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の中で見落と などで通勤し、地球温暖
しがちになり 化防止に取組むもの。
そうな点を専
今年度は次回、九月六
門家から指摘 日～十二日までの週を予
してもらい、 定している。
家庭内での省
エネの推進と
地球温暖化防
編 集 後 記
止を図ること
を目的として
六月は環境月間。ひと
いる。
り一人が毎日の生活の中
また、自動 で環境について考えて、
車からの排出 ライフスタイルをより環
抑制対策 抑制対策とし 境に優しいものに変えて
ては、エコド いくには良い機会である。
ライブ推進の
では何から手をつけれ
ための講習会実施や県下 ばいいか？それは日常生
一斉のノーマイカー通勤 活の中にヒントがあるは
ウィークを設け、マイカ ずだ。ごみの分別でもい
ーでの通勤の自粛を求め いし、アイドリングスト
ていく。
ップでもいい。生活習慣
エコドライブ講習会は、 のひとつになれば苦にな
日頃、自動車を使用する ることもない。生活環境
ことは避けられないこと などが変わっても生活の
とし、運転の方法を工夫 一部になっていれば自然
することで二酸化炭素な と取組めるものだ。
どの排出量の抑制を目的
このような取組みが広
としている。この講習会 がれば、個々での結果は
はアジマドライビングス 小さいものかもしれない
クールで四月から十一月 が、皆が力を併せること
まで実施している。
で成果は大きく、地球温
また、ノーマイカー通 暖化防止の一助にも。さ
勤ウィークは特定の週で あ、今こそ、皆で始めま
自動車通勤を自粛し、公 しょう。
共交通機関の利用、徒歩
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県では地球温暖化防止
のため、
温室効果ガス
（二
酸化炭素など）の排出目
標を一九九〇年の排出量
を基準とし、二〇一二年
度では▲六％としている。
然しながら、二〇〇六
年の排出量は基準年と比

※ 温室効果ガス削減目標20１２年度 –6％（1990年度比）

長野県 1990年度→2006年度 +18.6％

べて、
一八 .
六％の増と このような状況に対応す
なっている。 るため、県では今年度温
部門別に見 室効果ガスの排出を抑制
ると特に民 するため、「平成二二年
生業務部門 度地球温暖化対策事業」
（小売、サ として、家庭・地域にお
ービス業な ける温暖化対策及び自動
ど）
が六四 . 車からの排出抑制対策を
九％、民生 実施する。
家庭部門が
家庭・地域における温
三六 〇
. ％ 暖化対策では、家庭での
と排出量の 省エネを更に進めるため
伸び率が顕 に、「家庭の省エネ見え
著であり、 る化事業」に取組む。
この部門で
これは、家庭に省エネ
の早期の対 活動の専門家が訪問し、
応が求めら 家庭の状況に合わせて具
れている。 体的な省エネの方法を助
そこで、 言する仕組み。日常生活

温室効果ガス排出量の増加
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六月五日（土）に飯田
市のりんご並木等を会場
に「竹宵まつり」が開催

たけよい

後片付けが終
百万人のキャンドルナイト イン 南信州 開催
わり、会場に戻
った時にはいつ
もながらのりん
～竹宵のひかりが幽玄の世界に誘う～
ご並木に戻って
いました。一時
環境月間である六月は、更なる環境保全や地球温
ー比較実験器で、これは
間余の竹宵まつ
暖化防止への積極的な取組みが求められている。そ
手回しの発電機でＬＥＤ
り、それを支え
の中、飯田・下伊那地域の風物詩になってきている
電球と普通の豆電球を点
る大勢の人々。
「竹宵まつり百万人のキャンドルナイト イン 南
灯させ実際にその消費電
今回お手伝いを
信州」が、りんご並木の他、風の学舎や昼神温泉郷
力を体感してもらおうと
して学んだこと
で開催された。
いうもので、大人にも子
があります。
会場は竹宵で飾られ、午後八時からは一斉ライト
どもにも好評でした。
竹宵まつりは、
ダウンが実施された。ミツバチが作った蜜ろうを原
その他のコーナーでは、
ロウソクを燈し
料としたロウソク作りなど、環境を意識した取組み
蜜蝋を製作するワークシ
て幽玄な世界に
も行われ、会場は夜遅くまで賑わっていた。
ョップや地元の食品を販
遊ぶ、そんなイ
されました。
売する屋台があり、本部
メージですが、
りんご並木では、 の横には音楽ステージが 瞬間に会場のライトが一 本来の目的はまったく違
午後三時にスタッ 設置され、美しい歌声に 斉に消えました。
い、電灯を消して環境の
フがエコハウスに 大勢の人が聞きほれてい
この瞬間は、やはり劇 ことを考えるイベントな
集合し準備を始め ました。
的でした。それまで見え のです。ですから今年の
ました。
その間に、三〇〇〇本 ていた空間が一瞬に暗闇 竹宵は環境に配慮して植
テントとその周 もの竹宵が大勢の人の手 に消え、竹宵の明かりが 物性のロウソクを使用し
辺では、小型太陽 でりんご並木に飾られま 暗闇の中ほのかに浮かび ています。
光発電機や白熱・ した。
あがり、幻想的で魅惑的
竹宵まつりをきっかけ
省エネ・ＬＥＤ電
昼間は人通りが疎らな な空間に変わりました。 に環境のことを考えても
球のエネルギー比 りんご並木も日が沈む頃
今年の竹宵まつりは、 らいたい。
その意味では、
較実験器などのエ になると次第に人が出て 天 候 に も 恵 ま れ 大 勢 の 環境パネル展示等のコー
コキットを展示す きて、空が暗さを増すに 人々で賑わいました。
ナーはもっとも趣旨に相
るとともに、体験 つれ、来場者もどんどん
使用された竹宵は、希 応しいものでした。
もしてもらいまし 増えていきました。
望者に分けられ、それぞ
今後も竹宵まつりが地
た。
いよいよ午後八時、五 れの家庭で幻想的な雰囲 域の人々に支えられて続
中でも私が気に入った 分前から場内放送を行い、 気を醸し出すことでしょ くこと、そして地域を越
キットは、ＬＥＤ電球と 十秒前から全員でカウン う。
また、
残った竹宵は、 えて参加の輪が広がるこ
普通の豆電球のエネルギ トダウン、ゼロと言った 竹炭として活用されます。 とを願っています。

平成 22 年度、県温暖化防止施策より

佐々木あずみ （
喬木村）

TEL 0265（53）0434 FAX 0265（53）0467
E-mail shimochi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

地球温暖化防止はまず家庭から

地球温暖化防止活動推進員

編集・発行／南信州環境ネット企画編集委員会

ううれしいお便りを頂い
たりして、園と保護者の
皆様との情報交換も重ね
てきました。
他にもエコキャップ集
めやごみ拾い、太陽炉を
ダンボールで製作したお
ひさまパワーでのクッキ
ング、キャンドルナイト
にはペットボトルで行灯
を作ったり、キャンドル
を手作りしたり・・・と
様々な体験を通して自然
と「さんぽちゃん」「も
当園は、地球環境に目 ったいないという心」が
を向けた太陽光発電のお 子ども達、そして保護者
話をＮＰＯ法人南信州お の皆様にも浸透していま
ひさま進歩より頂き、未 す。
来の子ども達のためにと
小さな頃からこのよう
モデル事業の一環として な環境活動を多く経験す
太陽光発電を保育室屋根、 ることで自ら気付き、活
ランチルーム屋根に設置 動していける力が育って
しています。
いってくれたらなあ と
日頃から子ども達とお 日々感じています。これ
ひさまパワーについてお からも子ども達の驚きや
話したり、子ども達を通 喜びに共感しながら楽し
してご家庭からも節電・ く環境のことを考え、活
節約を心がけているとい 動していきたいと思いま
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した行動をするのはもち
ろん、なるべくゴミを出
さないといった意識の下、
行動していきたいと思い
ます。

当たり、委員会では事前
に植える場所に肥料を施
すなど準備を整え、植栽
当日は橋南まちづくり委
員会の皆様の他、近くの
住民の方が親子連れで参
加しました。また、下伊
那地方事務所
からは宮下所
長を始め、職
員十数名も参
加し、植栽を
行いました。
同委員会から
は飯田合同庁
舎の環境美化
に役立てても
らうため、ラ
ベンダーの苗
木約百三十本
が送られ、早
速、合庁の植
垣などに植えられました。
この植栽は来年度以降
も実施される予定で、数
年後には合同庁舎、主税
町、通り町一帯はラベン
ダーの香りに包まれるこ
とになりそうです。

レンジャーは取り締り得
五月二十四日、県庁で
ササユリは、県指定希 団体があり、平成一九年
水上より
ませんので、人の心理を 今年度初回の長野県希少 少野生植物等に指定され 度にはササユリの盗掘を
自然へのエチケット向上を願う
見越した言葉を選び、あ 野生動植物保護対策委員 るとともに、長野県版レ 機に「南信州希少野生植
自然保護レンジャー 三浦 務 （
駒ヶ根市）
いさつなど声掛けをする 会が開催され、長野県希 ッドデータブックでは準 物保護対策会議」が設立
生活圏とも重な ことにより、それらの行 少野生動植物保護条例に 絶滅危惧種となっている。 され、ササユリを中心と
っているため、 為を躊躇させることが肝 基づく今年度の保護回復
県内では東信を除き広 した希少野生植物の保護
車で気軽に里山 要と思っております。大 を図る対象と 今年度の保護回復対象種は
に向けた情
や両アルプスの 変見苦しいものは、私に して「ササユ
報交換など
「ササユリ」に決定
野趣を楽しめる 出来る範囲で回収し、河 リ」が、環境
が行われて
反面、ゴミの放 川事務所の指定先に搬入 審議会へ諮問されたこと く分布しているが、生育 いる。今後、専門小委員
置や投げ捨ても していますが、県には自 を受け、ササユリの現状 環境の悪化、園芸目的の 会による現地視察、県民
時々目撃するこ 然へのマナーキャンペー などが話し合われ、保護 採取の増加、野生鳥獣に からの意見募集などが行
とがあり、怒り ン・連絡網も更に進化さ 回復を検討するため、専 よる食害などにより、減 われ、平成二二年度中に
とともに心が痛 せていただきたいと思っ 門小委員会の設置も決定 少が危惧されている。
保護回復事業計画が策定
むことがありま ています。
された。
南信州には多くの保護 される予定。
す。一例では、
鷲流峡にて水上
でお客様をご案
年二回のごみゼロ運動
内している最中、監視パトロールレポート
には地区内の住民全戸が
真上の道路から
参加して実施しています。
不法投棄監視連絡員 野牧 武 （
飯田市）
栄養ドリンク空
不法投棄が少しでも少
瓶入り数箱が投
私の担当監視地域は、 また、家から持ってきた
なくなることを願う地域
げ込まれ、目前でそれら ほとんどが山間地であり、 のか家庭ごみが道路上に、
の活動です。
茶瓶が岩上で割れて散乱 国道から市道、道路行き 放置されたり、投棄され
日常におけるポイ捨て
するという出来事があり 止まり地等の巡回をして たものが木の枝に掛かり
や不法投棄は後を絶たな
ました。ツアー後、再度 います。
回収が出来ない事もしば
いのが現状ですが、小さ
現場に赴き、ガラス片か
農機具、家電等の大型 しばです。
なゴミでもそのままにし
ら全てを回収しましたが、 投棄は希ですが、路上へ
冬期は人の入りが少な
ておくと次から次へと増
複雑な思いがしました。 のポイ捨てや多いのは道 いのですが、夏場の観光
えてしまいます。目に付
他にも酷い投棄物の例は 路下の山林で、中には家 シーズンともなれば日々
いたゴミはその場で回収
枚挙にいとまがありませ 庭ごみからペットボトル、 頻繁にポイ捨ては発生し 学生の「ごみはすてない し、心無い人々が少しで
ん。これからは川岸にも ビールの缶まで多くの物 ます。
で」看板、又、昨年はま も居なくなる事を願いな
釣人ゴミ、花火ゴミ、焚 が捨てられています。急
こうしたことから、平 ちづくり環境衛生委員会 がらの監視パトロールを
火跡、野糞等マナーの悪 傾斜の山林のため回収が 成十九年には不法投棄禁 で不法投棄予防鳥居の設 実施しています。
い例が目立ち始めます。 できないものもあります。 止の看板を立てたり、小 置をしました。

ラベンダーが香るまち

主税町に 700 本を植栽
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私は、カヌーやラフテ
ィングのリバーガイドと
して天竜川水系に携わっ
ており、昨年六月より自
然保護レンジャーとして
も活動しています。自ら
のテーマとして「信州の
身近な自然環境の変化や
美観、自然の恵を体感す
る関わり」を念頭にして
おります。
主な活動域の天竜小渋
水系県立公園は、人々の

ハウスの普及でエネルギ ＊パッシヴハウスは、窓
四月十八日、橋南まち
「ドイツウルム市に学ぶ
ー削減をする政策を取り ガラスを三重等にした高 づくり委員会主催による
まちづくり事業」
に参加して
入れて温暖化対策をする 性能省エネルギー建物
ラベンダーの植栽が昨年
地球温暖化防止活動推進員 今村良子 （
飯田市）
との事でした。
度に引き続き行われまし
三月、飯田市とウルム 歩行者優先道路が造られ
た。
市が計画して下さった交 ていますが、舗装道路で
ラベンダー植栽は昨年
省エネルギーについて考える
流視察研修に参加するこ はなく、雨水の浸透性を
度、環境省の「みどりの
とが出来ました。
考えた石畳調のブロック
地球温暖化防止活動推進員 牧内文隆 （
飯田市）
三日間の研修で一日目 を敷きつめた道路です。
は都市計画についてお話 この施工にも感動し、飯
私は、
地球温暖化防止と はテレビの地上アナログ
を伺いました。市の真中 田市でもこの開発に学ぶ いうことで会社の方で具 放送が終了し、地上デジ
に四車線道路があったの ことが出来るならとの思 体的な省エネ事業に関わ タル放送に移行されます。
を潰して、真中に空間広 いで副市長さんのお話を っております。対象とし 画像が鮮明になる、双方
場、広場を挟んで銀行と お聞きしました。古い歴 ては、業務用の省エネに 向サービスの利用が可能
博物館を建て、一方には 史が残っている街並みで なりますので、規模とし になるなどのメリットが
バス専用道路、一方には すがその古さを大切にし てはある程度大きなもの ある一方、買い替えによ
一般車道、地下には広い て修復し、老人にも住め になります。
り多量のアナログ方式の
駐車場を建設したという る施設をまとめたり、ド
さて、家庭レベルで省 テレビが廃棄される可能
現況を見たり聞いたりし ナウ川の川辺にはのんび エネを見るとどうでしょ 性が高く、省エネ＝環境
開発の成功が良く分かり りと散策できる公園を作 うか。家電エコポイント にやさしいとは必ずしも
ました。大聖堂を中心に り子供達が安全に遊ぶこ 制度の影響もあり、省エ 言えない一面もあります。
とが出来る工夫をしたり、 ネの意識も、より人々に 製品の寿命がきて交換せ
心温まる配慮が見受けら 浸透してきたように感じ ざるを得ない状況で、省 香るまちづくり企画コン
れ、さすがウルム市だと ます。二〇一一年七月に エネタイプを選択するこ テスト」でアロマ環境協
感じました。電線は地下
とは経済的にも 会賞を受賞した取組みと
に埋めて電柱がないので、
地球温暖化防止 して行われたもので、今
街中がすっきりきれいな
への貢献という 年度は主税町の中央分離
街でした。
点でも良い方向 帯に約七百本の苗木を植
温暖化対策としてはソ
かとオモイマス。 えました。植栽を行うに
ーラーシステムの導入、
環 境 技 術で
バイオマスエネルギーを
は一歩先を行く ようなビジネスモデルを
利用したセントラルヒー
日本は、ＣＯ２ 構築して推し進めること
ティングを普及させて来
排出削減を進め が必要であると感じると
ましたが、これから建て
る事がビジネス 共に、私自身としても仕
る家についてはパッシヴ
チャンスとなる 事・家庭で省エネを意識
電気使用量の見える化を行い、
省エネ意識を高める省エネナビ

