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子どもたちと地球の未来のために 

アース･エコ 

メールマガジン No.6-14 

2015 年 10 月 24 日(霜降) 

特定非営利活動法人 

アース・エコ事務局 発行 
 

アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活動にご理解、ご支援

をいただいている会員外の皆様にアース・エコの活動をお知らせするため、

月 2 回、メールマガジンをお届けしています。 

政府は 23 日、「気候変動の影響への適応計画(案)」を公表し、パブリックコ

メントの募集を開始しました。気候変動を抑制する「緩和策」を進めたとしても

一定の気温上昇は不可避であり、気候変動の影響を少なくする「適応策」が

必要とされています。アース・エコの活動でも「緩和策」に加え、「適応策」につ

いてどのような取り組みが可能か検討していきたいと考えています。  

かながわ環境教室 相模原市緑区内の小学校 

10 月 13 日(火) 相模原市緑区内の小学校で 6 年生 3 組 110 名を対象に

かながわ環境教室「実験・ゲームで挑戦! 地球温暖化防止」を実施しました。 

今回は省エネ実験に加え、新エネ実験の燃料電池自動車を体験しました。

この実験は通常 2 日目授業の中で行うのですが、この学校は 1 日目授業だ

けであり、来春卒業する 6 年の児童に未来につながるエネルギーとして期待

される燃料電池を知ってもらいたいとの考えからこの実験を取り上げました。 

6 年生を見ると、理解の速さや考えを文章にまとめる能力は 4、5 年生と比

べて大きく成長していることが分かります。感想文を一つ紹介します。 

「地球温暖化シミュレーションを見てこのまま何もしなかったら地球温暖化

がとても進んでしまうのだなと思った。私はこれから家で LED 電球を使ったり

水をむだに使ったりしないように気をつけたいと思いました。また出かけると

きにバスなどを使いあまり自動車は使わないようにしたいです。今日は地球

温暖化について教えて下さりありがとうございました。初めて知ることがたくさ

んありました。」                                  [桑原] 

 

 

相模原市緑区内の小学校 

授業の様子 

 

 

 

横浜市環境教育出前講座 1 日目 横浜市青葉区内の小学校科学クラブ 

10 月 20 日(火)、横浜市青葉区内の小学校の科学クラブ 4～6 年生 33 名

を対象に、横浜市環境教育出前講座の 1 日目を実施しました。 

クラブ活動の時間に授業を行うため授業時間が 50 分に限られます。この

ため通常の出前授業のプログラムをコンパクトにまとめ、最初に地球温暖化

の概要説明、温暖化シミュレーションの映像を見た後、3 種類の省エネ実験

を行いました。ゲーム「暮らし方の違いさがし」は割愛し、普通は授業の中で

記入してもらう省エネチェックシートも先生お願いしてあらかじめ記入しておい

てもらい、授業の中では各自で設定した省エネ目標をだけを確認しました。 

短い時間の中できちんと理解してもらえるか心配でしたが、科学的なことに

関心があって科学クラブに集まった子どもたちだけあって、地球温暖化や省

エネについても理解が早く、良く分かってもらえたようです。       [桑原] 

 

省エネ実験のひとつ 

照明の消費電力比較 
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太陽光発電と環境破壊 

太陽光発電の設置が森林伐採などの自然破壊を引き起こすケースが増

えています。本来、持続可能な社会の実現を目的とする太陽光発電が、逆

に環境破壊の原因となる事例について調査した会員の寄稿を紹介します。  

太陽光発電見学報告太陽光発電見学報告太陽光発電見学報告太陽光発電見学報告  

日射量が多く太陽光発電先進地でもある北杜市を地域の仲間と見学しま

したので、印象に残ったことを報告します。 

1. 実験評価サイト「北杜サイト太陽光発電所」見学実験評価サイト「北杜サイト太陽光発電所」見学実験評価サイト「北杜サイト太陽光発電所」見学実験評価サイト「北杜サイト太陽光発電所」見学 

色づき始めたカラマツ林、左には八ケ岳、右には富士山を楽しみながら進

むと程なく北杜サイト太陽光発電所に着く。 

全体では 2MW クラスの実証実験を行っているが、その内、PVシステム評

価エリアを中心にご案内いただいた。パネルの変遷、メーカーの特徴、方式

の違いや特徴を身近に見ることができた。 

2. 家庭用太陽光発電家庭用太陽光発電家庭用太陽光発電家庭用太陽光発電 

諸統計から、同市の一戸あたりの普及率は 10%近いと推定される。神奈

川県の 3 倍以上の普及率（県内で高い県央地区に較べても 2 倍近い）であ

る。そして、今年度も導入補助金制度継続等、普及に取り組んでいる。（ただ

し、この 1, 2 年、家庭への導入は下降気味との事。） 

3. 事業用太陽光発電事業用太陽光発電事業用太陽光発電事業用太陽光発電 

急速に普及して（昨年は倍増して）累計 740 件以上の事業用太陽光発電

が設置されたとのこと。その為か、伐採された林が目立つ。稼働中の発電所

には、柵も無く、管理者の表示も無く、素人目にも強度が心配な施工もある。

周囲の住民に事前説明も無い物件も多いと聞く。その上に、「認定済で未導

入」の物件が更に 4000 件以上控えているが、現制度では、その内容を市町

村や住民は知ることさえ出来ない。 

再生可能なエネルギー（日本では、特に太陽光発電）は増やさなければな

らない。しかし、国民にとって大切なエネルギー基盤が、自然破壊の中で広

がることに、（一部ではあろうが）無責任体制の上に築かれることに、地域と

住民に歓迎されない形で広がることに不安を感じる。もっと計画的に、地域と

連携した形で進める制度に進化して欲しいものである。また、自分の地区もソ

ーラー普及と併せて乱開発防止に努めてゆきたい。            [安藤] 

 

 

 

広大な「北杜サイト 

太陽光発電所」と八ヶ岳 

 

 

道路沿いに柵も無く 

設置されている太陽光発電 

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電ににににつつつついいいいてててて  

日本の太陽光発電量は大震災後、特に 2013 年以降

急激に増加し、今夏のピーク需要時の電力量の約 6.5%

に達し、原発の稼働が無くても夏場の電力不足を支える

大きな柱となる迄に成長したと報じられています。(東京

新聞 2015.8.30) 

しかし、最近小～大規模の発電施設の設置が急増し

ている A 市在住の知人の話では、森林を伐採して設置さ

れた施設から土砂が畑に流入した、住処を失った鹿等

の獣が頻繁に出没するようになった、豊かな自然に惹か

れて移住したのに景観がすっかり失われてしまった等の 

問題が起きているとの事でした。また、採算性の悪くなっ

た施設が放棄され大量のゴミとなる事を危惧する声も多

いようでした。この地域では農家の方の高齢化や後継者

難等で田畑や森林の維持管理が難しくなり、それらの土

地を事業者が借り入れるのも施設の急増の一因となって

いる。一部の事業者が目先の利益を追い、杜撰な土地

造成や設備設置を行い、また周辺住民との合意形成を

十分に取っていない事、施設を細分化して切り売りする、

いわばミニ開発も問題発生の大きな要因となっていると

話していました。 
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太陽光発電は埋め立て地等に設置されるメガーソー

ラー等を別にすれば、建物の屋根や地域に広く散在して

いる使用していない土地等を利用して設置する事が出

来ます。この特徴を生かせば地産地消のエネルギーとし

て地域で活用し、地域の活性化に繋げられるのではな

いでしょうか。勿論、設置のための初期投資、ミクログリ 

ッドとマクログリッドの連携をどうするか等々解決すべき

難問は沢山ありますが、例えば長野県飯田市の例のよ

うな市民ファンドを中心に行政と共同して進めて行くこと

で目先の利益に捉われない、環境と調和した「住民の、

住民による、住民のためのエネルギー」を確立する事が

可能なのではないでしょうか。              [岩澤] 

ESD とととと環境環境環境環境破壊破壊破壊破壊  

最近、ESD（持続可能な開発のための教育）についての講座を受けた。

我々の生活環境を改善するはずの『開発行為が、生活環境を破壊したり悪

影響を与えるリスク』を評価しなければならないということであった。今年 9 月

の鬼怒川氾濫（堤防越水）で大きな災害が発生したが、ソーラーパネル設置

工事との関係が一時話題になった。開発では便益のみが大いに語られる傾

向があり、持続可能な社会のための ESD 教育が不足していることを再認識

する機会になった。（文科省 http://www.esd-jpnatcom.jp/）       [吉田]  

10 月例会・合同勉強会を開催しました 

10 月 14 日(水) かながわ県民センター会議室で 10 月の理事会・例会・合

同勉強会を開催し、会員など 14 名が出席しました。 

10 月月月月理事会理事会理事会理事会 

横浜市緑区白山地区センターのセンターまつりへの協力、および横浜市戸

塚市内の小学校の出前授業に関連したフォローアップの実施が承認されまし

た。また、マイナンバー制への対応について協議しました。 

10 月例会月例会月例会月例会 

10～12 月にかけて予定している学校出前授業など 7件の活動について参

加者の調整を行いました。また 9 月下旬から 10 月中旬に実施した 4件の活

動を振り返って課題や改善点などを話し合いました。 

合同勉強会合同勉強会合同勉強会合同勉強会 (環境学習リーダー会エネルギー部会と合同開催) 

� 青色青色青色青色 LED とととと健康健康健康健康リスクリスクリスクリスク 

青色 LED が人間の健康に及ぼす影響について調査した 2 名の会員から

報告がありました。 

白色 LED は、青色 LED と黄色発光体を組み合わせる方法が一般的です

が、波長が短い光の方がエネルギーが大きいため、LED 電球から出るブル

ーライトが網膜に与える影響が懸念されます。現在の知見の範囲では特に

心配はないようですが、それでも気になる場合は、光源を直視しない、ブルー

ライトが少ない電球色の LED 電球を使うなどの対策が有効のようです。 

また、ブルーライトは睡眠障害の原因になるとも言われていますが、これ

は LED 電球に限る問題ではなく、テレビ、パソコン、スマホなどのバックライト

にも白色 LED が使わるようになってきているため、特に就寝前にこれらの画

面を長時間注視するのは避けた方が良いようです。 

� 太陽光発電所と環境破壊太陽光発電所と環境破壊太陽光発電所と環境破壊太陽光発電所と環境破壊 

9 月の合同勉強会で会員から提起された問題ですが、これに関連して調査

した 5 名の会員から報告がありました。主な報告の要旨は本号 2ページの寄

稿をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電所と環境破壊 

について報告する会員 
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エコプロダクツ 2015 に出展します 

 日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ 2015」に、

アース・エコは今年も出展します。東 5 ホール NPO・

NGO コーナー N-25 ブースで皆様のご来場をお待ちし

ています。詳しくは：http://eco-pro.com/2015/ 

日時：12 月 10 日(木)～12 日(土) 10:00-18:00 

(最終日は 17:00 まで) 

場所：東京ビッグサイト東ホール 

主催：産業環境管理協会、日本経済新聞社 

 

これからの活動予定 

◇ 10 月 29 日(木)、11 月 26 日(木) かながわ環境教室、川崎市幸区内の小

学校 

◇ 11 月 7 日(土) 環境学習リーダー養成講座、神奈川県環境科学センター 

◇ 11 月 10 日(火) 横浜市環境教育出前講座 2 日目、横浜市緑区内の小学

校 

◇ 11 月 17 日(火)、24 日(火) 横浜市環境教育出前講座、横浜市青葉区内

の小学校科学クラブ 

◇ 11 月 22 日(日) こども理科実験教室、相模原市立環境情報センター 

◇ 11 月 28 日(土) すぎの子まつり、横浜市立長津田第二小学校 

◇ 12 月 10 日(木)～12 日(土) エコプロダクツ 2015、東京ビッグサイト 

◇ 12 月 23 日(水) クリスマス親子工作教室、長津田地区センター 

上記は計画が確定していないものを含みます。詳しくは事務局にお問合せく

ださい。  earth.eco.jimukyoku@gmail.com 

11 月 11 日(水) 13:30-16:30 

かながわ県民センター705 会議室 

会員の皆さんのご参加をお待ち

しています。 

 

会員外の皆さんも、例会・勉強

会やほとんどの活動を見学するこ

とができます。ご希望の方は事務

局までご連絡ください。 

 

地球温暖化やボランティア活動に関心のある方 

私たちと一緒に活動しませんか? 

アース・エコの活動に参加してみませんか。例会・勉

強会の見学も歓迎します。事前にメールでお問い合わ

せください。 ⇒ info@npo-earth-eco.com 

会員募集中！ 

私たちの活動は皆さまからの 

ご寄附で支えられています。 

アース・エコへの寄附は「よこはま夢ファンド」にお申

し込みください。インターネットまたは郵送・ファクス・Ｅメ

ールでお申込みの際に、支援したい団体に「アース・エ

コ」をご指定ください。税の優遇措置が受けられます。 

詳しくは http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/ 

アース・エコは地球温暖化防止活動に取り組むボランティア団体です。 

ホームページ http://www.npo-earth-eco.com 

お問い合わせ、お申込み、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで info@npo-earth-eco.com 

  


