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皆さん、初めまして！これからエコプレスを担当させていただきます良永ゼミ３年生です。 

これから１年間よろしくお願いします。 

桜のきれいな時期になりました。お花見など楽しい行事がたくさんありますが、 

ごみをきちんと捨てるなど環境に優しいことに努めたいですね。 

さて、今月はすいた環境フェスタについてやオリンピックが開催されたソチの環境についてなど 

盛り沢山な内容でお届けします。 

最後まで楽しんで読んでくださいね。 



2月 8日（土）山田の夢つながり未来館で行われた 

すいた環境フェスタに行ってきました 

～「すいた」から世界へエコ発信～ 

 

 

 

 

 

 

関西電力㈱北摂営業所の方々から学んで… 

私たちはすいた環境フェスタに訪れ、手回し発電機を活用したアトラクションを体験

や風力発電のしくみを学びました。 

手回し発電機は、人力で豆球と LED 球がどれくらい明るく光るかがわかりました。

LED 球の方が、消費電力が少ないので軽い力で早く明るく光らせることができること

がわかりました。 

その他にもまちなか水族館やエコクッキング、エコカーの展示などがありました。ま

た、給水スポットではお茶を配っており、マイボトルを持参している方もいらっしゃい

ました。これもエコの一環です！ 

 

 

 

 

 

 

 

  感想 

 

 

 

 

 

すいた環境フェスタとは… 

恵み豊かな環境を次世代に引き継ぎ、市民一人一人が環境

問題について理解と認識を深め、環境保全に関する実践的な

能力・態度を得ることを目的としています。 

私たちは、すいた環境フェスタに行き、多くのことに気付かさ

れました。たとえば水族館でみるジュゴンが沖縄の海にしか生息

しないのですが、その生息地が減少しており、保護活動が行われ

ているということです。 

またこのすいた環境フェスタに参加したことで、大人から子ど

もまで年代問わず交流でき、とても貴重な経験ができました。 



 

 

  

     破砕選別工場とは？？ 
破砕選別工場では當工場長に案内をしていただきました。 

 吹田市ではごみを 12 種類に分類して収集されています。その 

 うちの燃えるごみ（台所ごみ、プラスチック製品など）は資源循環 

 エネルギーセンターへ搬送され、その他の 8 種類の資源ごみ 

（新聞、ペットボトルなど）、大型複雑ごみ（タンス、布団など）、小型 

 複雑ごみ（燃えるもの及び燃えないものの混成品で 60 センチメー 

 トル未満のもの）、有害危険ごみ（電池など）は破砕選別工場 

 で受け入れられます。破砕選別工場は集められたこれらのごみを 

  資源化、およびごみ処理をする施設です。 

 

 

 

 

 

 

〜ゴミのゆくえ〜 

大型複雑ごみ   燃えるごみ、燃えないごみに分類され、燃えない 

         ごみは分解・破砕処理後に有価物として売却されます。 

小型複雑ごみ    分解・破砕処理後に有価物として売却されます。 

 

有害危険ごみ   スプレー缶はガスや液を抜く処理がされ、破砕処理  

         されます。蛍光灯、乾電池類は専門業者へ搬送されます。 

 

資源ごみ      磁選機、手選別で処理された後、 

          それぞれ資源回収されます。 

 

  

 
私たちにできること 

ゴミの削減・集団回収への参加・リサイクル活動 



 
 
 関西大学では様々な環境に配慮した取り組みを行っています。例えば高槻ミューズキ

ャンパスでは風力発電を行っており、千里山キャンパス凜風館では屋上緑化やソーラー

発電を行っていて、学校全体ではトイレットペーパーや印刷用紙に古紙を再利用するな

ど、積極的に環境活動に取り組んでいます。 

 
 
 その中でも今回私たちが注目したいのは、ソーラー発電です。関大でソーラーパネル

が設置され始めたのは凜風館創設と同じ平成 18 年から始まり、千里山キャンパス、高

槻ミューズキャンパスで建物の外壁や屋上に太陽電池モジュールを設置し、発電電力

を学内へ供給することにより、CO2 排出量の削減を図っています。 

 

 発電量(万 kWh) CO2 削減量(t) 

2009 年度 54,134 30.1 

2010 年度 61,735 34.2 

2011 年度 59,504 33.1 

（関大の近年におけるソーラー発電による電力の発電量と、それによる CO2 の削減量） 

  
 

 ソーラー発電のメリット 

 

 

①発電時に CO2 を一切排出しない 

②送電ロスが発生しにくく、無駄なく電力を使える 

③地震や雷、大雨、電線の切断など何らかの原因によって停電 

 が発生した時も使用することができる。 

 

 

このようなメリットを踏まえて関西大学はソーラー発電を推奨している 

 
 
参考文献：関西大学環境報告書データブック 2011 



 
・周辺のごみ処理施設にオリンピック施設の建設の際にでた建築廃材などの大量のごみが持ち込まれ、ごみ

処理施設は以前より巨大化していった。さらに、このごみの中に、有害なものも含まれており、有害な煙が

漂ってくることが頻繁にあった。 

  

「これが原因でごみ処理施設の周辺住民に肺がんなどにかかる人が増えるなど健康問題が発生した」 

・廃棄物を最小限に抑えることを目標にしていたが、オリンピック開催のため、ソチの野生保護区への影響、

国立公園の一部破壊など、環境破壊が進んだ。 

・水を通しやすい地質にも関わらず、ごみを埋めた。 

ソチオリンピックのごみ問題  

～はじめに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

出典：ＧＩＺＭＯＤＯ                 出典：ＧＩＺＭＯＤＯ 

～最後に～ 

 

 

 

 

 

 

～参考文献～ 

1. 毎日新聞 月刊ソチオリンピッ

ク http://sportsspecial.mainichi.jp/news/20131112ddm035050257000c.html 

2. GIZMODO 二人用トイレはピカピカだけど村はごみだら

け。http://www.gizmodo.jp/2014/02/post_13903.html 

2 月に開催されたソチオリンピック、日本の選手をはじめとした、多くの選手が私達に感動を与え

てくれました。しかし、オリンピックなどの国際的で大規模な大会には、ごみ問題が大きな問題とな

っています。今回、このソチオリンピックでのごみ問題について述べていきます。 

 

問題 

 このソチオリンピック開催のために、多くの自然が破壊され、周辺住民にも悪影響が及びました。今

回取り上げた問題の中の一つにごみ処理施設の問題がありましたが、これの対策として、政府はソチ地

方でのごみ処理を中止し、別の地方で行なうこととしたようです。しかし、それだけで解決したとは言

い難いと思います。次のオリンピックでは、このごみ問題を教訓にし、環境に優しいエコなオリンピッ

クになることを願っています。 

http://sportsspecial.mainichi.jp/news/20131112ddm035050257000c.html
http://www.gizmodo.jp/2014/02/post_13903.html


～作り方～ 

①牛乳を温め、砂糖を加えて溶かしておく。 

②卵を 1 個ずつボウルに割り、別のボウルに 

集め菜箸などで泡立たないようによく混ぜる。 

③②に①を入れてよく混ぜ、こし器でこす。 

④プリンカップに分け入れる。 

⑤鍋に水を 2cm ぐらい入れ、プリンカップを並べて、 

火をつける。 

⑥湯気が出たら蓋をして、弱火にし、 

5 分後に火を消して保温調理する。 

⑦30 分後に竹串で刺し、卵液が出てこなければ出来上がり。 

Enjoy♪Eco Cooking! 
 

エコクッキングとは、材料の購入から調理、後片付けまでを環境を意識しながら料理するこ

と。例えば新鮮で有機のものを購入する、バスタオルの保温効果を利用して調理するなど身

近なところから実践出来るのです！ 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

～Question～ 

・フェアトレードって？ 

》発展途上国で作られた食品やモノを適正な価格で購入すること。フェアトレード商品は有

機栽培や天然原料を推奨しており、環境保護や貧困解決に役立ちます。 

・コンポストって？ 

》生ごみに含まれる有機物を利用して、肥料などに活用すること。コンポストによって生ご

みの削減やリサイクル、園芸など様々な用途に役立ちます。 

今、エコクッキングが求められる理由とは… 

食事は生きる上で必要不可欠な行為ですが、なんと日本の食料廃棄量は世界第１位！世界の３分の１の

ごみを捨てているとも言われています。この状況を打破するために、エコクッキングは重要な意味を持

ち、身体の健康やごみのリサイクル、水の汚染を減少するなど長期的に好影響をもたらすのです。 

 

マスコバト糖プリン 

材料（6 人分） 

・卵 3 個 

・牛乳 360 ㏄ 

・砂糖 56ｇ 

ポイント 

・原料のマスコバト糖（黒

糖）はフェアトレード商品

を使用 

・生ごみはコンポストを利

用して堆肥にする 

・バスタオルを利用した 



 

「エコハウスのウソ」 

               著作：前 真之 

               日経 BP 社 ２０１２年 
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＊本 紹 介＊ 

エコハウスはみな、快適で地球環境に

優しいことを主張している。しかし、

エコハウスは本当にそうなのであろう

か。本当にエコなのか。本書は、「エコ

ハウス」を考える上での２８のテーマ

を検証し、実際に筆者や研究室の学生

が行った実地調査をもとに解説してい

る。 

あらすじ 

 本書は、「冷房」・「夏への備え」・「吹き抜け・大開口」・「暖房」・「太陽エネル

ギー」・「電力と検針値」・「エピローグ」の７章で構成されている。まず１、２

章では、夏を涼しく過ごすにはどのようなことを考えるべきかである。エアコ

ンの節約は本当に必要なのか、効率よく節約する方法を述べている。３、４章

では、主に冬の生活について書かれている。吹き抜け空間は開放的で爽やかな

印象であるが、光や熱・空気の様々な問題がある事実を明らかにしている。ま

た、暖房とは何なのか。と言う観点から問題提起し、熱の３通りの伝わり方を

説明している。後半の章では、太陽からの２大エネルギーである、電気と熱に

ついて詳しく書かれており、効率的な熱利用が分かりやすく解説されている。 

感 想 

まず私は、「エコハウスのウソ」と言う題名に惹かれた。私の中での「エコハウス」

とは、地球環境に貢献している家と言う印象であった。しかし作り方によっては、そ

れは思い込みでしかならないと言うことに気付かされました。節約を心がけることは

良いことであるが、有効な節約でなければそれほどの効果が見えないのだと思いまし

た。例えば、夏の時期にエアコンの冷房のムダ使いが問題になるが、それを鵜呑みに

してエアコンばかり気にするのではなく、照明や家電などにも目をやり、大きな視野

で節電に心がけないとならないと感じました。 



 

気候と地球温暖化についての講座を開催します！ 

 大阪管区気象台の地球温暖化情報官の山本 善弘さんを講師にお招きし、気候と地球温暖化についての講座を開催します。 

 環境家計簿の取組み結果報告会も同時開催します。講座のあとはくわいのぜんざいを食べながら環境について話合います。 

 日時：平成２６年５月１７日（土）午後２時～４時 

 場所：千里ニュータウンプラザ８階 多目的ルーム 

 申し込み・問い合わせ先：吹田市環境部環境政策室（ＴＥＬ：06-6384-17８２） 

 
 

 

 

 

 

 

 
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… 太田 

・すいた環境フェスタ… 小笠原、小西、山本（理） 

・破砕選別工場見学… 上野、太田、武内 

・関大のソーラー発電… 加村、河合、橋添 

・ソチオリンピックのごみ問題… 木下、谷川、南波 

・エコクッキング… 田上、宮川 

・書籍紹介… 近藤、山本（花） 

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 
★すいた環境フェスタでは、電力だけでなく、ホタルやジュゴンが環境破壊のために減少していることや、環境に配

慮して買い物から調理を行うエコクッキング、まちなか水族館、エコカーについてなど様々な環境についてのブース

が設けられていました。環境について考えて生活している人は少ないですが、こういうイベントに参加し、多くの 

方に環境について考えて頂きたいです。（小笠原・小西・山本理） 

♪実際に工場を見学してみて、自分たちが排出しているゴミの量に驚き、ゴミを減らす努力をして行かなければなら

ないと痛感しました。そして、工場で教えていただいたゴミの行方や、問題についての話をこれからの研究にいかし

ていきたいです。（上野・太田・武内） 

◆今回の記事を書くにあたり、調べてみて関西大学では積極的に環境に対して様々な活動を行っていることを知り、

自分たちも積極的にこのような活動に参加し、協力的に活動していきたいと感じました。（加村・河合・橋添） 

●ソチオリンピックではゴミ0を掲げていたけれど、実際はゴミ問題が山積みという状況下にあったようです。 

メイン会場はきれいだけど周りに目を向けるとゴミの山。これからゴミの処理や対応に追われていくのではと感じ 

ました。（木下・谷川・南波） 

■私達は今回、なるべく添加物の少ない食品を選ぶなど今すぐに実践できることは身近にたくさんあるのだと感じま

した。皆さんもぜひ小さなことからエコクッキングを始めてみませんか。（田上・宮川） 

▲私は家の構造に対して興味があり、この本を選びました。普段私たちが気にかけている節約には、たくさんの誤解

がありました。その誤解を解くべく、皆さんにも読んでいただきたいと思いました。（近藤・山本花） 
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