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もうあっという間に10月ですね！今年はどんな夏になりましたか？ 

私たちは夏休みという期間を利用して、環境問題に対する理解をさらに深めました！ 

今年も残すところあと3 か月となりましたが、2013 年をまだまだ楽しんで、頑張っていきた

いですね！今月号ではウォーキングや古着に関することなど、今までになかった新しい企画や記

事を取り入れてみました。他にも発電所の見学など、盛りだくさんでお届けします！ 

最後まで読んでいただけたら嬉しいです。 
 



～吹田市水道部泉浄水場見学に行ってきました！～ 

                                   Ｈ25.6.12 吹田市を含め日本の水道事業には私たち国民に対して・・・ 

 

☆水のおいしい飲み方☆ 

 私たちは、一通り見学を終えた後、2 つ用意され

た水を飲み比べました。そこで分かったのが、お

いしく感じる 1 番のポイントは「冷たい」とい

うことでした。飲み比べた水は実は両方とも吹田の

水道水で、温度だけが違っていました。 

・レモンの汁をコップに 2、3 滴入れてから飲む。 

レモンに含まれるビタミン C が還元剤として酸化物質を除去してくれます。 

・朝一番の水は 30 秒～1 分程度流してから使用する。 

夜間は水の流れが止まっていて、水道管中では錆びが進行しているので、それを流す必要

があります。(特にマンションや集合住宅) 

また、旅行などでしばらく家を空けた時は、普段より多めに流してから使いましょう。 

【水の説明をしていただいている様子】 

他にも水をおいしく飲むコツを教えてもらいました！！ 

今年の 6 月 12 日私たちは吹田市水道部泉浄水場に見学に行きました。そこで吹田市の水道事業を担う

水道部の講師の清水克彦さんより、日本の水道事業が、水道水を人々に不満なく日常的に利用してもらう

上で、大切なことがあるとお聞きしました。それは水道事業の責務です。水道法第一条によると、「水道

水は、清浄にして豊富・低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善を寄与すること

が目的である」と書かれています。この責務を念頭において日本の水道事業は水を安全に、不足なく供給

するため、技術の向上に努めてきました。そしてそれが今日の私たちの生活を支える重要な役割を果たし

ているのです。日本にある限られた資源を、水道水などに余りなく還元できているのは、日本の水道事業

の技術力の高さと設備の充実があげられますが、今回の見学会で感じたのは、それ以上に日本の水道事業

を今後もより良くしていこうという、講師をして頂いた清水さんをはじめとした、多くの水道事業者の

方々のおかげなのだと思いました。 

きれいで安い水を供給することが義務付けられている！！ 
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八丁原地熱発電所（大分県）に見学にいってきました！ 

                                見学日 Ｈ25 年 9 月 1 日 

地熱発電とは？ 

化石燃料を全く使わず地下から取り出した熱水や蒸気でタービンを回し発電する方法です。なお、取り

出した残りの熱水は地下へ再び戻されます。地熱発電は、太陽光発電や風力発電のように再生可能エネ

ルギーの 1 つであり近年注目されています。 

 

 

 

タービンについて 

長さ：7m 

幅：2.24m 

回転数：1 分間に 3600 回転 

八丁原地熱発電所とは？ 

昭和 24 年から開発、研究に着手し、1 号機が昭和 52

年に、2 号機が平成 2 年に創業が開始されました。 

出力：11 万 kW（4 人家族で約３万７千世帯） 

日本に 17 ある地熱発電所のうち最大の出力を

持つ地熱発電所です。 

 

メリット◎ 

・純国産エネルギーである 

・CO₂の排出が少ない 

・天候や昼夜を問わず発電できる 

・半永久的に安定して利用できる 

デメリット× 

・大容量の発電ができない 

・初期費用が高い 

・研究、建設に時間がかかる 

八丁原発電所 展示室 

店長 種場さん 

 
 

地熱発電を普及させるには、初期費用の確保、国立公園問題の

規制緩和、温泉業者など地域住民の理解、開発リスクの低減な

どが必要。調査にも手間やコストがかかり、国や自治体の補助

がなければ地熱発電開発に着手することは難しい。そのため環

境省は地熱開発への補助金支給を検討している。温泉問題につ

いては少なくとも八丁原では運転開始以来温度が下がるなどと

いったことは起こっていない。だが、国立公園問題は規制緩和

されつつあるとはいえ、まだ積極的に開発できる段階まではい

たっていない。加えて、開発リスクの問題が新規事業者の参入

や投資を妨げている。 

地熱発電のメリット

とデメリットを教え

ていただきました！ 



地球に優しいエコトレイ 

 
 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 最近では、各地のお祭りやイベントなどでもエコトレイの使用が増えています。昨年度

の関西大学統一学園祭でも 4 日間のうち 2 日間でエコトレイの導入が実施され、前半２日

間と比べてゴミの量は約半分となりました。たくさんの方の協力の結果、回収率はなんと

75％!!多くのゴミがリサイクルされました。 

エコトレイで大切なのは皆さんの協力です。 

エコトレイから環境問題を解決していきましょう！ 

 

環境問題に貢献！！ 
 

エコトレイ食器とは？？ 

 

【リサイクルの流れ】（ヨコタ東北 HPより） 

  

 

主な流れ 

 

エコトレイとは、フィルム付きのトレイのことを指します。（→右図）

使用後はトレイに貼ってあるフィルムをはがし、フィルムは燃えるご

み、トレイは専用回収箱に入れます。トレイは専用の工場でリサイクル

され、新たなトレイが作られます。注意する点は、エコトレイを知らな

い利用者も多いので販売時に、フィルムを剥がして、リサイクルの協力

をお願いすることが必要です。 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

①いちょうの木 

夏はたくさんの緑葉が咲き、秋には銀杏を実らせる木。実は雌木にしか銀杏は実らないそうです。 

見分け方は、葉の先がはっきりとわれているものです。 

②KU 

KU の文字が隠されています！関大生でも知っている人はごくわずか。是非みつけてみてください。 

③凛風館 

一般の人も利用できる学生食堂や生協があります。 

４階には空中庭園がありとてもきれいで落ち着きます。夏には淀川花火が見えるという噂が…？ 

④階段 

ほどよいトレーニングにもなり、足腰に効きます！結構長いです…。 

⑤法文坂 

夏はたくさんの緑木で影ができ涼しいです。春は桜で満開となりとても綺麗です。 

～地図の線にそって進みました！約 1.0 ㎞、約 20 分のコースです～ 

ウォーキングをするときは、風通しのよい上着・つばのある帽子・首に巻く濡れタオル・日焼け

止めや虫除けスプレーを用意し、脱水症状や熱中症を防ぐために水やスポーツドリンクを持ち、

日陰や木陰を選び、朝や夕方など涼しい時間帯におこなうようにしましょう。 

私たちのおすすめポイント☝ 

 

歩き方を変えてみたり、季節ごとの景色などを楽しめるウォーキング。自分でお気に入

りのコースを見つけるのも楽しいと思います！みなさんも始めてみませんか？ 
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―古着を知ろう― 
産業革命以降、私たち人類は大量生産、大量消費をしてきました。それによりたくさんのゴ

ミが生まれ、地球環境に負荷をかけてきました。そのような中、衣類も例外ではありません。 

 

 私たちの身の周りにある衣料品は、年間

約１００万トンも廃棄されています。その

中で、古着としてリサイクルされ再利用さ

れるのは約１０％です。残りの９０％は焼

却処分されます。 

 

古紙やペットボトルは、

リサイクル率５０％以上 

 

古着回収業者による古着の用途は３つあります。 

① 反毛  （糸や綿などの繊維に戻して、軍手などの原料として利用）  ・・・約３０％ 

② ウエス  （工場などで油をふき取る工場雑巾）          ・・・約２０％ 

③ 中古衣料として海外輸出                     ・・・約５０％ 

 

しかし、どの用途も課題が残ります。 

―反毛は繊維に戻すとき漂白剤などの化学薬品が大量に使われるだけでなく、多くのエネ

ルギーもかかってしまう。 

―ウエスは原料古着の質や大きさを、そろえる手間がかかる。 

―海外輸出では、日本人の体格に合ったアジアや中東に輸出され、夏物の需要が多く冬物

は行き場が少ないなどの問題がある。また、輸送エネルギーもかかってしまう。 

日本の古着は質も良く、流行りの服にはない個性的な

ファッションができます。 

新しい服をすぐに買うのではなく、古着という選択を

してみてはどうでしょうか！？ 
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映画紹介 

『100,000 年後の安全』～監督 マイケル・マドセン～ 

2009 年アップリンク社 

STORY 

今、核燃料廃棄物の最終処理の問題が大きく取り上げられている。その処理の仕方には

ロケットに乗せて宇宙に飛ばす、海中深くに沈めるなどといったアイデアがあるが様々な

問題があるため現実には難しい。そこで提案されたのがフィンランドの地中深くに核燃料

廃棄物を埋める核シェルターを建設するという壮大な計画であった。この施設の名を『オ

ンカロ』と呼び、２２世紀までの使用済み核燃料廃棄物をすべて埋めコンクリートで入口

から施設全体を固め永遠に地中深く眠らせるというものである。しかし、核燃料廃棄物が

人体に影響を及ぼさなくなるまでに 10 万年かかると言われており、その長い年月の間に人

類が滅亡し新たな生物の文明が誕生するかもしれない。未来の彼らがこの危険な核廃棄物

を発掘しないとも断定できない。10 万年後の未来の彼らに現代の人間が残した負の遺産の

危険性を知らせるために様々な工夫を凝らし努力奮闘をしている開発者たちのドキュメン

タリー映画である。 

映画を見て… 

福島第一原発の事故以降テレビやニュース、新聞などで原発の恐ろしさを知る機会が多

くなり、その最も重大な問題である核燃料廃棄物の処理を今後どうしていくのかというこ

とに興味があり何か良いものはないかと探している時にこの映画に出会いました。現在世

界では約20万トン～30万トンもの放射性廃棄物がありそれらの処分方法は決まっておら

ず、中間貯蔵という方法で放射線を遮断できる水の中に保管しています。しかし最終的に

は処分しなければなりません。2011 年３月 11 日以降日本でも、原子力は事故のリスク

が大きく核燃料の廃棄物の危険性があるから反対だと思うかもしれませんが、今の私たち

のようになに不自由なく快適に生活できているというのは 20 世紀以降原子力のエネルギ

ーによるものであるということも忘れてはなりません。だからこそ、我々が造りその恩恵

を受けた核燃料の廃棄物を何とかして処分し未来の人々のため、地球のために行動をしな

いといけないと思いました。その先駆けとしてこの映画に出演する開発者たちの必死の努

力には感動しました。インドや中国といった世界の発展途上国が日本やアメリカなどの先

進国と同じような生活水準になると原子力発電は 1 日に３基は建設しないと賄えないとも

言われています。これからの未来、世界のエネルギー問題はさらに大きくなると考えられ

るので今自分たちに何ができるのか、未来の世界にどれだけ貢献できるのかを一人ひとり

が意識していく必要があるのではないでしょうか…。 

Can  change  our  future… 



 

万博ごみゼロウォーク 

 楽しくウォーキングしながらゴミ回収し、集めたゴミは計量・分析します。 

 ごみ減量とリサイクルについても考えます。リサイクル自転車やガラス工芸品等が抽選で当たります。 

 

 日時：平成25年11月9日（土）9時30分から12時 

 受付：８時45分から（雨天中止） 

 問い合わせ先：（公財）千里リサイクルプラザ（ＴＥＬ：06-6877-5300） 
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発行：アジェンダ２１すいたエネルギー部会 
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吹田市役所環境政策室内 

  TEL06－6384－1782  

FAX06－6368－9900 

編集：関西大学 経済学部 良永ゼミ  

・表紙… 森岡 

・水道部見学… 加茂田・八尾 

・八丁原地熱発電所見学… 塚本・森岡 

・エコトレイ… 山下・宝永・菊月 

・歩こう！関西大学… 横山・我孫子・吉村（澄） 

・古着を知ろう… 細川・中井・村田 

・映画紹介… 吉村・田内 

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 

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 
★水道部の見学を通じて、普段私たちが使っている水がいかに安全でおいしく手に入るかということを学びました。

そのことを当たり前と思うのではなく、普段から大切に使わなければならないと思いました。（加茂田、八尾） 

◆大分県まで実際に足を運んでみて、ネットや文献では学べないことを学ぶことができました。地熱発電所の仕組み

や取り組みについて深く知ることができました。（塚本、森岡） 

●エコトレイはリサイクルがしやすく環境にやさしいものであるということをこの記事を読んで多くの人に知ってほ

しいなと思いました。（菊月、宝永、山下） 

▼今回実際に関大を歩くことで、改めて歩くことの楽しさを実感し、関西大学の良いウォーキングコースを見つける

ことができました。季節によって変わる景色を楽しむとともに健康な身体を維持するためウォーキングを続けていき

たいです。（我孫子、横山、吉村澄） 

■今回、古着を調べてみて、古着の使い道はリユースされるだけでなく、いろいろなリサイクルの方法があると分か

りました。少し意識を変えてみるだけで、地球環境問題に貢献できると分かりました。（中井、細川、村田） 

▲核燃料廃棄物の重要さを改めて感じることができました。（田内、吉村俊） 
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