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みなさんどのような夏を過ごされましたか？今年も残すところあと３ヵ月にな

りました。 

今月号では、万博公園で行われたおもしろ自然博やアサヒビール吹田工場の見

学について、など、盛りだくさんでお届けします！  

ぜひ最後まで読んでいただけたらと思います。 

 

● 表紙                      …１ 

● 日本ノボパン工業株式会社に行ってきました…２ 

● トヨタの森に行ってきました             …３ 

● アサヒビール吹田工場見学               …４ 
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日本ノボパン工業株式会社に行ってきました！ 

私たちは堺市にある日本ノボパン工業株式会社に工場見学へ行ってきました。 

日本ノボパン工業株式会社では、木造住宅から排出される木くずなどの廃材を利用して 

パーティクルボードを生産しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーティクルボードの二酸化炭素削減効果 

日本ノボパン工業株式会社では年間 23 万トンもの焼却されるはずであった木くずをパーティ

クルボード生産にあてているため、年間 28 万トンもの二酸化炭素を削減しています。 

 

 

 

 

 

日本ノボパン工業株式会社の工場ではパーティクルボードの生産に適していない木くずを利用

して、木質バイオマス発電を行っています。木質バイオマス発電とは、木くずの焼却時に得られ

る蒸気で、蒸気タービンを回して電気を得る地球にやさしい新たな発電方法です。 

 

木質バイオマス発電のメリット 

木質バイオマス発電は、木くずを燃焼する際の熱を利用して電気を起こす発電方式です。木く

ずの焼却時に二酸化炭素が排出されますが、木くずのもとである樹木の成長過程では光合成によ

り二酸化炭素を吸収しているため、結果として発電時の二酸化炭素の排出量がプラスマイナス０

になります。このことからバイオマスエネルギーは、木くずを焼却しても二酸化炭素の排出量の

増減に影響を与えない、地球に優しいクリーンなエネルギーといえます。 

 

 

＊パーティクルボードとは、住宅の壁の下地やカラーボックスなどに使用されている

ものです。 

二酸化炭素 28 万トンは、ガソリンでは 118,740 キロリットル分で、これは自動

車約 12 万台分に相当します。 
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トヨタの森 に行ってきました 

 

今回、我々は里山について調査するために 

トヨタ自動車株式会社が CSR 活動の一環として管理を行っている 

「トヨタの森」（愛知県豊田市）の社会貢献推進部にお話しをお伺 

いしてきました。 

 

なぜ「トヨタの森」を選んだの？？なぜ「トヨタの森」を選んだの？？なぜ「トヨタの森」を選んだの？？なぜ「トヨタの森」を選んだの？？ 

 里山とは自然に人間の手が加えられた「二次的自然」のことを言い、この里山は生物多様性の

宝庫であり、企業による生産活動と大きく結びついています。世界的にも有名なトヨタ自動車も

この生物多様性への配慮、つまり生物多様性の宝庫である里山の保全に対して積極的に取り組ん

でおられ、森林整備ボランティア社会貢献活動を行っています。このような理由から今回「トヨ

タの森」へお伺いすることになりました。現地では社会貢献推進部の方からの説明後、「トヨタの

森」を見学させていただきました。 

 

調査を行い、分かったこと調査を行い、分かったこと調査を行い、分かったこと調査を行い、分かったこと    

トヨタは社会貢献活動の一環として里山・生物多様性保全活動を行っており、1996 年よりこ

うした活動を豊田市内の社有林（40ha）で行っています。このような保全活動においては短期

的に成果をあげることが難しいので、環境教育（人材育成）やエコモニタリ

ングなど、長期的な目線で整備・保全活動を効果的に進めています。エコ

モニタリングとは森に手を入れることによってどんな風に元気になっ

たか、あるいはそこで生きている生き物の多様性がどれだけ回復してき

たのか、見た目だけでなく、数値として科学的に解明していくことです。  

トヨタの森は 1997 年に一般公開され、2012 年には来場者数 10

万人を突破し、多くの人々に「里山」と触れ合う地域の拠点となっていま

す。来場者数の大半は地域の小学生で学びの場としても利用されています。 

 

まとめまとめまとめまとめ    

実際にトヨタの森へ足を運び森の中を案内していただき、里山の存在意義や里山を整備するこ

とが生物多様性の保全へ繋がるということを改めて学びました。短期的には結果が出ないため、

これから先のことを考えると、少しでも早くこのような活動をする企業が増えることが望ましい

と感じました。 
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へ、行ってきました！へ、行ってきました！へ、行ってきました！へ、行ってきました！    

自然自然自然自然のののの恵恵恵恵みをみをみをみを明日明日明日明日へへへへ！！！！ 
アサヒビールは、環境ビジョン 2020 を掲げ、「低炭素社会の構築」、「循環型社

会の構築」、「生物多様性の保全」、「自然の恵みの啓発」という 4 つのテーマに基づ

き、環境問題に取り組んでおられました。 

先ほど述べた PIE 煮沸法や電力をグリーン電力で賄っていること、ビンの回収率

100％であることやスーパーエンド缶蓋の開発（従来の缶蓋よりもアルミ使用量を

9％削減）、そして全ビール工場で年間約 9000 トンの CO2 削減に成功するなど、

持続可能な社会の実現に貢献されていました。 

普段から私たちに馴染みの深いアサヒビール。私

たちの知らないところで、従業員の方々が環境問題

の課題に積極的に取り組まれていることを直に知る

良い機会になりました。 

見学のあとはビールの試飲をさせていただきまし

た！（3杯まで！）美味しかったです！ 

感
想

感
想

感
想

感
想
 

 アサヒビールがアサヒビールがアサヒビールがアサヒビールが    

できるまでできるまでできるまでできるまで    

①製麦工程①製麦工程①製麦工程①製麦工程    

②仕込工程②仕込工程②仕込工程②仕込工程    

③発酵熟成工程③発酵熟成工程③発酵熟成工程③発酵熟成工程    

④ろ過工程④ろ過工程④ろ過工程④ろ過工程    

⑤⑤⑤⑤パッケージング工程パッケージング工程パッケージング工程パッケージング工程    

 

Eco point!!! 
CO2 を減らす目的でアサヒビールでは PIE 煮

沸法という、ホップと麦汁の煮沸を別の釜で行う

世界初の新技術を開発し、煮沸工程の CO2 排出

量を約 30％削減することに成功しました。 

また、PIE 煮沸法のおかげで、ビールの 

泡持ち時間も長くなりました。 
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私たち良永ゼミは 8 月 22 日（土）、吹田市立博物館で開催さ

れたアジェンダ 21 すいた代表の三輪信哉氏による講演会「吹田

の環境の次の 10 年を考えてみる」を聞きに行ってきました。 

地球温暖化問題について鳥の目のように大きな範囲で見ること

はもちろん、虫の目のように身近な範囲でも見てみよう！という

ことで、私たちでも身近に出来る環境を意識した生活方法も紹介

されていました。 

講演の後は吹田市立博物館の展示物を見学したり、緑あふれる

紫金山公園を散歩したりと吹田市の魅力に多く触れることができ

ました♪ 

鳥の目ではなく

虫の目で環境を

考えてみる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～鳥の目鳥の目鳥の目鳥の目から見る地球温暖化問題～ 世界規模で見る温暖化問題 

地球温暖化は 1997 年の国際会議で締結された京都議定書から一躍話題となり、今や国際的な

問題として取り上げられています。温暖化の原因の 1 つとして、大気中の温室効果ガス（二酸化

炭素など）の濃度が増加することが考えられています。温暖化が及ぼす悪影響としては、氷河の

溶解、異常気象、自然災害など様々です。世界では、北極では今まで氷河により船の往来が不可

能であった航路も、今では氷河が溶ける事により往来が可能となるなど、地球温暖化は確実に進

みつつあることがわかりました。 

日本は生活の向上により、エネルギー消費量が 1970 年代より約 30%増大しました。また、

日本の二酸化炭素一人当たりの年間排出量は世界の一人当たりの年間排出量の約 2倍以上である

ことが分かっています。 

 

～虫の目から見る地球温暖化問題～ 家庭規模で見る温暖化問題 

地球温暖化が進むなか、この温暖化の進行をとどめるためには、一人ひとりの意欲的な取り組

みが必要です。しかし、環境意識は必ずしも環境行動にはつながっていないという現状があるこ

ともまた事実なのです。日本の各家庭の二酸化炭素の排出量は、同じ世帯人数、同じ地域であっ

ても、家庭によって大きな差があるということがわかっています。 

そこで、家庭でのちょっとした心がけから行動に移してみてはどうでしょうか。家庭での生活

行動のちょっとした工夫で、二酸化炭素の排出量は減らすことができます。年間１人当たりの二

酸化炭素排出量はおよそ 2 トンと言われていますが、1 日 1㎏、年間 365 ㎏削減すると、二酸

化炭素の年間排出量を約 18％も削減することになるのです。 

そのためには、環境にやさしい行動チェックリストを活用するなど、家庭でのエネルギー利用

量と削減量の「見える化見える化見える化見える化」を行うことが、二酸化炭素の排出量を削減することにつながります。 

また、家庭での取り組み以外でも、食材を購入する際には環境に配慮した製品を購入すること、

食品等は最後まで使い切れる量を購入するなど、ごみがなるべく出ないようなライフスタイルを

心がけることも大切です。 

 

講演会「吹田の環境の次の 10 年を考えてみる」を聞いて 
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８月２３日（土）に万博公園の国立民族学博物館の講堂で行われた『自然・環境フォーラム  

おもしろ自然博 これでバッチリ？！夏の自由研究』に行ってきました！！ 

 

 

●特定非営利活動法人 すいた市環境学習協会 

吹田市の環境を次世代に引き継ぐことを目標に活動しているみなさん。今回は野草調査の報告

をしてくれました。大阪府で絶滅したといわれる草が吹田市で２種類もみつかったという話が印

象的でした。 

 

●特定非営利活動法人 すいた環境学習会（ＳＥＬＦ） 

教育支援に主眼を置き、幅広い環境教育を行っています。捨てられた自転車を解体して新しい

自転車を作るもったいない組や田んぼや緑のカーテンをつくるビオトープクラブなど楽しみなが

ら参加できる工夫が感じられました。 

 

●子どもキャンプ体験発表 

吹田市の小学生が映像やスピーチで報告。子どもたちの中でも

環境意識や環境教育が根付いてきていることを実感しました。 

 

●「らんま先生」eco 実験パフォーマンス 

環境の専門家であり、環境省から「環境パフォーマー」の

認定を唯一受けている『らんま先生』こと、石渡 学さんが

eco実験パフォーマンスをしてくださりました。錯覚や表面

張力、遠心力を使った、サイエンスショーに、子どもたちだ

けでなく、お父さんたちも参加していました。らんま先生は

パワフルな方で、吹田の人たちはノリ 

が良いと喜ばれ、ステージだけでなく、客席にも下りて、お

客さんとトークをしてくださり、みんなで楽しく環境につい

て学びました。 

 

 

 

 

～感想～ 

今回の講演の中で子どもたちやその保護者の方などが積極的に参加している様子がとても

印象的でした。たくさんの人が環境問題をより身近に感じ、考えるきっかけになっていると

感じました。 

 

吹田青年会議所主催 

『自然・環境フォーラムおもしろ自然博 これでバッチリ？！夏の自由研究』 
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『里山資本主義『里山資本主義『里山資本主義『里山資本主義    ----日本経済は安心の原理で働く日本経済は安心の原理で働く日本経済は安心の原理で働く日本経済は安心の原理で働く----』』』』    

          著作：藻谷浩介著作：藻谷浩介著作：藻谷浩介著作：藻谷浩介    NHKNHKNHKNHK 広島取材班広島取材班広島取材班広島取材班    

    

 

 

 

～感想～～感想～～感想～～感想～    

    私は、この書を読んで、今まで知らなかったバイオマス

発電という発電方法、そして再生可能エネルギーというも

のを知りました。実際に再生可能エネルギーであるバイオ

マス発電を行っている企業などが紹介されており、すごく

興味を抱きました。これを機にもっと再生可能エネルギー

を勉強しようと思うようになりました。 

『里山資本主義』という本は、テレビ

でも特集を組まれ、30 万部を突破して

います。さらに 2014 年度新書大賞に

選ばれた今注目の 1 冊です！！ 

今注目の 1 冊です。 

～あらすじ～～あらすじ～～あらすじ～～あらすじ～    

～本紹介～ 

本書は、1 章から 5 章そして総括で構成されています。1 章では、木質

バイオマス発電の可能性について、実際に取組んでいる岡山県真庭市にあ

る企業の例を取り上げており、地産地消でエネルギー自給を図りることで

地域が潤い始めていることを紹介しています。また、全体を通して里山・

農山村地域の豊かさと可能性を再認識させてくれます。多くの人が感じて

いる将来的な不安、それは、膨大な国家財政赤字による経済的破綻、年金

の少子高齢化による破綻、急足な人口減少などによるものですが、著者は

そのような不安の時代にあって、まだ日本には里山という暮らし方がある

ではないかということを示してくれています。 
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万博ごみゼロウォーク万博ごみゼロウォーク万博ごみゼロウォーク万博ごみゼロウォーク    

 万博記念公園外周を楽しくウォーキングしながらごみを回収し、ごみ減量やリサイクルについて考

えます。抽選でリサイクル自転車やバーナー工芸品等が当たります。 

◆日  時／１１月８日（土）９時１５分～正午 （受付 ８時４５分～） 

◆集合場所／千里リサイクルプラザ４階広場 

     （吹田市千里万博公園４－３） 

◆申し込み・問合せ／（公財）千里リサイクルプラザ（TEL06-6877-5300） 

◆主  催／万博ごみゼロウォーク実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

    
エコプレスエコプレスエコプレスエコプレス    １０月号１０月号１０月号１０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 

吹田市役所環境部環境政策室内 

  TEL06－6384－1782  

FAX06－6368－9900 

編集：関西大学 経済学部 良永ゼミ  

・表紙…小笠原 

・日本ノボパン工業株式会社…木下、近藤、宮川 

・トヨタの森…加村、小西、橋添 

・アサヒビール工場…南波、山本花 

・吹田の環境の次の 10 年を考えてみる…武内、太田、河合 

・『自然・環境フォーラム』…上野、谷川、田上 

・映画紹介･･･山本理 

暮らしの CO2 ダイエット協力団体・企業 

エコ・アクション 大阪トヨペット株式会社吹田 関西大学経済学部良永ゼミ 

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 

吹田市役所環境部環境政策室内 

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 

編集後記編集後記編集後記編集後記 

★「吹田の環境の次の１０年を考えてみる」講演を聞き、世界規模での地球温暖化問題の影響から、温

暖化の深刻さを実感しました。それをふまえた上で、家庭規模でも出来る身近な温暖化対策など、私た

ち個人の環境問題への意識が温暖化抑制に大きく貢献するのだと知り、環境に配慮した生活を心がけよ

うと改めて感じる機会となりました。（太田・河合・武内） 

◆建築廃材をパーティクルボードだけでなく、発電にも利用しているという点で資源の有効活用ができ

ていると思います。二酸化炭素削減効果もあり、環境に優しい取り組みなのだなと感じました。（木下・

近藤・宮川） 

●今回『里山資本主義』という本を読んで、私たちの身の回りにある物でエネルギーの地産地消を行う

ことが可能であり、そこで雇用が生まれ、地域活性化に繋がることがわかり、今後の日本の問題になる

であろう過疎化の解決策の 1 つになるのではないかと思いました。みなさんにもぜひ読んでいただき

たい 1 冊です。（山本理） 


