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恵みを活かして「自立の島」へ
――

佐渡の未来への提言
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佐渡には稲作のためにつくられた溜池が無数にある
（七浦海岸・橘地区）
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万人が暮らしたと伝えられます
佐渡がサステイナブルな島になる
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賄うのはどうでしょう。
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（鈴木基之さんの講演資料をもとに編集部作成）
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運んでくる石油に頼るのではなく、
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