
 

1 

平成2３年1月15日発行  

暮らしのCO2ダイエットニュースレター 
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あけましておめでとうございます 

みなさん、あけましておめでとうございます！ 

エコプレスを手にとって頂きありがとうございます！厳しい寒さが続いていますがみな

さんお元気でしょうか！? 

この１月号が私たちにとって最後の編集となりました。３ヶ月に一回発行されるこの

ニュースレターで、季節に応じた特集や身の回りのエコについての記事をお伝えすること

ができたと思います！！ 

一年間本当にありがとうございました。 

それでは一緒にエコについて勉強していきましょう！！ 
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みかん ぶり カレイ 

いちご ブロッコリー さつまいも 

大根 

あんこう 

体を温める根菜類がますます旨味を増すこの季節。嬉しいですね～♪ 

ゼラチン質の多い魚介類や鳥の手羽先などの動物性たんぱく質を上手に

組み合わせて、免疫力を強化し、冬の冷気に負けない体力をつけましょ

う！今回もエコを考えたレシピを紹介します！！ 

ブリ大根    （１人前）       
大根の青首部分   1本 

ブリ    1切れ 

しょうが   少々 

だし汁   適量 

砂糖    大さじ2 

しょうゆ   大さじ2 

作り方                                               
（1）皮をむいた大根の青首部分は、乱切りにし、ブリはひと口大に切る。 

（2）（1）の大根・ブリを鍋に入れ、ヒタヒタになるくらいだし汁を加えて、火に  

   かける。 

（3）大根に箸がスッと通るくらいまで煮た後、砂糖、しょうゆを加え、落としぶた 

    をする。 

（4）（3）のだし汁が煮詰まってきたら火を止め、せん切りにしたしょうがと一緒 

        に器に盛って完成。 

★エコポイント★ 
《1》大根の青首部分は、他の部分に比べてうま味は弱いので、おい   

        しい旬のブリとあわせて煮れば、味が引き立ちます。 

                《2》落としぶたをすると、だし汁に漬かっていない部分も味が短時  

                        間で染みわたり、調理時間短縮でとってもエコ。 
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   近年、世界では様々な国が環境に対して積極的に取り組みを行っ

ています。 

 ドイツやスウェーデンなどヨーロッパの国々は環境先進国として

取り上げられることも多いですが、みなさんはニュージーランドが

環境に対してどのような取り組みを行っているか知っていますか？ 

政府 

  まず、政府の取り組みを見てみましょう！ニュージーランドに

は環境保全省があり、国立公園や自然保護区の管理を行っていま

す。例えば、世界一の散歩道とよばれるミルフォード・トラック

など、貴重な自然が残る多くの地域では、1日に歩ける人数を制

限し、その自然や生態系を守るシステムが確立されています。 
<ミルフォード・トラック> 

  <キーウィ> 

 

また、絶滅危惧種の動植物保護にも力を入れています。その代表と

してニュージーランドの国鳥である「キーウィ」が挙げられます。

キーウィは飛ぶことができない珍しい鳥です。以前は天敵がいなかっ

たために逃げる必要もなく飛ぶことをやめてしまったと言われていま

す。しかし現在では、人間が連れてきたネコやネズミに襲われ、数が

少なくなってしまいました。 

そこで政府は保護地区を設け、近隣地域のペットは常につないでお

くなどの規則を定めたり、キーウィの全面輸出禁止を行うなど様々な

取り組みを行っています。 

ニュージーランドでは国民の環境意識が高く、暮らしのなかでもECOにつながることが行われてい

ます。とりわけリユース（再利用）に対してとても積極的です。例えば、洋服のリユースでは、町

なかに洋服を回収する大きな箱が設置されていたり、洋服の回収袋が一般家庭のポストに入ってい

たりします。また最近では、レジ袋を有料にするスーパーも増え、エコバッグが広く普及していま

す。 

ニュージーランドの人々は自然体で暮らしており、無駄な習慣がなく、本当に必要なものを大切

にする考えが根付いています。 

彼らのこのようなライフスタイルを、私たちも見習っていくべきではないでしょうか？ 

フルーツのキウイは 

ここからきているんだよ♪ 

市民 

出典：ミルフォードトラック写真館 

出典：ニュージーランド政府観光局 
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吹田市役所エコオフィスプラン 

吹田市では２０２０年度までに吹田市全体で出る温室効果ガスを 

１９９０年度比２５％削減することを目標としています。 

２０１０年、１１月２６日（金曜日）私たちは吹田市役所が行っ

ている環境への取り組みの一つである「エコオフィスプラン第４

版」についてお聞きするため、吹田市役所、地球環境課に取材を行

いました。 

～はじめに～  

エコオフィスプランとは！？ 

エコオフィスプランとは市役所内の職場で、節電や節ガス、エコドライ

ブなどの省エネ・省資源に取り組むための計画のことであり、国の法律に

よって策定が義務付けられています。 

吹田市では策定が義務化される前の1999年からエコオフィスプランを

策定しています。 

～吹田市役所の取り組み～ 

エコチェックシート 

 エコチェックシートとは各職場に省エネ、省資源の取り組

み目標を設定し、それがどの程度達成できたかを独自の

PDCAサイクルを用いて点検・評価するしくみです。 

このしくみは「エコオフィスプラン第４版」で導入されて

います。 

PDCAサイクルの概要 

計画 PLAN 

 

 

実行 DO 

 

 

点検 CHECK 

 

 

見直し ACT 

取り組みを 

ホームページで公開 
～感想～ 

吹田市役所は義務化される前からエコオフィスプランに取り組んでいることからも分かるように、 

率先して環境政策に取り組んでいます。特に今回の取材で話を聞くことができた、エコチェックシー

トは普段の行動を見直し、そこから温室効果ガスを削減するという、とても良い制度でした。     

しかし、吹田市において温室効果ガスの25％削減を目指すのであれば、吹田市役所だけでなく家

庭や企業においてもこういった手軽にできて効果が期待できる行動を浸透させる必要があります。そ

のため、市民もこの目標に向け、受け身でいるのではなく市役所に案を提示するなど積極的に行動し

ていくことが重要であると感じました。 

ごみの分別 
 職員への啓発の 

張り紙 
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COP10 報告レポート 
「COP（Conference of the Parties）」とは、国際条約を結んだ国が集まる会議（締約国会議）

のことです。多様な生き物や生息環境を守り、その恵みを将来にわたって利用するために結ばれた生

物多様性条約では、第１０回目の締約国会議「COP10」が今年の10月に愛知県名古屋市で開催され

ました。世界中から192もの国と地域、8,000人以上のNGOや政府関係者が参加しました。 

私たち良永ゼミ生も関西大学生協のご協力により、このCOP10に参加することができました。 

¨COP10¨って何？ 

国際会議場の様子 

企業ブースでのお話 

 COP10に参加し、国際的な議定書が採択される場面に、日本の大学生として立ち会えたことは

私たちにとって本当に大きな経験になりました。また企業ブースでのお話を通して、企業が生物多

様性に取り組む際の費用はコストではなく、持続可能な経営を実現するための将来への投資である

と感じました。 

COP10に参加して 

会場の中では本会議と並行して多数のサイドイベント（政府関係者以外のNGOや企業の会議）が

行われていました。本会議では２９日の夜から「名古屋議定書」と「愛知ターゲット」の二つの大き

な国際目標がCOP10の最後に採択されるということで、最終日の夜も報道陣や関係者で超満員の本

会議場に参加してきました。採択の際、松本環境大臣が議長案を何度も読み返して全体の合意を図ろ

うと試みますが、ボリビアやキューバなど生物資源供給側である途上国の反対意見が相次ぎ、採択は

日にちをまたいで、進行されました。深夜の３時ごろにようやくすべての採択が終わり、木槌の音が

大きく響き渡ると会場は拍手喝采に包まれました。 
＊「名古屋議定書」…遺伝資源(植物や微生物)の利用に伴う利益を原産国に公平に還元する仕組みを定めたもの 

＊「愛知ターゲット」…条約締約国が生物多様性の喪失を止めるために2010年以降の世界目標を定めたもの 

本会議場の外では２００以上の企業・団体が個別にブースを出展していました。その中で私達は

主に企業が出展するブースを中心に回りました。 

「生物多様性」に対して企業はどう考えているのか、印象的だったインタビューを挙げます。 

・「大多数の企業が自然から恵みを受けて操業する以上、いつかはどの企業も取り組まなければいけ

ないがそれが¨いま¨だと認識している企業は少なく危険だ。(住宅業界)」 

・「ウチは食品を扱う会社だから比較的取り組みやすい部分はある。電子機器メーカーなどは生き物

への影響や関わりが分かりにくいため、取り組みが大変だと思う。(外食業界)」 
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29世紀、地球はどこもかしこもゴミだらけになってしまった。残された最後のロボッ

ト、ウォーリーは700年もの間たったひとりでプログラムされたゴミ処理の仕事を続けて

いる。ゴミだらけの地球をお掃除ロボットにまかせて人類は宇宙ロケットで旅行に出

かけてしまったのだ。人類が地球に戻るには「お掃除ロボットが地球をキレイにして

大地に植物が育ったら」というのが条件。ある日、植物を探しに宇宙からイヴという

女の子のロボットがやって来る。そこからウォーリーの生活は一転、2人のストー

リーが始まる。 

 
あらすじ 

すべてロボットに頼る生活を続けた結果、歩くことを忘れてしまった人間が、ウォーリー

に出会い、地球の悲惨さを知り、また「１」から植物とともに自分たちの手で地球を作りあ

げていこうとする姿がとても印象に残りました。 

今の私たちの生活は、自然からあまりにもかけ離れていて、人間も自然の一部だというこ

とを忘れているのではないでしょうか？このまま地球のことを何も考えずに生活している

と、遠い未来、本当にこの映画のように地球から自然がなくなるかもしれません。技術の発

展というのはとても良いことだと思いますが、やはり本来ある人間の姿を忘れてはいけませ

ん。自然にも目を向けなければいけないのです。 

 この作品は、ディズニー映画ということで小さい子供にも分かりやすく環境というもの、

地球の大切さを伝えることができ、また私たちの今の生活を見直すきっかけにもなる映画だ

と思いました。 

可愛いウォーリーが 

教えてくれるよ！ 

この作品の見どころはなんと言っても“映像

の美しさ”です！前半、登場人物がウォーリー

とイヴだけでほとんど台詞がない場面でも、美

しい映像を見ているだけでこの作品の世界に引

き込まれます！ 

見どころ 
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≪環境に配慮した商品を意識して購入していますか？≫ 

 

 

 

 

 上記のマークはよく見かけますよね。これらは環境に配慮した商品に与えられる環境（エコ） 

ラベルです。 

 環境に配慮したことを表すマークはこれだけでなく、他にも多数存在します。 

 今回は「生物や周辺環境に配慮し、持続可能な利用」を表すマークをいくつか紹介します！ 

 
MSC認証マーク（水産物） 

 乱獲や違法漁業が増加する中、いつまでも海の生き物を食べ続けるために、

海の自然環境や水産資源を守って獲れた水産物に与えられるラベルです。 

魚介類だけでなく、かまぼこなどの加工食品にも与えられます。 

森林管理や伐採が適切に行われて出来た商品に与えられるラベルです。木

材はもちろん、コピー用紙やノートなど幅広い商品に与えられます。 

FSC認証マーク（森林） 

農地における適切な土地利用や排水、減農薬である農産物に与えられる

マークです。果物や野菜、コーヒー豆や茶葉などにも与えられます。 

レインフォレスト・アライアンス認証マーク（農産物） 

≪みなさんは見かけたことがありますか？≫ 

≪私たちにできること・・・≫ 

水産物や木材、農産物は自然からの恵みです。これら自然からの恵みは化石燃料とは違い、適

切な管理・利用を行えば、永久的に得ることが出来ます。 

しかし、大量生産・大量消費が当たり前となった現代では、乱獲、森林の過剰伐採、過度の農

薬使用などにより、多くの自然や生物に影響を与え、自然からの恵みが枯渇する恐れがありま

す。実際に漁獲量の減少、小ぶりの魚しか獲れないといった問題も起きています。 

そこで、私たちは商品を購入する際の基準に値段やメーカー以外にも、自然や生物にどのよう

な配慮を行っているかといったことも考慮しなければなりません。今回紹介したラベルが付いて

いる商品はスーパーやコンビニなどに多数存在しています。皆さんも一度探してみてはいかがで

しょうか？ 
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アジェンダ２１すいた会員募集 
 
アジェンダ２１すいたは、持続可能な社会を目指す

市民、事業者、行政のパートナーシップ組織です。 
暮らしのCO2ダイエットをはじめ、様々な取組みを

実践しています。 
あなたも一緒に活動しませんか。 

 

 

 

 

 

入会希望の方は、アジェンダ２１すいた事務局まで 

【アジェンダ２１すいた事務

局】 
〒564‐8550  
吹田市泉町１－３－４０ 
吹田市役所地球環境課内 
TEL 06-6384-1782  

・個人会員：１,０００円／年 
・団体会員：５,０００円／年 
・賛助会員：１口１,０００円／年 
・準会員：無料 

 
エコプレス １月号 
発行：アジェンダ２１すいたエネルギー部会 

   〒564－8550 吹田市泉町1－3－40 

吹田市役所地球環境課内 

  TEL06－6384－1782  

FAX06－6368－9900 

編集：関西大学 経済学部 良永ゼミ  

・表紙…吉井 

・旬の食材・食と環境…松田、洲崎 

・環境先進国の取組み…北口、田井中 

・エコオフィスプラン…青木、出石 

・ＣＯＰ10報告レポート…上村、近藤 

・小説・映画紹介…柘植、森 

・日々の生活からエコライフ…小川、吉川 

暮らしのCO2ダイエット協賛・協力企業 

大阪トヨペット株式会社吹田店 関西電力株式会社北摂営業所 リコー関西株式会

編集後記 
◇表紙を一年間担当させていただきました。自分自身もエコプレスの編集を通じて多くのことを学ぶ

ことができました。本当にありがとうございました。（つばさくん） 

☆エコプレスをさせていただき、たくさんのことを学ぶことができました。一年間本当にありがとう

ございました。（すう） 

※エコプレスを通じて私たちも勉強になったことが多く、本当に良い経験ができたと思います。一年

間ありがとうございました。（なる） 

○一年間エコプレスを通じて、様々なところへ取材に行かせていただいたり、貴重な経験をすること

ができました。本当にありがとうございました。（ぽん） 

♭今回の取材で吹田市が様々なアイデアで環境保全へ取組んでいることがわかりました。（でいし） 

▼ＣＯＰ１０に学生として参加できたことは、本当に貴重な経験になりました。それをエコプレスで  

 紹介できてうれしいです。（こんちゃん） 

❤エコプレスの活動を通じて様々な面で成長することができました。一年間ありがとうございまし

た。（おがしょー） 

まちなか水族館講座 ～淡水魚と吹田の原風景（身近な生物多様性）について～ 
 淡水魚と吹田の原風景について、生物多様性という側面から考えてみませんか。 
◆とき／平成23年1月21日 (金)  14時～16時 場所／吹田市男女共同参画センター 視聴覚室 

◆費用／無料 ◆問い合わせ／吹田市環境部地球環境課 06-6384-1782 

シンポジウム「吹田の未来の環境教育を考える」 
 環境問題を考えるうえで、環境教育は大変重要です。このシンポジウムを通じて、未来の環境教育

について考えませんか。 

◆とき／平成23年2月19日 (土) 14時～17時  ◆場所／大阪学院大学 ２号館地下１階０２教室 

◆費用／無料 ◆問い合わせ／アジェンダ２１すいた事務局（吹田市環境部地球環境課） 


