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暮らしのCO2ダイエットニュースレター
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みなさんこんにちは！エコプレスを手にとっていただきありがとうございます！

ぽかぽか春の日差しや花の香りで心がうきうきする季節がやってきました！

今月号から関西大学経済学部・良永ゼミの新３回生が中心となり編集していきま

す。

オススメの小説・映画や、インタビューで環境問題を学びつつ、家庭でできるＥ

ＣＯを紹介していきます。よろしくおねがいします！

春です、新生活！桜！新たな出会い！
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２月１４日は何の日？

そうです！バレンタインデーです♡

今年のバレンタインチョコでは“フェアトレード”が注目されました！！
フェアトレード商品

例：コーヒー

砂糖

カカオ

綿製品 など

フェアトレードってなに？

アジアやアフリカ、中南米の、女性や小規

模農家など社会的・経済的に弱い立場にいる

人々に仕事の機会を与え、公正な対価を支払

うことで、彼らが自らの力で暮らしを向上さ

せ、自立するために支援する仕組みです。

ECOな面もある？！

フェアトレードでは、農薬や化学肥料に

頼らない自然農法や、生産地でとれる自然

素材と伝統技を生かした生産を行ていま

す。つまり持続可能な社会を目指すなど、

ECOな面でも力を発揮しているのです！

まだまだ遠い“フェアトレード”

果たして、“フェアトレード”という言葉を何人

の人が知っているでしょうか？私たちにはまだ、な

じみがないのが現実です。フェアトレード商品を

もっと買ってほしいという途上国の

生産者の声に応えてフェアトレード

ラベルが考え出されました！このラ

ベルによって、フェアトレード商品

であるとわかりやすくなったため、

消費者も安心して手に取ることがで

きますよね♪

今回のエコクッキングでは、

実際に関大生協さんが取り組んでいるフェアトレード商品の“マスコバド糖”を使用

して、プリンを作りました！！

マスコバド糖プリン（6人分）

・卵3個

・牛乳360㏄

・マスコバド糖60ｇ

実際、カカオ豆の原産国、ガーナやアルジェリア、コートジボアールなどの大規模カカオ農場で

は、人身売買で多くの子供たちが休みも賃金もなしに危険な仕事に携わっている、という今の日本で

は考えられない現実があります。こういった背景を考えると少しでも私たちにできることがあるので

はないでしょうか？

①牛乳を温めてマスコバト糖を溶かし、冷ましておく

②卵をボウルに入れてよく混ぜる（泡立てないように）

③②に①を加える

④よく混ぜてこし器でこす

⑤プリンカップに分け入れる

⑥鍋に２㎝程度の深さに水を入れ、プリンカップを並べる

⑦湯気が出たら弱火にし、５分後に火を消し保温調理する

⑧４０分後に竹串で刺し、液がでてこなかったらOK♪

⑨冷やして完成～～（＾○＾）！

＊保温調理…新聞紙で鍋を包み、その上からバスタオルで覆う調理

カレーや煮物など汁のある料理にぴったりです☆
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すぐに実践？！

ケトル ポットVSVS

１位 トイレに

ペットボトルを入れる

２位 シャワーを

一人一分短くする

３位 残り湯洗濯

４位 歯磨き時にコップを使用

５位 主電源をこまめに切る

６位 コンロを使うときは

中火にする

7位 アルミ箔を

蛍光灯の周りに貼る

※手間と値段を考慮してゼミ生

で作成したものです。

家庭でできる

エコランキング

電気ポットと電気ケトル、小さなようで大きな違い？！今回

はこの２つを徹底比較してみました。

「スピード対決！」：0.5リットルサイズの電気ケトルを

使用し、水温20℃の水を沸かす場合、約3分の時間を要

し、1.0リットルの水を電気ポットで沸かした場合は約10

分かかるとされています。よって、勝者ケトルー！！

「電気代対決！」：電気ケトルで0.5リットルの水を沸か

した場合、約1.2円かかります。そして電気ポットで2.0

リットルの水を沸かした場合、5.28円の電気代になりま

す。(内一時間保温する値段は0.48円)よって、勝者ケト

ル！！

＊補足：以上の結果より圧倒的に電気ケトルがお得なように

見えますが、電気ケトルは一人暮らし向き商品であり、お茶

やコーヒーを飲む回数が多い家庭では常に熱湯を保持できる

ポットの方が合理的とも言えます。

個々の生活スタイルにあわせて使いわけることで毎日の生活

をお得に過ごしてみませんか？

出典：電気設備の知識と技術

実験！エコライフ～家庭でできるエコに実際に取り組んでいます！～

現在実験中なので、どのくらいエコできているかわかりませんが、予測の金額を提示しておきたい

と思います。実験結果は次号の隅の方に載せたいと思っていますのでお楽しみに☆

ガス ①シャワーの時間を一人１分短くする ⇒ 月約520円

②コンロを使うときは中火にする ⇒ 月約18円

電気 ①主電源をこまめに切る ⇒ 月約800円

②アルミ箔を蛍光灯の周りに貼る ⇒ 月約５４円

水道 ①トイレにペットボトルを入れる ⇒ 月約２１６円

②残り湯を洗濯へ活用 ⇒ 月約320円

③歯磨き時にコップを使用 ⇒ 月約１９５円
※4人1家族の 場合で予測しています。

エコライフのモットーは“小さなことをコツコツと…”ですよ！

実験結果は次回号

のお楽しみ！！

一か月予測合計金額 ２１２３円

身の回りにある家庭の小さな疑問を自分たちで調べ、さらには実験しちゃいました！私たちが紹介

することを知っていると知らないとでは、家計に大きな差ができるかもしれませんよ？！
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～国と地方行政の役割って？？～
地球温暖化を解決すべく国には国の役割、地方行政には地方行政の役割があります。しかし地方行

政の取り組みは国に比べるとあまり聞かないかもしれません。そこで今回、大阪府環境農林水産部地

球環境課にお邪魔してお話を聞いてきました。

国と大阪府の地球温暖化問題に対する考え方

地球温暖化防止に向け政策を立てる際、核となってくるの

は国の方針です。京都議定書において日本は2008年から

2012年までに温室効果ガスを1990年比6％の削減を約

束しています。これを踏まえ、大阪府としても、2010年

度に 1990 年度比 9％削減と目標を掲げ、その

目標を達成できるよう様々な政策を立て、地球

温暖化防止に向け取り組んでいます。このよう

に国には国、地方行政には地方行政の役割があ

ることがわかります。

社会の仕組み

大阪府の地球温暖化対策の実施状況

大阪府地球温暖化対策地域推進計画に基づき、大

きく分けて6つの重点対策を行っています。特に

効果が大きいのは、条例で工場などエネルギーを

たくさん消費する事業者に自主的に温室効果ガス

削減計画の策定、実施を求めている点です。他の

対策も含め2008年度時点で1990年度比8.4％の

削減に成功しています。また環境省から委託さ

れ、E３（バイオエタノールをガソリンに3％混合

した燃料）の実証事業（＝新エネルギーの普

及！）に取り組むなど持続可能な未来に向け日々

対策が進められています。

今後の展望

今後の大阪府の地球温暖化対策として、政府の取組みと連

動して 2020 年度までに府域の温室効果ガス 25%削減

を目指すことを目標としています。これまでは産業界の努

力などで削減していくことができましたが、今後それだけ

で対応することは難しくなり市民 1人 1人の取り組みがよ

り一層重要になってきます。大阪府としては今後温室効

果ガスの削減を促進するための手法を提供するなど（ま

だ構想中）、自主的に取り組んでもらえるようバック

アップ体制を整え推進していこうと思案されています 。

おわりに

意外とクローズアップされない地方行政の取り組み、

しかし中を覗いてみると…。地球温暖化という共通問

題に皆本気で取り組んでいました。毎月16日は「ス

トップ地球温暖化デー」と定めているそうです。

（右の写真参照）。
大阪府エコアクションキャラクターの

モットちゃん（左）とキットちゃん（右）
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アマゾン川流域の熱帯雨林は、地球上で温室効果ガスを吸

収する主な地域です。しかし、近年の温暖化でアマゾン川流

域では深刻な干ばつが発生しているのです。干ばつで多くの

森林が枯れたため、アマゾン川流域のCO₂吸収量が減少する

と推測されています。それどころか枯れた木が腐敗してCO₂ 

が排出される可能性があるのです。

世界の環境ニュース

昨年の夏は暑かったですね。最高気温記録を更新するなど、本当に

猛暑と呼ぶにふさわしい１年でしたね。みなさんは昨年の平均気温が

どのくらい上昇したかご存知ですか？気象庁によって発表された年平

均気温の確報値を見て確認してみましょう！

昨年の世界の年平均気温の平年差はプラス0.34度で、1891年以降では1998年に次いで2

番目に高い値となりました。特に1990年代半ば以降に気温が高くなっており、インド洋や大

西洋、陸上では中央アジアを除く多くの地域で気温上昇が顕著にあらわれています。また、日

本での平均気温と平年との差はプラス0.86度で、1898年以降では4番目に高い値でした。な

お、この100年で世界の平均気温は0.68度、日本に至っては1.15度上昇しています。

では、この気温の上昇がどのような影響をおよぼしているのでしょうか。

アマゾンの干ばつ

出典：ブラジル・アマゾナス州政府

出典：沖縄県ホームページ

＜野生動物に迫る危機！＞
北極でも氷が溶けるという温暖化被害がみられます。海

氷の消失で生息密度が高くなったタイヘイヨウセイウチ

は、狭い場所で互いに押し合って生活しています。そのた

め子どもが親に圧迫され死んでいくという事態が起きてい

ます。さらにホッキョクグマやワモンアザラシの子どもま

で死んでしまうという事態も発生しています。このように

温暖化は、野生動物たちにも影響を及ぼしているのです。

さて、今回のニュースでは地球温暖化について取り上げました。温暖化が及ぼす被害は多く、

今回取り上げたニュースはほんの一部に過ぎません。自然や動物たちは私たちよりも前から地球

に存在していました。そして今、その両者が危険にさらされています。枯れていくアマゾンの森

林、なんの抵抗もできずに失われていく命…。この現状を生んだのは私たち人間です。しかし、

これらの自然や動物たちを危険から救い出せるのも私たち人間だけではないでしょうか。

出典：WWFホームページ

出典：地球環境研究センター（http://www.cger.nies.go.jp/ja/）
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関西大学 運送 再生工場

ベルトコンベア溶解炉
KUエコロール

KUエコロールへ生まれ変わる過程

①専門業者が定期的に機密文書の回収を行い、関西大学で封印し再生工場へ

②再生工場にて封印が解かれ、そのまま溶解炉へ

③異物の排除とインクの除去を行い再生紙となる

④回収から12時間前後でKUエコロールとして生まれ変わり、再び関西大学へ

KUエコロールとして再利用する前は、機密文書をどのように処理していたの？

関西大学でKUエコロールの普及率は？

2008年度では約60％のシェアです。

シェアが100％に至っていない理由は？

トイレットペーパー納入業者を2社に分け契約しているためです。2社に分割する

ことで納入単価の適正化や製造の安定化等を図っております。今後、学内普及率

を上げていく方針です。

機密文書の処理は現委託業者に委託しておりました。再生紙として利用され、

他の再生トイレットペーパー製品に加工され、市場に流通していました。

（出典）関西大学環境報告書2008，2009

みなさんは関西大学の試験解答用紙や会議資料、個人情報が掲載された書類などの機密文書がどう処理

されているか知っていますか？関西大学では、排出された機密文書年間52,850kgの約4割がトイレット

ペーパーに再生され、大学の各所で使用されています！この取り組みは2008年から本格的に導入されま

した。このトイレットペーパーを『 KUエコロール 』といいます 。
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新書紹介

村井哲之(著)/PHP新書/

定価735円

この本はカーボン

オフセットしてい

るんだ！

【紹介】

この本は、身近な環境問題、先進国や途上国といった地球規模の環

境問題を筆者独自の視点でわかりやすく取り上げています。 例え

ば、本のタイトルにある「ハイヒールと宝石が温暖化をもたらす」と

いう言葉を聞いても一見無関係と思いますよね？

でも実は、私達が安い宝石を買っている裏では、遠く離れたアフリ

カの森林減少に間接的に関わっているのです。

このように私たちの何気ない行動は、地球環境に大きな影響を及ぼ

しています。私たち個人の行動を見直すことが、温暖化防止の一歩に

なると教えてくれる一冊です！

【感想】

今まではメディアから一方的に伝えられた情報だけで環境問題を受け止めていたので、本質が見え

ていませんでした。この本を読んでみて、環境問題に取り組む時「何が大切か」「何が必要か」をも

う一度考え直すことができました。

例えばペットボトルの場合、リサイクル（＝地球にやさしい）より、そもそもペットボトルのない

ライススタイルを作りだすには…と「考える」ことが大切です。

もし「考える」ということをしなかったら、リサイクルにとどまり、「ペットボトルを使うのをやめ

る」という、一番環境に優しい行動ができませんよね？

このように、一人ひとりが環境に対し「考える」ことをすれば、それが正しい行動を生み、環境問

題の防止に繋がり、幸せな社会を築けると思いました。

※この本の印刷により排出されたCO2は機関を通してカーボンオフセット

しています。

【カーボンオフセットとは？】

日常生活や経済活動をするうえで出てしまう温室効果ガスについて、ま

ず、できるだけ減らす努力をします。それでも排出させてしまった温室効

果ガスは、その排出量に見合った温室効果ガス削減活動に貢献する（投資

等）ことによって、排出させてしまった温室効果ガスを埋め合わせするこ

とです。
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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

FAX 06-6368-9900

・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 ４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…松井

・WHAT IS“フェアトレード”??…小林、清水、塩津

・家庭できるエコ…大浦、平松、肖

・直撃 インタビュー…山口、久保、村上、赤松

・世界の環境ニュース…畠山、小田、中川

・関大機密文書のゆくえ…木村、稲葉、池田、松井

・新書紹介･･･山岡、村田、谷口

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

編集後記

◇エコクッキング初挑戦!! 保温調理などのエコ術も学べ、ポトフもプリンもおいしく作ることができました☆

（小林）

☆家庭でのエコは微々たるものですが、これを積み重ね続けることが大事なんだと学びました。来月の光熱費

の明細が楽しみです★（大浦）

※初めての経験で緊張しましたが、職員の方々はとても丁寧に優しく質問に答えてくださり、和やかな雰囲気

でできて楽しかったです。（赤松）

♪完成した原稿を初めて手にした時は、感激しました！（中川）

♯今回、記事を書かせて頂いて自分たちも改めて勉強になりました！これから身近な環境問題を学び、しっか

り伝えていけるよう頑張ります。（木村）

○エコプレスを通じて、環境について学んでいきたいと思います。一年間よろしくお願いします。（山岡）

リコージャパン株式会社関西営業本部

すいた環境教育フェア～あつまれ！ みんなのエコヂエ～

開催日時：平成23年6月18日（土） 午前10時～午後4時

場 所：吹田市文化会館（メイシアター） 吹田市泉町2-29-1 阪急吹田駅下車すぐ

内 容：市内のNPOや事業者による、環境保全に関するブース出展やパネル展示等を行います。

関西電力株式会社北摂営業所


