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新年あけましておめでとうございます
新年あけましておめでとうございます！！
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！！
どんな冬休みを過ごされましたか？！
いよいよ新たな年の幕開けです。今年の目標を決め、有意義な１年にした
いですね！！
さて、早いものでこの1月号が私たちにとって最後の編集になりました。手
に取って頂き、本当にありがとうございました！
それでは、エコについて学んでいきましょう！！
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実は…
成人一人あたり一日で、2,500kcal程度の食べ物を摂取してい
るのに対し、家庭で使うエネルギーは、約5倍の11,859kcal。
そして、その生活を支えるために社会レベルで一日あたり使う
エネルギーは、なんと30倍以上の80,109kcal。私たちはこん
なにたくさんのエネルギーを使っているのです！
みなさん、エコを意識してみませんか？

【エコクッキング】…“環境に調和した食生活”という意味
エコクッキングのポイントは、①
①買い物、②
②料理、③
料理 ③片づけ、この３つです！
づけ

①買い物：ごみのすくない買い物、食材の選び方、環境に配慮した容器包装を選ぶ！！
②料 理：省エネ料理、食材を最大限に活かした調理、適切な保存をする！！

③片づけ：水の節約、水の汚れを防ぐ、ごみを上手に捨てる！！

★実践★
今回私たちは、この季節にうれしい旬の食材「カブ」を
使ったクリームシチューを作りました！！
食材はこちら！

【材料】
鶏もも肉・ホタテ貝柱・カブ・人参 ・玉ねぎ・サラダ
油・牛乳・固形スープ・塩こしょう

今回使用したカブ

●意識したポイント●
①家の残り物を使う！
②沸騰した後に、新聞・タオルを巻き、ガスの使用時間削減！
③野菜は玉ねぎ以外、皮をむかずに調理！
出来あがったクリームシチュー
★★★★★★★★★★★ 結 果 ★★★★★★★★★★★★★

カブがシチューにマッチしていてとても美味しかったです！
そして今回の料理で出たゴミは、なんと玉
玉ねぎの皮
ねぎの皮のみでした！！素晴らしい！！
のみ
今回意識したポイントはシチューに限らず色んな料理で用いることができるので、
みなさんも是非参考にしてみてください！

Let’s エコクッキング！！
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あらすじ
かつて人類は、発展した産業文明の中で豊かな生活
をしていました。しかし、“火の7日間“と呼ばれる大
戦争により産業文明は壊滅してしまったのです。
それからおよそ千年、わずかに生き残った人類は、
巨 大 な 虫 達 が 棲 み、有 毒 な ガ ス を 発 す る 広 大 な「腐
海」と呼ばれる森に浸食されようとしていました。
主人公ナウシカが暮らす「風の谷」は、海から吹く
風によって腐海の毒から守られながら平和な生活をし
ていましたが、ある日、虫に襲われた輸送飛行船が、
風の谷に墜落。そして船内には、“火の七日間“の戦
争で地球を壊滅させた「巨神兵」の核が積まれていた
風の谷のモデルとなったと言われる
カタ・ジュタ（オーストラリア）

ので す。やがて その巨神兵の核を めぐり闘争が勃 発
し、ナウシカも巻き込まれ・・・。

映画から
映画から見
から見る環境問題
主人公ナウシカが暮らす「風の谷」では、谷に強い風が吹くことや、川の流れをうまく利用した
風力発電や水力発電を行うことで、自然と共存しているのです。
では、私たちが実際住んでいる日本ではいったいどのくらい自然と共存できているのでしょうか。日
本のエネルギー自給率の内、自然の力を用いた発電は、たった3％しか占めていません。しかし日本に
は、自然エネルギーで１００％自給できるほどの資源が眠っているのです。今後、私たちはそれらの資
源を利用し、風の谷のように自然とうまく関わりあった社会づくりをしていかなければならないのでは
ないでしょうか。

感 想
私たちにとって一番印象的だったのは、最後に人々が一度破
壊された風力発電や水力発電を建て直し、使い続けようとする
場面です。この場面では「自然の力を利用して行う発電は、仮
に事故が起こり破損した場合でも、環境に大きな悪影響を与え
ることがない、持続可能なエネルギーである」ということを伝
えたいのではないかと私たちは考えました。
つまり、手に負えないエネルギーの危険性と今後の日本、さ
らには世界の進むべき道もこの映画で示していたのではないで
しょうか。
ぜひ、もう一度この映画を「環境」という視点で見直してみ
てください。そうすれば、この映画の今までとは違う良さが見
えるのではないかと思います。

王蟲（オウム）のモデルとなったと
言われるカタ・ジュタの巨石群
写真：photolibrary

3

再生可能エネルギー特別措置法とは？
2011年8月26日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下再
エネ法）が成立しました。この法律によって再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマ
ス１）を用いて発電された電気を一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けました。この法
律は、2012年7月1日からスタートします。

具体的にどんな制度？
発電事業者
電力利用者
電力会社
売電

供給

家庭
家庭での発電

固定価格買取
料金支払
企業

再生可能エネルギーは一般的に初期費用が高いといわれています。
例えば家庭用太陽光発電（４kW）にかかる初期費用は、約200万円です。
再エネ法では、電力会社に固定価格で一定期間買取ってもらう事を義務付けるため、
初期費用の回収にめどが立ち、再生可能エネルギーを導入しやすくなります。

制度の問題点
この制度には、問題点が1つあります。それは、天候によって出力が左右される再生可能エネルギー
が送電線に接続されると電圧などが変動する懸念があるため、法律には電力会社が買い取りを拒否で
きるという条項もあることです。電圧などの変動を抑制するためには送電網の能力を高める必要があ
りますが、買い取り拒否の余地を残した今回の法律では、電力会社による能力増強の取り組みが不十
分になってしまう可能性もあります。
～まとめ～
電力会社が買取拒否できるといった問題はあるものの、再エネ法によって日本は
再生可能エネルギーの普及に向けた第一歩をふみだしたと言えるでしょう。
今後、新しくスタートする再エネ法に期待大ですね♪

１

バイオマス…動植物由来の生物資源を利用して電気をつくる発電方法（出所：資源エネルギー庁）
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～高知県梼原町～

みなさん！再生可能エネルギーが普及している町が日本にあるということを知っていますか？？
日本は福島第一原発事故をきっかけに再生可能エネルギーへとエネルギー転換の動きが見られます。
しかし、再生可能エネルギーが普及していくというイメージ、あなたはできますか？そこで、わ
たしたちは再生可能エネルギーを積極的に導入している町、高知県梼原町へ行ってきました!

梼原町ってどんな町？
梼原町は愛媛県と高知県の県境に位置し、人口は4600人という小さな町。
町の91％が森林で占められており、四国カルストの高原が広がります。
さらには、四万十川が流れているといった自然いっぱいの町です。
そんな豊かな自然を守りたいという意識から、
再生可能エネルギー
再生可能エネルギーが導入されました！！
エネルギー
現在、梼原町で使われるエネルギーのうち、なんと27
27％
27％が再生可能エネルギーで占められています。
そして、2009年には環境モデル
環境モデル都市
モデル都市に選定されました。

どのように普及させてきたの？
環境モデル都市とは…？
低炭素社会の実現に向けて
温室効果ガスの大幅削減などの
環境に
環境に良い取り組みを行
みを行うモデル都
モデル都
市として、日本政府により
選定された都市（自治体）のこと。

1997年に2基の風力発電を導入し、
風力発電で発電した電力を四国電力に
売電することで収益を得ています。
また、その収益は小水力発電やソーラー外
灯、太陽光発電設置の補助金として使われ、
再生可能エネルギーを普及させてきました。

泊まるならココ！

町役場の方にインタビュー

梼原町では、環境に配慮したモデル住宅に

Q.普及にあたって大切なことは？
A.町民に理解をしてもらうことです。
町民に理解してもらうために説明会を
行っています。
Q.風力発電による環境被害はありますか？
A.今のところ被害はありません。
風車の近くで飼われている牛への影響もなく、
鳥が風車に当たって死んでいるという報告も
ありません。

宿泊することができます。モデル住宅には、
太陽光発電の発電量や
使用電力量を確認
できるエネルギー
測定器などがあります。
この宿泊施設は本当におすすめ
おすすめです！
おすすめ
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そもそもCOP
そもそもCOPとは
COPとは…
とは…
“Conference of Parties（締約国会
議）”の略称で、国際間で締約される条約の締約国が集まった会議
のことを指します。そして今回、南アフリカ共和国のダーバン開催
されたCOP17では、国連気候変動枠組条約の締約国である194
の国や地域が集まり、各国の温暖化防止対策について様々な議論が
繰り広げられました！
◆開催地：南アフリカ共和国、ダーバン
◆日程 ：2011年11月29日～12月9日

★

年号

初めての法的枠組みだが、CO2 排出量２位
のアメリカは2001年離脱。排出量１位の
中国は議定書に参加しておらず抜本的なも
のとはまだ言えず。

先進国と途上国との対立が原因でまとま
らなかったが、排出削減目標を一部の国
で設定。

途上国への資金援助金、グリーン気候基金の
設立が含まれているものの、温室効果ガス排
出削減など難題の多くはCOP１７に持ち越さ
れた。

他 , 20.7%
その他
その

国別CO
国別 CO₂
CO₂排出量 2007年
中国,
中国 21.0%

気候変動が問題に上がった時は解決に向けて世界
の足並みはそろっていました。しかし、アメリカの

南 アフリカ,
アフリカ 1.2%

ブラジル,
ブラジル 1.2%
サウジアラビア,
サウジアラビア 1.2%

京都議定書脱退、先進国・途上国間の対立などで次

アメリカ・
アメリカ・中国の
中国 の
合計は
合計は
41，
41 ， 9％！

インドネシア,
インドネシア 1.3%

アメリカ,
アメリカ 19.9%

第に足並みがバラバラに…。京都議定書の第一期限

オーストリア,
オーストリア 1.4%

メキシコ,
メキシコ 1.5%

が2012年に切れてしまうことから京都議定書後の

イラン,
イラン 1.6%
カナダ, 2.0%
カナダ
韓国,
韓国 1.7%

EU, 11.0%

法的枠組みを決めるために交渉に入りましたが
日本,
日本 4.3% インド,
インド 4.6% ロシア,
ロシア 5.5%

出所:eco検定公式テキストより筆者作成

ＣＯP15、16でも具体的には決まらないまま、
今に至っています。
２012年以降の枠組みが白紙の今、COP17で温
暖化対策をどうするかを決めなければなりません
でした。

COP17は2013年以降も京都議定書の延長を継続
し、2020年には米国や中国など全ての国が参加する
新しい枠組みを作るという内容が含まれたダーバン合
意を採択しました。しかし日本は京都議定書の延長に
は応じず、2013年以降排出削減義務を負わないこと
になりました。
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この結果を受け、日本はメディアなど
に批判されていますが政府が先を見越し
た正論を貫いたからこそ、2020年以降
の新たな枠組みの合意につながったので
はないでしょうか？そういった意味では
日本のプレゼンスを発揮できたのでは
ないかと思います。
ダーバン合意により温暖化対策は確実
に新たな局面へと突入したと考えられま
す。これからの未来のために新時代にふ
さわしい温暖化対策を実行していくこ
とが求められます。

貴重だけれども得難い金属として、31種類の金属が「レアメタル
レアメタル」と呼ばれています。その
レアメタル
レアメタルが、私たちに便利な生活をもたらしたといっても過言ではありません。
例えば、発売当初と現在の携帯を比べてみると、大きさや重量、性能を見ても雲泥の差があ
ります。このような小型化、省エネ化といった携帯電話の進歩に大きく貢献しているのがレア
メタルなのです。さらに携帯電話だけでなく、液晶テレビや車など身近なモノから、太陽パネ
ルや蓄電池といった、今後の日本のエネルギー事情には欠かせないモノにまで、幅広い製品の
原料として使われており、日本の産業には欠かせない金属だと言えます。

携帯電話1台にも、
さまざまな種類の
レアメタルが使われ
ているんだね！！

モバイル・
モバイル・リサイクル・
リサイクル・ネッ
トワークを
を知っていますか？
トワーク
っていますか？

リサイクルをしよう
リサイクルをしよう！
をしよう！

携帯電話の保有率が約88%
さまざまなものに使われているレアメタル
もある日本で携帯電話の回収をしていることを
の枯渇状況は近年深刻化しています。数年後
知っていますか？簡単に説明すると、下の図1
には無くなってしまうものもあります。ま
のように私たちが回収に出した携帯電話がリサ
た、日本にレアメタルは、ほぼ存在していま
イクルされ、再び私たちの手元にさまざまな形
せん。実は9割以上も輸入に頼っているので
で戻ってくるという仕組みです。
す！もしレアメタルが枯渇してしまったり、
携帯電話1トン（1万台）と金鉱山の鉱石1ト
輸入がストップしてしまえば家電製品などさ
ンに含まれる金の量を比べると、携帯電話の方
まざまなものが簡単に手に入らなくなってし
が60倍もの金を含んでいます！いま、家の中に
まうかもしれません。
眠っている携帯電話はとても資源価値がありま
このような状況を救う道が、家電製品のリ
す。
サイクルです！最近では使わなくなった家電
回収に出してみませ
製品は『都市鉱山』と呼ばれ注目されていま
分別

図1

んか？
す。みなさんの家にも使わなくなった携帯電
回収

再生処理

消費者

再商品化

話や音楽プレーヤ、さまざまな家電製品が
眠っていませんか？これらのリサイクル
が日本を救うかもしれません。
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「環境学習発表会」
環境学習発表会」
吹田市内の小中学生が環境問題について、学校で学んだことを様々な方法で発表します。今、学校
ではどんな環境学習が行われているか、ぜひ見学にお越しください。
◆とき／平成2４年2月４日 (土) 12時30分～15時30分
◆場所／吹田市千里万博公園4-3

（財）千里リサイクルプラザ

4階 マルチホール

◆費用／無料
◆問い合わせ／（財）千里リサイクルプラザ ＴＥＬ：06-6877-5300

アジェンダ２１すいた会員募集

エコプレス １月号

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。

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

・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

・表紙…赤松
・エコクッキングをしよう!!…谷口、村上、山岡、久保

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

・映画紹介…村田、清水、肖
・再生可能エネルギー
特別措置法とは?…池田、畠山、小林
・再生可能エネルギー普及の町…塩津、小田
・ＣＯＰ１７…山口、中川、大浦、松井
・レアメタルって？…平松、木村、稲葉

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

リコージャパン株式会社関西営業本部

編集後記
◇エコプレスを通して、たくさんの貴重な経験ができました。一年間ありがとうございました。
（谷口）
☆エコプレスを通じて、私自身様々なエコを知ることができました。一年間ありがとうございました。
（村田）
※私たちの代がエコプレスを書くのは最後です。一年間ありがとうございました！＾＾ （池田）
●社会の環境意識が高まり、再生可能エネルギーが注目を集めているまさに今。自ら、再生可能エネル
ギーの普及した町へ行ったことはほんとにいい経験になりました。
（塩津）
♭エコプレス最終回！いつもにも増して気持ちを入れて作りました。

（山口）

▼エコプレスを通じ様々なことを学ぶことができました。一年間ありがとうございました。 （平松）
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