

2

29100336 緑の地球新聞_CS4.indd

9:33

９３３株（楠子松６，４８０株、ク
ルミ４，４５５株）の苗木を植え付
けることが出来ました。
残り１年間は新たな植樹はせず、
今まで植樹してきた林の補植やメン
テナンス管理をしっかりと行い、
ヘクタールの植林を完成させていく
予定です。
日中が協力して造成した林が、今
後長きにわたって、安定した防風防
砂効果と経済効果（利益）を両立で
きることを強く願っています。

● 危機時刻を決める上で念頭に置く項目は 2011 年以来一貫して「気候変動」が最多。

58

9:50

44

1992 年の調査開始以来最も針が進んだ昨年と
・1992 年の調査開始以来最も針が進んだ昨年とほぼ同じ危機感を示している。
ほぼ同じ危機感を示している。

４，
４５５株となっています。
２０１９年６月時点での苗木の活
着率は ．３％と良好です。成長状
態も良く、まだごく少数の木ですが、
２０１９年に実を結びました。
２０２０年にはほとんどの苗木が
実を結ぶ見込みです。
ク ル ミ は 耐 寒 性、耐 旱 魃 性 に 優
れた特長を有しており、土地が痩せ
て日当たりが強く、旱魃地である黄
土高原でも、谷間にしっかり根付い
ています。現地では本件植林事業に
よる高い経済効果が期待されていま
す。

30

・全回答者の平均危機時刻は昨年より 1 分戻って 9 時 46 分。

様性」が９時 分で１位となり、次
いで「人口」
、＊
「ライフスタイル」
が９時 分で同率の２位となりまし
た。
（＊
「ライフスタイル」とは、エ
ネルギー、資源多消費型のライフス
タイルからの転換を意味します。
）
また、
「気候変動」はアンケート
回答者が危機時刻を決める上で最も
念頭に置いた項目でしたが、危機時
刻では９時 分で４位でした。
２０１９年度から、
「環境問題への
取組に改善の兆しは見られるか」と
の設問が設けられました。これによ
ると、脱炭素社会への転換について
地域差はあるが、全体としてわずか
ながら改善が見られるとの結果が出
た反面、危機時刻を決める上で最も
深刻とされた「生物多様性」は５位
にとどまり、深刻さが増しているこ
とが危惧される結果となりました。

9:23

2016

2015

2014

9:20

9:27

9:31

9:30

9:46

9:47

9:40

46

10

54

過去６年間の危機時刻経年変化
（全世界）

46

I. 環境危機時計 ®～人類存続の危機に関する認識

31

I-1 環境危機時刻

25

● 世界全体の平均危機時刻は、調査開始以来最も針が進んだ昨年とほぼ同時刻の 9 時 46 分。
● 危機意識が高いのは、昨年同様、オセアニア、北米、西欧の 3 地域。東欧・旧ソ連も 9 時
台となった。逆に最も低いのは全地域中、唯一 8 時台に留まるアフリカ。
● 環境危機時刻を世代別にみると、
「60 代以上」の危機意識が最も高い。

●今後
 の本件植林事業への対応

2018 年のクルミの植林地。乾燥した大地が続いている。

47

環境悪化による人類存続の危機
を、世界の有識者等はどう認識して
いるのでしょうか。
９ 月 ６ 日 に 公 益 財 団 法 人「 旭 硝
子財団」が２０１９（令和元）年の
アンケート調査結果を公表しまし
た。調査は１９９２（平成４）年よ
り毎年実施されており、今年は世界
１４３か国２，０７２名から回答が
ありました。
環境悪化による人類滅亡の時刻を
１２時とする「環境危機時計」は、
２０１９年は１分戻って９時 分と
なり、調査開始以来最悪となった昨
年とほぼ同じ数値となりました。
過去６年間の危機時刻の推移は表
のとおりです。危機意識が高い地域
はオセアニア 時 分、北米 時
分、西欧 時６分と続き、低い地域
はアフリカ８時 分でした。
日本は９時 分でしたが、２０１７
年９時８分、２０１８年９時 分から
大きく時計の針が進み、危機意識が
高まっています。
個々の環境問題をみると、危機時
刻を決める上で最も深刻だと思われ
る問題は、昨年３位だった「生物多
脱炭素社会への転換については、地域差はあるが全体として僅かながら改善が見られる。

●
●

2019 年 9 月 6 日

２０１８年の植林時のクルミの苗木。

公益財団法人 旭硝子財団
第 28 回「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」調査結果

２０１９年の状況。１年経過して実が成るま
でに成長したクルミの木。

●

一方、環境に対する危機感を時刻からみると、
「生物圏保全性」が最も高い。
今年から環境問題への取組みに対する改善の兆しは見られるかという設問を設けた。

●

ニュースリリース

92

中 国 東 陽 山 緑 化 事 業 は、事 業 開
始から本年までの７年間で、 ヘク
タールの地に、覚書を上回る１０，
25
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「地球にやさしいカード」２０１９年度助成団体紹介

ＦｏＥ Ｊａｐａｎの活動
ＦｏＥ Ｊａｐａｎは、１９８０年
から日本で活動する国際環境ＮＧＯ
です。気候変動・森林破壊・開発に
よる環境破壊・原発エネルギー問題
など様々な問題に取り組み、調査・
提言活動、キャンペーン活動を通じ
て地球上のすべての生命（人、民族、
生物、自然）が互いに共生し尊厳を
もって生きることができる、平和で
持続可能な社会を目指しています。

消費して発展してきた上、今でも一
人当たりのＣＯ ２排出量が世界５位
という大量の温室効果ガス排出国で
もあります。気候変動への歴史的責
任が大きい日本には、自国内での大
幅な温室効果ガス排出削減や、途上
国への資金・技術支援を行うことが
求められています。
近年、気候変動の観点から、発電
源の中でも温室効果ガスを最も多く
排出する石炭火力発電からの脱却が
世界的に進み始めています。
日本は石炭火力発電に大きく依存
しています。また、日本は「従来よ
り効率の良い日本の石炭火力発電」
を「気候変動対策」として輸出推進
しています。しかし、高効率といえ
ども、石炭火力発電はその他の電力
源に比べて最も多くの温室効果ガス
を排出します。また途上国に輸出さ
れる石炭火力発電所には大気汚染物
質を抑制する装置が十分に備え付け
られていないケースが多く、公害の
原因にもなっています。
気候変動対策に人権や公平性の観
点が欠ければ、結局、人権侵害や環
境破壊につながってしまい、本末転倒
です。そのためＦｏＥ Ｊａｐａｎで
は、支援の現場で起きている問題点に
ついても調査し、人権や持続可能性
に配慮した「海外支援」が行われる
よう提言活動を行っています。
また、国内で進む新規石炭火力発
電事業に関する問題提起や、地域住

民の方々と協力した情報発信などの
活動を行っています。
気候変動の緊急性を感じる人がま
だ少ない日本。国際的な議論をわか
りやすく紹介したり、若者を巻き込
んだイベントやセミナーなどを開催
し、気候変動を自分ごとにし、一人
一人ができる気候変動アクションを
呼びかけています。
気候変動対策は待ったなしです。
多くの人の生活や命、人権が危機に
さらされています。
何十年も前から、大量生産・大量
消費・化石燃料依存のライフスタイ
ルが地球を破滅させると警鐘が鳴ら
され続けていますが、いまだに私た
ちの社会は抜本的な転換を実現でき
ていません。今こそ、政策はもちろ
んのこと、ライフスタイルや今の社
会のシステムを大きく変えなくては
ならない時に来ています。

COP 24 ポーランド会議で気候正義を訴える市民の
様子（2018 年 12 月ポーランド）

14:22:09

2019/09/25

3

29100336 緑の地球新聞_CS4.indd

年、インド全体で年間５００万人以
上が洪水などの災害で影響を受けま
した。２０１９年に入ってからは北
極圏での火災が深刻です。
ＦｏＥ Ｊａｐａｎは最新の国
際議論をウォッチし、途上国の現状
や市民社会の声を踏まえた提言活動
を日本政府などに対し行うことに
加え、実際に気候変動の影響を受け
る途上国での現地調査も行っていま
す。これまでに、スリランカ、フィ
リピン、インドネシアにおける気候
変動の影響とその対策や課題などに
ついて調査し、動画などにまとめて
います。最近ではモルジブの海面上
昇や適応の限界について調査を行い
ました。
日本はこれまで多くの化石燃料を
海面上昇など気候変動の被害を受けるモルジブ
の海岸

拡大する気候変動の被害
相次ぐ豪雨災害や連日の猛暑、日
本でも気候変動の影響を身を以て感
じる機会が増えました。２０１５年
に採択された「パリ協定」は、京都
議定書に代わる気候変動に関する国
際的な枠組みです。そこには、世界
の気温上昇を産業革命前に比べて
２℃未満より十分低く保つことを目
標とし、 ℃に抑える努力を追求す
ると書かれています。
しかし、世界の平均気温はすでに
産業革命期前に比べ、約１℃上昇し
ています。世界中で気候変動を原因
とする異常気象の多発、海面上昇な
ど、様々な形で私たちの生活や自然
環境に影響が出ています。２０１７
年、災害による国内避難民は世界で
２千万人にも及びました。２０１８
1.5
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研究 ･ 活動報告会の開催
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たくさんの使用済み切手など
ありがとうございました
使用済み切手等売上表

11 月８日（金）に標記の報告会を開催します。
様々な環境問題に取り組む助成団体のうち、本年は「生物多様性」
に注目して下記記載の２団体から、日頃の活動状況が報告されます。
また、活動報告に先立ち、令和元（平成 31）年度助成団体に対して、
「助成金贈呈式」を開催します。
入場無料です。多くの皆様に日頃の活動状況をお聴きいただけれ
ばと願っています。こぞってご出席をお願い致します。

未使用テレホンカード
未使用／使用済切手

外国コイン＆紙幣

日

時

令和元年 11 月 8 日（金）14：00 ～ 17：00

場

所 馬事畜産会館 2 階会議室
東京都中央区新川 2-6-16

（地下鉄東西線・日比谷線「茅場町駅」徒歩 5 分
JR 京葉線・地下鉄日比谷線「八丁堀駅」徒歩 5 分
都営バス東 16 系統 東京駅八重洲口発深川車庫前また
は東京ビッグサイト行き バス停「新川」下車徒歩２分）

助 成 金 贈 呈 式 （14：00 ～）

第二部

研究・活動報告会 (14：30 ～ 16：30 頃）

○「トンボの種の保全と自然環境を守る」
ＮＰＯ法人

桶ヶ谷沼を考える会

○「国の天然記念物のシマフクロウ保護に向けた取組」
虹別コロカムイの会
この後、意見交換のための懇親の時間を若干設け、17：00 頃終了予
定です。
参加ご希望の方は、
「緑の地球防衛基金」まで、次のいずれかの方法で
ご連絡願います。電話（03-3297-5505）
、FAX（03-3297-5507）
、
E-mail（defense@green.email.ne.jp）
。締切りは 11 月 6 日。

－

日敬称略）

塚ＦＡＮ
‘Ｓ文通サークルＲｅｎｋ
ａ、㈱種清、
「小さな親切」運動奈
良県本部、デジタルプロセス㈱、東
京少年友の会立川会、東洋熱工業㈱
大阪支店、有限責任監査法人トーマ
ツ、
（一社）徳之島観光連盟、名古
屋市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター、ニッパツ・メック㈱、日本
機材㈱、日本フルハーフ㈱、日本郵
便㈱市川大洲郵便局、パナソニック
エコソリューションズ労働組合、パ
ナソニックホームズ労働組合、ハン
ドメイドＬｕーｘ、日立建機日本労
働組合、
日立建機労働組合本社支部、
福岡県立特別支援学校「福岡高等学
園」
、
富士通コミュニケーションサー
ビス㈱、
（公社）宮城県宅地建物取
引業協会、
㈱ミライト・テクノロジー
ズ緑の会、
㈱ロイヤルパークホテル、
ワミレスコスメティックス㈱

新入個人会員

（６月中旬～９月

江島智恵子

寄付協力者

4

（６月中旬～９月１５日敬称略）

新井信衣、淡野ゴスペルクワイア及
びチャリティコンサート募金箱、㈱
ＥＣＣ、大槻幸一郎、木野友義、黒
澤一雅、小松原誠、酒本直樹、ジャ
パンカインドネス協会、
㈱正宝住販、
㈱セディナ、ボランティアベンダー
協会、森口修、ラサ商事㈱
29100336 緑の地球新聞_CS4.indd
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15

㈱朝日工業社、井上健太郎税理士事
務所、インフォコム㈱、宇佐ながす
ライオンズクラブ、柏市国際交流協
会、神 奈 川 機 器 工 業 ㈱、神 奈 川 少
年友の会、
（一財）九州環境管理協
会、京葉ガス「小さな親切」の会、
国際ソロプチミスト大阪 中央、三
洋電機ボランティア推進委員会、㈱
シーエスイー、ＪＸＴＧエネルギー
㈱関東第２支店、清水建設㈱安全環
境本部、新光電気工業㈱、生長の家
白鳩会東京第二教区連合会、ダイジ
ク㈱、大成建設㈱横浜支店、大平工
業㈱、高千穂ライオンズクラブ、宝

第一部

309,772 円

日敬称略）

日敬称略）

15

計

（６月中旬～９月

株式会社セディナ地球にやさしいカード

4,560 円

使用済み切手等協力者

援

23,134 円

足立恵美子、阿部榮美子、淡野ゴス
ペルクワイアチャリティコンサート
来場者、石井ふみ子、市川浩一、一
柳清美、渋川文隆、進士五十八、菅
井節子、染矢武尊、土屋のり、富沢
千代、羽生佳代子、林央、福田順子、
堀内志保、山口元子、藪陽一、渡辺
純子、匿名

後

同法人・団体協力者

公益財団法人 緑の地球防衛基金

（６月中旬～９月

催

0円
282,078 円

未使用／書き損じハガキ

合

主

〒 104-0033

（６月中旬～９月15日）
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