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明けましておめでとうございます！ 

皆さん、どのような年末年始を過ごされましたか。 

今月号は寒い冬を乗り切るウォームビズについてや、文化祭でのエコトレイ結果など盛りだくさ

んでお届けします。 

私たち良永ゼミ３回生がエコプレスを担当させていただくのは今月号で最後になりました。 

企業訪問や取材を通して、環境について様々なことを知り考えることができました。 

私たちの記事が、環境問題を考えるきっかけの一つとなればとても嬉しいです。 

１年間ありがとうございました。 



 

Ｗhat is ECO-House? 

エコハウスとは言葉の通りエコロジーな（環境に優しい）家の事を言います。 

近頃、世間での環境保全に対する関心が高まってきており、これまでにエコバッグ 

やエコカーなどが普及してきました。エコハウスとはこのエコ視点を居住空間に 

取り入れたものなのです！ 

環境を汚染せず快適に！ 

この頃めっきり寒くなってきましたが、皆さんはど

のようにお過ごしでしょうか？寒い外から帰ると、す

ぐにでも暖房をつけようとするでしょう。しかし、こ

れらを動かすのに使われる電気も、元を辿れば石油な

どを燃やし発電したものであり、環境を汚染する多く

の排気ガスを空気中に排出しています。とは言って

も、流石に電気を使わないで生活することはできませ

ん。しかし、各家庭のこれら電力消費を少しでも減ら

すことができれば、環境保全に貢献できるのではない

でしょうか？ 
エコハウス「地熱の家」でエコで快適な生活を 

私たちは京都府長岡京市にあるエコハウス株

式会社大栄建設「地熱の家」体験館を見学してき

ました。（10 月 18 日）この家では自然エネルギ

ーの一つ「地中熱エネルギー」を利用しています。

年間を通して温度が変わらないという地中熱エ

ネルギーの性質を空調に活用し、エアコンを利用

せずとも冬は部屋を暖かく、夏は部屋を涼しく保

つことができます。このように空調目的にガス・

電気を過剰に利用せず、代わりに環境に害を与え

ず採取、利用できる自然エネルギーを活用するの

がエコハウスの最も大きな特徴です。 京都府長岡京市にあるエコハウス「地熱の家」 

生活環境の利便化により自然を破壊せず生活すること自体難しくなってしまった

今、エコハウスが環境を守る先駆けとなってくれるのではないでしょうか。 

出典：京都府長岡京市にあるエコハウス「地熱の家」 

☆株式会社大栄建設「地熱の家」体験館アクセス：京都府長岡京市野添 2 丁目 7 番 6 号 



有名施設の地中熱施工

に携わっているんだよ 

 

 

 

   場所：大阪府摂津市千里丘            見学日：2013 年 10 月 30 日（水） 

担当者：代表取締役ゼネラルマネージャー 森川俊英氏 

株式会社 森川鑿泉工業所 

地中熱及び地下水を利用した省エネルギーエアコンシステムのご提案を加えた、「省コストで省エネルギー 

エコノミーでエコロジー」をキーワードにしてビジネスを展開している施工会社です。 

（施行例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも地中熱とは、地表と地中の温度の差を利用して、空調などに使用するエネルギーのことです。東日本

大震災以降、クリーンで地産地消なエネルギーが求められる昨今、太陽光や風力とは違い地下に眠るエネルギー

として注目を集めています。現在はグランフロント大阪や JP タワーといった有名施設でも取り入れられていま

す。 

グランフロント大阪 JP タワー 

森川鑿泉工業所に行ってきました 

ご協力ありがとうございました！！ 

インタビュー内容 

Q 地中熱を利用することでどのようなメリットがありますか？ 

A, 節電・省エネができ、エアコンに比べ年間の電力消費を５０％も削減できます。 

また、CO2 排出の抑制やヒートアイランド現象の予防になる。 

Q 地中熱の普及の妨げとなっているのは何でしょうか？ 

A, 多くの人がまだ地中熱について知らず、認知度が低いこと。 

地中熱を利用するのに掘削や設備のコストが高いこと。 

  
Q これらの問題を解決することはできるのでしょうか？ 

A, 東京スカイツリーやグランフロン

ト大阪などの有名施設で利用する

ことで地中熱の存在を知ってもら

える。 

知名度があがり、人々が導入してい

けば規模の経済が働きコストも下

がってくる。 

  



昨年の 11 月 1 日～4 日まで関西大学統一学園祭が行われました！一昨年から盛況であっ

たエコトレイ企画。今年は規模をさらに拡大し、遂に全日導入が実現しました！昨年同様、

模擬店で【エコトレイ食器】を導入し、ゴミ削減を目指しました！実際に体験された方も

いるのではないでしょうか？ 

昨年も大好評！関大エコトレイ運動！ 

たくさんの人の協力の結果・・・ 

昨年より、ゴミの量を更に４分の１以下に削減することができました！ 

回収率も活動してくれたスタッフさんのおかげで、74.7％から 87.8％に上昇！！ 

○●当日の様子●○ 

 

模擬店を利用したお客さんも、積極的に参加し

てくれました。すごい！ 面白い！環境に良いこ

としている気がする！と言ったお声をたくさん

聞くことができ、多くの来場者の方から驚きや

感動や言葉をいただき好評でした！ 

最近では、各地のお祭りやイベントなどでもエ

コトレイが使われるようになってきています！ 

 

写真１：エコトレイ実施の様子 

写真２：回収完了！リサイクル業者に発信！ 

関大エコトレイ企画の凄い所は、 

無人のゴミステーションがないこと！ 

学園祭の名物企画であるエコトレイの認知度も

年々上昇し、説明しなくても自然に分別してくれ

るからです！今後も、沢山の利用者が協力して、

クリーンな学園祭を作り上げたいですね！ 

皆も、エコトレイに ECO TRY しましょう！！ 



 

 

みなさんは、バーチャルウォーターという言葉を知っていますか？バーチャ

ルウォーターとは、食料を輸入している国(消費国)において、もしその食料を

生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したものです。つまり、食

料の輸入は、形を変えて水を輸入していると考えることができます。 

国土交通省「国際的な水資源問題への対応」より 

上の表は食料 1kg を生産するのに概ね必要な水の量を表したものです。私たちが日常

よく食べているこれらの食料を生産するためには、これだけ多くの水を使用しているの

です！ 

近年、食の欧米化が進んだことによって、日本人はお肉をよく食べるようになりました。 

牛肉などの畜産物の生産にはコメなどの穀物飼料が必要とされています。そのため、牛

肉を生産する際には大量の水が使用されているのです。 

水は生活にかかせないもの。その水を十分に使えない人々もいます。 

目の前にある食べ物は、私たちの手に届くまでに多くの水が使われて

いるという背景を忘れないようにしなければなりません。 

食べ物は残さず、必要な分だけ買うといった行動が大切なのです！ 

日本は食料自給率が低く、世界最大の農産物輸入国です。このため、食料輸入とい

う形で大量の仮想水を輸入しています。同時に日本は“残飯率世界一”とも言われ

ています。つまり、大量の水を使用し、生産された多くの食料をどんどん捨ててい

る現状にあるのです…。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
ウォームビズとは…？ 

環境省が行ったキャンペーン、クール・ビズの秋冬版。 

過度に暖房に頼らず、20 度の暖房の適温でも暖かく働きやすい取り組みを指すものです。 

具体的な服装としては、背広の場合、スリーピース（上着・スラックス・ベスト）。 

衣服や職場環境の温度設定のみならず、食事や食物に対する提言も出ています。 

ウォームビズ 

ウォームビズの一日を提案  
By 良永ゼミ 

冬の節電は夏に比べて 

ＣＯ₂排出削減や省エネ効果が高いと言われています。 

ウォームビズ、ウォームシェアで身も心もあたたまる！ 

 

① 朝食をしっかり食べる 

⑤お風呂で身体の芯まであたためる 

②陽が落ちて冷気が窓から入る

前にカーテンを閉め、室内を保温 

③ご近所さん、友達を 

呼びウォームシェア 

④暖かい鍋などをみんなで食べる 

注目はウォームシェア!! 

家族やご近所同士がひとつの部屋や場所に集まって過ごすことでエネルギーを節約でき

るだけでなくコミュニケーションも深めることができます。ご近所さんを集めてホームパ

ーティ等はいかかでしょうか？ 
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「森林からのニッポン再生」 
著者:田中 淳夫 

平凡社新書 2007 年 

私が一番印象に残ったのは、森林が今「消費財」としての注目を浴びていると

いうことです。消費財とは、どのような物をいうのでしょうか。それは飲食店や

コンビニでよく目にする、「割り箸」です！さらには、木を燃やすことでバイオ

マスエネルギーとしても活用されています。実際に吉野林業さんが、間伐材(他の

木の成長の妨げになるため伐採される木のこと)も消費財として使用し成功した

という例が挙げられていました。ニッポン再生に向けて、木材の用途も今後見直

していく必要があるのではないかと思いました。 

前半部分では、日本の森林の歴史的変遷と現状、原生林と

人工林、緑のダムに関する考察、二酸化炭素の固定と森林、

など森林についての基本的な情報が述べられています。 

後半部分では、森林を中心として人間が作り出す「生態系

社会」を保護しながら、今後森林資源の活用によって生み出

されうるビジネス、社会、について最先端の事例を元に挙げ

られていました。「森林」の可能性はこれから広がっていく

のではないかと考えられます。 

現在、日本の国土の 3 分の 2 を占める森林。

田中さんは、森林を知る上で、森林・林業・

山村の関係性の理解が必要だとしていま

す。各テーマをバラバラに知るのではなく、

系統立てて連携させることで、読者がより

分かりやすい物に、と力を入れたそうです。 

★本 紹 介★ 

 

☆感想☆ 

～あらすじ～ 
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すいた環境フェスタ～「すいた」から世界へエコ発信！！～（入場無料） 

 クイズラリー、給茶スポット、リユース図書の配布、エコ・クッキング、工作など大人も子どもも楽しめる催しが目じろ押

し！環境学習発表会、環境学習展示発表会も同時開催します。ぜひ、足をお運びください。 

 日時：平成２６年２月８日（土）１０時30分から1５時３０分 

 会場：吹田市子育て青少年拠点 夢つながり未来館（ゆいぴあ） ※阪急山田駅下車すぐ 

 問い合わせ先：吹田市環境部環境政策室（ＴＥＬ：06-6384-1702） 

 
 

 

 

 

 

 

 
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… 加茂田 

・エコハウス… 塚本、中井 

・森川鑿泉鉱業所見学… 細川、森岡、吉村俊 

・エコトレイ… 加茂田、横山、吉村澄 

・バーチャルウォーター… 我孫子、村田、山下 

・ウォームビズ… 菊月、宝永 

・書籍紹介… 田内、八尾 

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 
★実際に地熱の家を体験してみて思った以上に快適でした。今後日本で普及していけばよいと思います。（塚本、中井） 

♪今回の訪問調査を通じて、コスト、知名度といった漠然とした問題点を深く掘り下げて研究することができました。調査

によって実際に現場で働いている方にしかわからない生の声を聞くことができ、非常に参考になりました。（細川、森岡、

吉村俊） 

●ウォームビズはクールビズに比べあまり知られていないという現状があります。しかし、冬の節電は夏の節電よりも省エ

ネ効果、CO₂排出量の削減効果が高いといわれています。ウォームビズは、記事に載せているように気軽に実践できるこ

とから、たくさんの方々に推進して頂きたいです。（菊月、宝永） 

◆今回バーチャルウォーターを調べてみて、私たちの身の回りにある食料は多くが輸入され、そこには大量の仮想水が存在

することがわかりました。限りある水資源を大切にしていくべきだと思いました。（我孫子・村田・山下） 

▼今回は規模も拡大し、全日導入が実現した結果、環境に対する意識の高まりもあり、ごみ量の削減、回収率の向上が得ら

れました。エコトレイの認知度の上昇が感じられ、環境に対する意識が広まっていけばよりクリーンな学園祭にできると

思いました。（加茂田、横山、吉村澄） 

▲実は人工林でも生物多様性に十分貢献しているなど、森林に対して意外と知らない事実が取り上げられていて面白かった

です。（田内、八尾） 
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