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       皆さん始めまして！これからは良永ゼミの新三回生がエコプレスを担当させていただきます。 

精一杯頑張るので皆さんよろしくお願いいたします！ 

さて、四月は新しい出会いや、始まりの時期でもあります。 

ここで気持ちを改め、新たなエコ活動を始めてみませんか？ 

地球に優しい行動をとり充実した一年にしていきましょう！ 

Think Globally、 Act Locally！（地球規模で考え、足元から行動せよ）を目指し、 

まずは身の回りから見つめ直してみましょう！ 

今月号では、去年から導入された再生可能エネルギーの固定価格買取制度や環境税についての記事を 

載せました。私たちの身近なことなので、ぜひ皆さんにも知っていただけたらなと思います。 
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2011年度末時点に
おける累積導入量

2012年4月～12月末までに
運転開始した設備容量

太陽光(住宅) 約440万kW
91.1万kW

(4～6月　30.0万kW)

太陽光(非住宅) 約90万kW
20.8万kW

(4～6月　0.2万kW)

  
 
 
 
  

(参照:調達価格等算定委員会資料) 

太陽光発電学習会に行ってきました！ 

3 月 16 日、私たち良永ゼミはアジェンダ２１すいたが 

開催した「太陽光発電学習会」に参加しました。 

再生可能エネルギーの基礎知識や、太陽光発電の仕組み、今

話題になっている電力の固定価格買取制度の詳細など、エネ

ルギーに関するお話を伺ってきました。今回改めて知ったこ

とや、今後の学習に活かせる知識を沢山聞くことができて、

とても充実した学習会でした。 

平成 24 年 7 月から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まったことにより、

太陽光発電が普及しているようです。買い取り価格及び、買い取り期間は、経済産業大

臣が毎年度、当該年度の開始前に定めることとなっています。そして一旦適用された価

格はよほどのことがない限り変更されません。 

ちなみに太陽光発電 10kW 未満においての調達価格は、 

平成 24 年度 42 円/kWh→平成 25 年度 38 円/kWh 

に決定されました。 

発電量を上げるポイント！ 

―風通しを良くして適切な温度に！ 

―角度を適切にする！ 

 
※日本国内におけるもの 
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現在世界では農業と林業を一体としたアグロ

フォレストリーという持続可能な農法が注目さ

れています。 

従来の農法は、作物を新たに作るたびに森林

を切り開いて農地・牧場に変えていくものでし

た。それに対し、アグロフォレストリーは荒廃

地にさまざまな種類の作物と樹木を一緒に育て

るという方法です。 

①持続的な生産 

②森林保全 

③CO2 削減 

④生物多様性の維持 

＊メリット＊ 

森を作る農業 

 

日本のアグリフォレストリーとしては「三富新田」が有名です。埼玉県所沢

周辺、江戸時代土地が痩せていた中、森の造成から、農家の燃料提供、堆肥作

りを行い、土作りから農業を興し、生活の自給自足を短期間で達成しました。

しかし現在日本では、この農法を行っている地域はほとんどありません。日本

の農業技術を駆使して、アグロフォレストリーを広めることができれば、現在

重要視されている環境保全や食料自給率の向上につながるのではないのでしょ

うか。 

～農業をしながら森を作る～ 

（出典）http://www.frutafruta.com/company/index.html 

～トメアス式アグロフォレストリー～ 

近年注目されているブラジルのトメアス式農法では、まずコショウを栽培し、その間に

野菜・果樹・樹木の苗を植えます。やがて 10 年ほどでコショウは枯れ、果樹が実をつけ

ます。そして約 20 年後には、森を完成させるように育てていくため、環境と共存しなが

ら持続できる農法なのです！！！ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン購入法（2000 年 5 月制定） 

グリーン購入法では、国の機関はグリーン購入が義務付けられ、地方自治体は努力義務を負い、企業、国民も

できるだけグリーン購入に努め、国はグリーン商品等に関する情報を整理・提供することをグリーン購入促進の

ために定められています。 

 

「ＧＰＮ一斉行動 今だからこそ みんなで節電」 

 

 GPN では、東日本大震災後、電力需給のバランスを改善するため、「GPN 一斉行動 今だから みんなで節

電」というキャンペーンに力を注ぎ節電を呼びかけています。そのため、下記のような取り組みが活発となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東日本大震災 GPN 応援プロジェクト」 

「節電を呼びかけるチャリティーポスターの作製・販売」 

「現場の声を聞き被災地の今を知る報告会」               

「省エネ対応製品・サービスを紹介する節電特集」            

 グリーン購入とは 

 製品やサービスを購入する際、その品質や価格だけ

でなく購入の必要性や環境への負荷を出来るだけ配

慮し購入することです。 

グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ） 

 1996 年に環境庁（現:環境省）の呼びかけによって設

立した、グリーン購入に率先して取り組む企業や民間非営

利団体等のネットワークです。主な活動としては、グリー

ン購入に関する情報発信、普及促進を図っています。ＧＰ

Ｎではグリーン購入への理解を深め実践するための基本

的な考え方をまとめた「グリーン購入基本原則」を制定し

ています。 

「照明」購入ガイドライン 

１） 適切な照度について考慮する 

２） 昼間は自然光を利用する 

３） 全般照明と局部照明を適切に組み合わせる 

４） 照度センサー、人感センサー、タイマー機能、調光機能などを導入する 

５） 施設全体の照明を自動制御できるシステムを導入する 

６） スイッチ配線は必要に応じて区画ごとに消灯できるようにする 

出典：グリーン購入ネットワーク HP 



バイナリー発電とは・・・？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地熱発電 

地球の内側から自然に発生する

熱を使って、直接水を蒸発させ

その蒸気でタービンをまわし発

電させるもの。 

バイナリー発電 

高温流体（水など）の熱を用

いて低沸点媒体（アンモニア、

ペンタン）を沸騰させタービ

ンを回し発電させるもの。 

地熱という持続可能エネルギーの中で最近注目を浴びているのが 

バイナリー発電というものです。 
 

メリット：短い開発期間、低い

開発リスク、低コストでありさ

らに温度が低い温泉のお湯を

使って発電できる。 

デメリット：沸点の低い物質、

アンモニア・ペンタンは危険性

や環境に影響がある。 

（出典：経済産業省 資源エネルギー庁） 

 

～温泉を利用する～ 

鹿児島県の霧島温泉郷にある同ホテ

ルでは、既存の 3 本の温泉井を活用し

て地中 70～300m から地熱蒸気 を取

り込み、媒体イソペンタンを介してター

ビンを駆動させて発電している。 

 媒体にイソペンタンを使用した事例と

しては国内初。 

温泉を利用することも可能！ 

バイナリー発電は今後様々な温泉地で利用されるであろう注目の自然エネルギーである！ 



 

平成 24 年 10 月 1 日から導入された環境税について、みなさんはどのくらいご存知でしょうか？ 

ここでは環境税とはどういうものか、具体的にはどのように使われるのかなどについてご紹介します！ 

Q．環境税とはそもそもどうやって作られたのか？ 

A． 地球温暖化対策は地球規模で抱える課題であり、近年ますます重要になってきました。日本も 2050

年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すなど、具体的な対策を進めています。 

日本で排出される温室効果ガスの約 9 割がエネルギー利用の際に排出される二酸化炭素であり、今後

具体的な目標を達成するためには、このような二酸化炭素の排出削減はかかせません！ 

また省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの拡大などによる二酸化炭素の排出削減は震災前よりも

さらに重要視されるようになりました。 

このような背景から、課税による経済的インセンティブを活用して、化石燃料使用による二酸化炭素

の排出削減を進めるとともに、その税収を活用して再生可能エネルギー拡大や省エネルギーの推進をし

ていこうという目的で「地球温暖化のための税」がつくられました！ 

Q．では具体的にどういう仕組みなのか？家計への負担は？ 

A． 全化石燃料（石油・天然ガス・石炭）に対して CO2 排出量に応じた税率（289 円/CO2 トン）を上

乗せします。平成 24 年 10 月から施行し、3 年半かけて税率を段階的に引き上げます。具体的には、

化石燃料ごとの CO2 排出原単位を用いて、それぞれの税負担が CO2 排出量 1 トン当たり 289 円に

等しくなるよう、単位量（キロリットルまたはトン）当たりの税収を設定しています（左下図）。また、

家計への負担は、現在のエネルギー使用量などをベースにした単純計算によれば、平均的な世帯で月

100 円程度で、年間でも 1200 円程度※と見込まれます。 

出所：環境省ホームページより 

※ただしこれは 3 段階の税率

がすべて上がった後を想定し

たものなので、具体的に平成

24・25 年度の月々の負担は

その3分の1と考えられます。 



 
 

 

 

 

11th Hour とは世界を変えることのできる最後の時（瞬間）という意味。 

HOPE IS YOU 「希望はあなたです」 

 

       あらすじ 
映画俳優の レオナルド・ディカプリオは普段からハイブリッド車に乗ったり、家にソーラーパネルを備え

付けていることでも有名な環境保護活動家でもある。そんな彼がナビゲーターとなって、映像や専門

家のインタビューを通じて人類と地球が直面する最も重要な問題について議論するドキュメンタリー

映画だ。問題を提起すると同時に、それらを解決する方法や現在行われている様々な取り組みが紹

介されており、今から行動することで解決策を生み出す事が出来るという未来への希望が、強く訴え

られている。 

 取り組んだきっかけ  

人間によって地球が汚されていると表している、地球に人間の足跡がついているパッケージ。人間の

環境を配慮しない経済活動によって、絶滅していく動植物、枯れる湖、森林破壊、地球温暖化により

急速に溶けている極域の氷などが映像と専門家のインタビューで紹介されています。私たちが直面

する問題をこのように改めて目の当たりにするのは辛く、正直目を背きたくもなりました。しかしこのよう

な環境破壊は今起こっている現実なのです。みなさんにも観てもらいたいと思い、この記事に取り組

みました。 

この映画を観て考えさせられたこと 
今、日本にいる私たちには、燃やされる森林や、砂漠化、溶けゆく極域の氷などはあまり現実のように

感じないかもしれません。しかしこの映画には”THE DRISIS IS REAL”、”THE DANGER IS NOW”

などのメッセージ性もたびたび込められており、私たちが環境保護活動に取り組むのは“今”であるの

だと強く思いました。環境破壊の問題の原因が人間にあるのならば、人間が行動することで解決して

いけるのだ、という明るい未来への兆しの見える映画であったと思いました。良永ゼミでもこの映画の

ように環境保護について議論し、提案していこうと思います。また、ディカプリオは俳優である自分がこ

のような環境問題を扱う作品に出演することにより、若い世代の人たちにもこの問題への関心を持っ

てもらえることを願って、この映画を制作したとのことです。日本でも有名な芸能人にもこのような環境

保護活動の促進を影響させるような映画を作ってほしいと思います。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AA


 

 

すいたエコツアー【生物多様性について考えよう】 

   

◆日 時：平成２4年5月28日（火） ９時～１７時 

◆定 員：先着２０名 

◆行き先：淡路景観園芸学校（兵庫県淡路市野島常盤954-2） 

◆費 用：参加費無料。昼食代実費 

◆参加申込受付：平成25年５月１日（水）から 

  

※ 参加希望者は受付日以降に電話で吹田市役所環境政策室まで申し込んでください。 
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暮らしのCO2ダイエット協賛・協力企業 

関西電力株式会社北摂営業所 大阪トヨペット株式会社吹田店 リコージャパン株式会社 

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 
吹田市役所環境政策室内 
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 
 

編集後記 
☆今回、太陽光発電学習会に参加させていただき、去年の7 月から始まった「固定価格買取制度」の仕組みを詳しく知るこ

とができました。このような制度をきっかけに、再生可能エネルギーが普及していけば、より低炭素で環境に良い社会を

築いていけるのではないかと思いました。(八尾) 

♪今回の記事を作成するにあたって、日本でもアグロフォレストリーがもっと普及すると農業面と環境面の両方がより良く

なっていくのではないかと感じました。（山下） 

◆震災と GPN の関連について調べましたが、意外に少ないということがわかりました。関大でも取り組んでいる動きはな

く、GPNは今後もっと普及させていく余地があると思いました。（森岡） 

■初めてバイナリー発電という単語を聞きましたが、調べていくうちに日本の風土に合っていて、導入すべき再生エネルギ

ーの１つであると思いました。（塚本） 

※環境税を通して私たちのこれからの未来を考えることの大切さを学びました。そのために自分たちが何かアクションを起

こしていくことの必要さを感じました。（田内） 

◇少しでも現状を知り、動き出してくれる人を増やしたいという気持ちがあったので、環境問題を身近に感じていただける

作品だと思い紹介させていただきました。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。（吉村） 
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