
京都府地球温暖化防止活動推進センター通信「うぉーみんぐ」No.44（平成 27 年春号） 1

 京都府地球温暖化防止活動推進センターは、府
内の温暖化防止活動を様々な面からサポートし、
一層活性化させることを目的に活動するセン
ターです。平成 15 年 10 月 10 日、府内の多様
な団体が連携し新たに立ち上げた NPO 法人　京
都地球温暖化防止府民会議が京都府知事からセ
ンターとしての指定を受け、その活動を開始し
ました。
　京都府地球温暖防止活動推進センターの活動
は、国、京都府、府内の多様な団体、会員の皆
様などのご支援によって支えられています。

特集　推進員研修報告
推進員活動で地域を変える
-持続可能な地域社会の創造に向けて-

平成26年度
家庭の冷蔵庫 使用実態調査　結果報告
おしらせ
推進員活動　見える化！ 
冊子『数字でわかる！京都の温暖化防止活動推
進員』が完成しました！

ひと工夫でもっとすてきに　緑のカーテン！

活動REPORT
住まいの工夫で省エネかつ快適・健康に！
セミナー「住宅と省エネ」を開催しました
低炭素杯2015
京都から出場の2団体がいずれも企業/団体賞を受賞

お知らせ
貸出できる環境学習教材が増えました。
facebookでも情報発信中！

c o n t e n t s

No.44京都府地球温暖化防止活動推進センター通信

うぉーみんぐ
地球温暖化問題に取り組む人のための通信です。 実践活動への意欲を、 アイデアを、 仲間同士の関係を、 ホットに温めます！
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みどりのカーテンとオーニングの組み合わせ（関連記事p.6）

第3回推進員研修会でのワークショップ（関連記事p.2,3）

低炭素杯2015（関連記事p.7）
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　　推進員活動で地域を変える
-持続可能な地域社会の創造に向けて-

特 集
とく

しゅ
う

　

　日本は少子化や高齢化が進み、地域によって
はこれから人口構造が大きく変わります。また
リーマンショックの後、経済界や産業界の方々
の意識も変わってきています。誰かの何かを搾
取して富を得る＝大量消費社会という構造はも
たない、多くの人がそう感じています。人口減
少による社会構造の変化を、私達の社会の在り
方や暮らし方を変えていくチャンスととらえ、
自立分散型の社会を作っていかなければならな
い時がきています。

　信用金庫は地域の金融機関として定められた
エリア内でしか営業できません。その預貸率
（預かったお金に対して、どれだけ地域の人に
融資しているか）を見ると、たった15年ほど
で、70％だったものが50％を切るようになって
います。信用金庫全体で預金の総額は120兆円
ぐらい。それが20％減っているということは、
24兆円のお金が地域から逃げているということ
です。代わりに増えているのが、国債や公社債
等の購入額です。地域で預けたお金が地域で投

講師：深尾 昌峰先生

龍谷大学政策学部准教授。公益財団法人京都地域創造基金理

事長。きょうとNPOセンター常務理事。株式会社PLUS SOCIAL代

表取締役。環境省循環共生型の地域づくりに向けた検討会委員。

資されずに、国債や公社債を買うというビジネ
スモデルに変わっている。地域にある資金が、
地域の外に出て行く構造になっています。これ
は、深刻な問題です。
　水俣市の例を見ると、市の域内総生産は1088
億円で、市民の所得は600億円です。電気ガス等
のエネルギー代金として86億円が域外に出て行
きます（その後、多くの資金が海外へ出て行き
ます）。もし、地域のお金が地域の再生エネル
ギーに投資され、地域の中で電気を作り地域の
中で消費するという仕組みを作れば、資金の流
出を止められる可能性がある。低炭素型社会を
作るビジネスモデルとして地域循環の核になる
のではないか。こういうことを今環境省とプロ
ジェクトで進めようとしています。

　推進員のみなさんは低炭素型社会が必要だと気
付き、「ほっとけない」と思い、行動されていま
す。”自分が生きている間ぐらいは社会はもつだ
ろう“と放っておくこともできるのに、傍観者に
ならずに行動するみなさんは、ちょっと「変わっ
た人」ですよね。変人というのは「変える人」。
社会を変えていくことが出来る人という意味で、

もうすでに
社会構造は変わってきている！

が

新しい経済

推進員研修報告

　1月18日、24日に第3回推進員研修会を開催。今回は龍谷大学の深尾先生をお招
きして「推進員活動で地域を変える」をテーマにご講演をしていただきました。
その内容をご報告します。

「世界征服」が
「未来の当たり前」をつくる

ご講演いただきました
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特 集

私は最大のほめ言葉だと思っています。

　気がついてほっとけないと変人のみなさんが行動
され取り組んでおられることが、社会全体に拡がっ
ていき、ある一定ラインから＜社会的認知＞を超え
ていきます。
　政府や自治体というのは、社会的認知を超えたも
のしか取り組めません。例えばDV（ドメスティック
バイオレンス）は、今は社会的認知を得ています。
法律もでき、補助金や助成金もあり、行政の相談窓
口もある。社会全体の問題と捉えられています。し
かし、30年前は社会的認知を得ていなかった。当時
はただ単なる夫婦喧嘩として取り上げられ、相談す
らままならない状況だったのです。

　ヒーロー系アニメに例えて「地球防衛軍になる
か、世界征服軍になるか？」と尋ねると、多くの
学生は防衛軍と答えます。しかし防衛軍は、今の社
会の在り方や考え方を守ろうとする人たちで、アニ
メでも戦い方は通り一辺倒です。しかし世界征服軍
は、毎週戦い方を変え、武器を変え、知恵を出し、
戦い、負ける。そしてまた来週やってくる。なぜ
か。何かを変えるという目的のためです。
　環境の問題は一筋縄ではいかない。「ちょろっと
がんばれば」解決する問題ではありません。全地球
的な問題で、多くの人たちの生き方や考え方を変え
ようと思ったら、並大抵のことではいかない。地域
の足下から、生活の現場から少しでも変えていこう
という活動は、実は世界征服軍なのです。
　環境問題はここ20年ぐらいの間で社会的認知を
得たものもあるが、まだまだ社会全体が理解でき
ていないこともあります。今みなさんが「ほっとけ
ない」から行動されていることが、「未来の当たり
前」になっていくのです。

　地域の金融力を引き出し、環境分野に、それも地
域の中への投資が向いていくことがとても大事で
す。国債に逃げていくお金を地域内循環させる知恵

を、地域の金融機関と一緒に考える。その時のキー
ワードは低炭素型社会です。
　＜社会的投資＞という言葉は、日本ではまだなじ
みが少ないですが、Ｇ８各国では当たり前の言葉と
して使われています。投資に対するリターンを、例
えば子ども達の環境が良くなる等、地域が良くなる
ことに求める。日本でもこれから重要になってくる
でしょう。
　そうして、国から押しつけられて何かができるの
ではなくて、地域の中で大事なことが実現してい
く。こういう社会を実現したいという文脈で投資や
寄付がされていく。
　今、日本でも寄付という形の社会参加をする方が
増えています。寄付は集まらないと思われがちです
が、実は寄付をしたことがない一番の理由は「頼
まれたことがない」からです。「こんな事が実現で
きるんです」「こういうことに協力してください」
と、具体的な成果とセットでお願いすると、寄付を
集めることはそんなに難しくないと思います。

　これから地方は「総力戦の地域づくり」が必要で
す。誰かが頑張ればいいという時代ではない。住民
の力を引き出すのはみなさんがやっておられるよ
うな取り組みが必要で、一緒にやりませんかという
「最後の一押し」が必要なのです。そして一押しさ
れた人たちがまた取り組み、次の人たちを変えて行
くという連鎖が、住民の力を引き出して自己決定力
のある豊かな地域につながっていくのです。これから必要な取り組み
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家庭の冷蔵庫 使用実態調査　結果報告

　家庭でもっとも多くの電気を消費する機器は「冷蔵庫」です（統
計データによる）。一度設置したら24時間×365日×約10年ほどず
っと使い続けるものですが、小型冷蔵庫の方が大型より多くの電力
を消費する傾向があることや、省エネ化が進んで10年間で消費電力
量が約1/3になっている等、あまり知られていません。
　そこで、今年度、当センターでは推進員の協力のもと、家庭の冷
蔵庫の状況に関して調査を実施しました。パンフレット「冷蔵庫で
CO2ダイエット」を配布し、冷蔵庫と省エネに関する情報提供をする
とともに使用状況についてのアンケートの回答を呼びかけました。

［二世帯］　［仕事（農作物保管、会社の物品保管）］
［1台目に入りきらない］　［台所以外の部屋（2階や寝室）に設置］

合わせると約3分の1の冷蔵庫について、停止の可能性があることがわかります↑

今回の調査で一番古かったものは1983年製（使用年数は約32年）
新しかったものは2014年製
使用年数15年以内の冷蔵庫が多い（全体の約82.1％）
使用年数16年以上となると少なくなり、20年以上のものはごく
わずか（4.6％）であった

今回の調査で一番小さかったものは38リットル
一番大きかったものは700リットル
回答数が多かったのは、401～450リットル

　　「大型」「中型」「小型」で分類すると、使用されている冷蔵

庫の約６割が大型冷蔵

調査期間

平成26年10月～平成27年2月

回答数

冷蔵庫の使用状況に関するアンケート

（A4サイズ）・・・238

冷蔵庫使用状況　実施後アンケート

（ハガキ）・・・53

平成26年度

項目 日常生活に必要で
使用停止は難しい

少々困るが、止め
られる可能性あり

使用をやめても
困らない

回答数 38 15 4

割合（%） 66.7％ 26.3％ 7.0％

1台・・・181世帯
2台・・・40世帯
3台・・・14世帯
4台以上・・・0世帯

冷蔵庫の使用年数について

　　冷蔵庫の法定耐用年数は6年、一般的にも10年ぐらいと言われて

いますが、実態は15年ぐらいまで使われていることが分かります。

冷蔵庫の大きさ（定格内容積）について

冷蔵庫の保有台数について 2台目3台目冷蔵庫の主な使用目的

2台目や3台目冷蔵庫の運転停止の可能性

大型・・・172台
中型・・・89台
小型・・・38台

アンケート付き

パンフレット

「冷蔵庫でCO2ダイエット」

3000部配布

5

年
以
内

6

～10

年

11

～15

年

16

～20

年

21

～25

年

26

～30

年

31

～35

年

501L

以
上

451

～500L

401

～450L

351

～400L

301

～350L

251

～300L

201

～250L

141

～200L

1

～140L
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扉の開閉をすばやく

冷蔵庫内に詰め込まない

適切な温度設定（ECOモード）

冷蔵庫内のラベルやカタログに記載されている年間

消費電力量はJIS（日本工業規格）にて決められた

方法で測定されていますが、2006年5月から新しい

JIS（実際の使用方法に近い測定）に変わりました。

新JISと旧JISでは同じ製品でも年間消費電力量の表

示が約3～4倍変わることがあります（メーカーや製品

によって数値の差は異なります）。

2台目もしくは3台目の冷蔵庫の運転を停止した

古い冷蔵庫を買い替えて省エネ型に更新した

小型の2台目と3台目を廃棄し、中型冷蔵庫1台に買い替えた

2台目冷蔵庫の購入を検討していたが、パンフレットを見て止めることに決めた

省エネ型冷蔵庫の購入を現在検討中である

例えば、【2001年製・82リットル・年間消費電

力量600kWh】の3台目冷蔵庫を【2014年製・

140リットル以下・省エネ型年間消費電力量

280kWh】に更新した方の場合、年間320kWh

電気料金約7,040円削減になりました！

　京都府地球温暖化防止活動推進員は、京都府知事の委嘱を受け、府内の各地

域で温暖化防止に向けた活動を行うボランティアです。この度、府内各地で展開

されている推進員活動を紹介する冊子を作成しました。

　この冊子では、１ページにつき１つの活動を取り上げ、活動成果の代表的な数

字や写真を掲載しています。推進員活動は地域やグループによって多種多彩に

幅広く展開されているため、京都府温暖化防止センターがオールスタッフ体制で

作成しました。冊子を通して多くの方に推進員活動を知っていただきたいと思って

おります。同時に、数字だけではわからない活動の魅力についても感じていただ

れば嬉しく思います。

実際に行動されている冷蔵庫の省エネ行動（自由記述欄に記入されていた回答内容）

側面からの放熱を確保する

冷蔵庫カーテン

冷凍庫は詰めるようにする

冷蔵庫の運転停止や省エネ型への更新についての報告

　冷蔵庫の使用年数が10年以上経っ

たご家庭は、壊れたときにあわてな

いよう、電気屋さん等で一度下見を

してみてください。家族人数や生活

スタイルを考えて、余裕のある適切

な大きさを検討してください。

　そして実際に購入するときは、ぜ

ひ省エネラベルを参考にしてくださ

い！

　他にも、「パンフレットを見て、冷蔵庫側面に貼っていた紙をはずした」「冬に向けて温度設定をした」等の
報告もありました。また、調査がきっかけになり「今回、自宅の冷蔵庫の製造年・消費電力を知ってビックリし
た」「小型冷蔵庫の方が消費電力が多いことを初めて知った」等の感想も寄せられました。
調査に御協力くださった皆様、本当にありがとうございました！！

4件

56

19
53

15

6
6

4件

2件

2件

9件

推進員活動　見える化！ 
冊子『数字でわかる！京都の温暖化防止活動推進員』が完成しました！

2005年製以前の冷蔵庫に表示されている
年間消費電力量にご注意！

h t t p : / / w w w . k c f c a . o r . j p /
update/su i sh i n-book2015 .h tm l

省エネラベル
を参考に

お し ら せ

冊子をご希望の方は、

京都府温暖化防止セン

ターまでご連絡ください。

ホームページからPDFが

ダウンロードできます。

完
成
記
念
に

推
進
員
と

ス
タ
ッ
フ
で

2月16日に京都府庁にて記者発表を行ったところ、NHK総合（ニューステラス
関西・京いちにち・京都ニュース845）にて取り上げていただくことができました。
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ひと工夫でもっとすてきに　緑のカーテン！
　夏の室内温度上昇を抑えるためには、なんといっても窓から入る太陽の光を遮ることが重要。窓の外で遮ることのできる

すだれ、よしず、そして「緑のカーテン」が効果的です。

　中でも、緑のカーテンは、花や野菜を楽しめるという「おまけ」もあるので、京都府内でも各地で実践され、徐々に定着して

きています。一方で、「緑のカーテンには、たくさんの水を使うけど、本当に環境に良いのかな？」という声も聞こえてきます。

　そこで、ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment：LCA）の視点から環境活動を研究されている福井工業大学

の笠井利浩先生にお聞きしました。

水についてですが、設備等にかかる環境負荷に対して水

の造水時の環境負荷は大変小さく、それほど問題にはな

りません。私の育てている緑のカーテンは、プランターの下に穴がな

く、散水した水は全てカーテンが吸い上げる構造になっています。１シ

ーズンで、横幅18ｍ、高さ10ｍの緑のカーテンで約35～40m3ほどの

水を使います。この場合でも地域によって大きく異なりますが、水道

水の造水にかかる環境負荷量は8kg-CO2程度でしょうか。私の育て

ている緑のカーテンの場合、確実に2℃程度は無い教室と比べて温

度差がありますので、エアコンによって消費される電力削減によって

もたらされるCO2削減効果は結構大きくなると考えられます。（電力製

造時のCO2環境負荷量は、570g/kWh程度と大きいためです。）

　水の量が数百リットルやドラム缶何本分と聞くと、普通の感覚ではそ

んなにたくさんの量と、感覚的に思ってしまいますが、私たちの日常

ではトイレを１回流すだけでも数～十数リットルの水を使っています。

LCA的な考え方を導入することで、どこにどれだけ環境負荷がかかっ

ているかという事が数値でわかり、正確に把握することができます。

　低炭素杯で入賞した長岡京市立長岡第四小学校で

は、校内に雨水タンクを設置し、みどりのカーテンを含め

校内の植物の散水に使っています。宇治市では、手作りで雨水タン

クを作ることを推進している活動もあります。

　雨水貯留施設設置に対して、助成金制度がある自治体もありま

す。京都府内で助成金制度を実施しているのは、京都市、木津川

市、長岡京市、福知山市、八幡市、大山崎町、精華町の5市2町で

す（平成27年3月現在）。

京都の事例C

O

L

U

M

N

緑のカーテンを

作るとどのくらい

水を使いますか？

　笠井先生からのお答えからも、水のことを考えても緑のカーテンは有効な手段と言えそうです。しかし当然、水資源問題

を考えれば、いくらでも水を使って良いというものではありません。事実、笠井先生も、雨水利用の研究をしておられ、先生

が関わる上の写真の小学校では、5トンの雨水タンクを設置し、緑のカーテンだけではなく、他の植物の散水も含め、基本的

にすべてを雨水で賄っているそうです。

　家庭でも、雨水、お風呂の残り水、お米のとぎ汁など、捨てられてしまう様々な水を、緑のカーテンに活用できると良いで

すね。例えばお風呂だけでも、１回沸かすと180～200リットルの水を使いますから、有効利用できれば、水やりに使う水道

水の量を、大幅に減らすことができそうです。

長
岡
第
四
小
学
校
の
雨
水
タ
ン
ク

笠井先生に

教えていた

だきました
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京都府地球温暖化防止活動推進センターの主な活動を報告します。活動REPORT

住まいの工夫で省エネかつ快適・健康に！
セミナー「住宅と省エネ」を開催しました

　平成27年1月26日、

「住まいと環境社」の野

池政宏氏を講師に迎え、

住宅と省エネに関するセ

ミナーを開催しました。

野池氏は、省エネ住宅を

広めるには客観的指標が

必要との考えから、省

エネ住宅の数値化や評価にも取り組み、住宅ア

ナリストとして全国で活躍されています。住宅

全体のエネルギーを「住まいの工夫による省エ

ネ」「機器・設備による省エネ」に分けて、情

報を整理しながら詳しく説明いただきました。

　例えば、省エネリフォームをするなら、一番

安くて効果があるのは窓の対策だそうです。ま

京都から出場の
2団体がいずれも
企業/団体賞を受賞

　平成27年2月13～14日に、東京ビッグサイトにて「低炭素杯
2015」が開催されました。低炭素杯は、地域に根差した地球温
暖化防止活動のコンテスト。発表や団体同士の交流を通じて、取
組のノウハウや情報を共有してつながりを深め、地域のベストプ
ラクティスを全国に展開することを目的に開催されています。
　5回目を迎える今年の大会では、全国の1000を超える応募団
体から書類選考で選ばれた39団体が、ファイナリストとしてプ
レゼンテーションを行いました。
　京都からは2団体が出場しました。京都府長岡京市立長岡第
四小学校は、“「伝えて拡げる」kyoのながよんエネルギー学習
～生ゴミ堆肥×グリーンカーテンネットワーク”の活動を報告、
「気象キャスターネットワーク最優秀地域・学校エコ活動賞」
を受賞しました。特定非営利活動法人丹後の自然を守る会は、
“地域に油を注げ！低炭素型　食の好循環づくり”の取組を報
告、「ウジエスーパー最優秀エコーガニック賞」を受賞しまし
た。おめでとうございます！

http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2015/
上/長岡第四小学校
下/丹後の自然を守る会

低炭素杯2015

写真

低炭素杯
2015の情報
はこちら→

発表の動画を見ることができます。
ぜひご覧ください。

た、断熱性能を上げると夏に少しデメリットが

生じる可能性があるが年間を通したらメリット

の方が大きいこと、夏のデメリットも、遮熱を

しっかりすることにより解消できること、断熱

により冬のシートショックが起こりにくくなる

ほか、健康増進効果があることなどを、データ

を用いてご紹介いただきました。気密性能と24

時間換気や省エネとの関係、結露、シックハウ

スとの関連についても教えて頂きました。

『住まいの省エネハンドブック』

http://www.kankyo.or.jp/koueki/

ondanka/

（岡山県・岡山県地球温暖化防止活

動推進センター／監修　野池政宏）

参 考 情 報
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法人の活動を支えてくださる会員を募集しています！

　年度会費　正会員 （個人） ： 2,000 円　正会員 （団体） ： 3,000 円

準会員 （個人） ： 2,000 円　準会員 （団体） ： 3,000 円

賛助会員 ： 10,000 円

詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

この印刷物は、古紙配合率 100％の再生紙に、植物油インキで、風力発電による自然エネルギーを使って印刷しています。

詳しくは、当センターのホームページを
ご覧ください。
またはお電話でお問い合わせください。

現在、当センターではfacebookでも様々な情報を
発信しております。日々の活動報告や様々な情報
を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
「おっ！」と思った投稿には、ぜひ「いいね！」
をお願いします。

貸出できる環境学習教材が増えました。

facebookでも情報発信中！

お知らせ
Information

ぜひご活用ください！！

 https://www.facebook.com/kcfca アドレスはコチラ

パネル

●温暖化導入パネル
●温暖化啓発パネル
●木と火のある暮らしパネル

紙芝居

「ゴーやん」と「あさがおちゃん」の
おはなし（パワーポイントデータのみ）

すごろく
エコすごろく

フードマイレージ教材

●ハンバーガーの向こう側
●紙芝居「どっち買う？」
●野菜トランプ

NEW


