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　MELONは、これから「SDGs教育プロジェクト」に
力を入れて活動していきます。世界共通のSDGsの17
の目標は、2030年までに達成することを目指していま
す。目標達成のために教育の果たす役割は非常に重要で
す。将来を担う子どもたちを持続可能な社会の創り手と
して育てていかなければなりません。
　今、学校現場でもその動きが出てきました。しかし、
課題が山積しており、SDGsの教育にどうやって取り組
んでいけばよいか分からないというのが現状です。

　そこで、わたしたちMELONが立ち上がりました！多
忙な学校に代わって、SDGs教育を推進していきます。
まずは、手始めに既存の環境出前教室等をSDGs学習プ
ログラムとしてアップデートして、学校に提供します。
それは、1回限りの出前教室に終わらせず、日々の授業
の中に組み込んでいくというものです。そのような事例
はほとんどなく、この取り組みは先進的なモデルとして
全国にも広がっていくと考えます。
　SDGs教育プロジェクトの概要については、次ページ
をお読みください。今後、進捗状況を情報紙でお伝えし
ていきます。

「SDGs教育プロジェクト」の始動！

MELONとは 公益財団法人 みやぎ･環境とくらし･ネットワーク—通称『MELON』。
1992年の地球サミットをきっかけに翌’93年に誕生しました。緑と水

と食をとおして環境とくらしを考え、地域と地球環境に寄与しようと多くの市民、学者、
知識人、協同組合、企業、団体で作られたNGO（非政府組織）です。地域と地球環境を
守るため１人ひとりの参加と協力をつなぎます。

MELON会員募集
MELONの活動は会員の会費で支えられています。
MELON会員特典
　⃝MELON主催イベントに会員割引で参加できます。
　⃝ごみや水、緑や食、自然エネルギーや企業の環境の取り組みなどをテーマに勉強

会や見学会を行う部会に参加できます。
　⃝ボランティアや部会に参加するごとにボランティアポイントが１個もらえ、５個

集まると1,000円分のMELON商品券と交換できます。
　⃝MELONの活動や環境情報を掲載した情報紙をお届けします。
　⃝メールアドレス登録で、会員同士の情報交換ができるメーリングリストに登録できます。
〜入会希望の方は事務局までお問合せください〜
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SDGs教育プロジェクト〜新たな防災・気候変動環境学習の創造

SDGs学習プログラム例

SDGs教育プロジェクト〜防災・気候変動環境学習カリキュラム

気候変動適応学習
東北工業大学　近藤祐一郎先生の協力4˜6年生プログラム

キリバス SDGs 学習
日本キリバス協会　ケンタロ・オノ氏の協力6年生プログラム

学ぼう！防災気象情報
気象予報士の方の協力5年生プログラム

グリーンカーテンを生活に
NPOシンプル＆スローライフの会の協力4年生プログラム

１,「SDGs教育プロジェクト」とは？
⑴プロジェクトのテーマ
　「持続可能な社会の創り手を育てる新たな防災・気候
変動環境学習の創造」

⑵テーマ設定の理由
　2020年4月から全面実施となった小学校学習指導要
領の前文に「児童が持続可能な社会の創り手となること」
の一文が明記され、日本全国すべての小学校で目指すべ
き理念となりました。しかし、実際の学校現場を見る
と、先生方は多忙を極め、大切だが必修ではない持続可
能な社会の創り手を育てるための学習は、後回しの状況
となっています。そこで、MELONがSDGs学習プロ
グラムを創造し、実践の支援をすることにより、教育を
とおしてSDGsの実現を目指していくことにしました。

⑶SDGsの中の「防災」と「気候変動」
　震災の教訓を基にした自助と共助の防災力を育てる学
習を継続していくことは、まさに被災地の使命です。ま
た、気候変動は世界全体の解決すべき重要課題です。日
本でも、近年は気候変動などが原因とされる大型台風や
集中豪雨が多発して毎年、甚大な被害が起きています。
よって、被災地の使命としての防災、世界的な課題であ

る気候変動を核とした環境、この二つの課題を切り口と
して、教育でSDGsの実現を目指していきます。

２,主な活動内容
⑴SDGs学習プログラムの創造
　大学有識者による指導・助言を受けながらカリキュラ
ムを編成します。目標と内容の設定に当たっては、学習
指導要領や教科書などを参考に、子どもたちの発達段階
を考慮しながら作成します。次に、団体や個人が行って
いる温暖化防止などの出前教室を教科書に沿った教科横
断的な学習プログラムとして作成します。作成したプロ
グラムは防災と気候変動のカリキュラムの中に位置付け
て、プログラム同士の関連を図っていきます。

⑵SDGs学習プログラムの実践
　作成したSDGs学習プログラムを小学校に提案し、
実践の支援をしていくことで持続可能な社会の創り手を
育てていきます。学校で学んだことを親子で取り組むな
どの波及効果も目指します。すでに、いくつかの小学校
に出向いて連携を模索しているところです。次回は、カ
リキュラムと教科横断的な学習について触れたいと思い
ます。
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『食』を通じて環境を改善

　お米の消費量（国民１人・１年間あたり）は、1962年
の118.3㎏をピークに2018年度には53.5kgと半減し
ています。要因はさまざまありますが、社会構造の変
化や食環境の変化などご飯を食べなくなったことにあ
ります。それではパンの消費が増えているのでしょう
か？　2011年には一世帯当たりのパンの消費額が、お米
（ごはん）の消費額を上回りました。お米は100%自給で
きているのに、小麦はオーストラリアなどから、90%近
くを輸入しています。輸入小麦には強力な農薬が使われ、
やわらかなパンにはグルテンが添加され、慢性炎症を起
こしやすいと言われています。食部会では、食の「安心、
安全」はもとより、「食と環境」について話し合い、現状
を一人でも多くの人に伝えていく活動を進めています。
　ここ数年は、「ネオニコチノイド系農薬」に関する取
り組みも行っています。現在世界で使われている殺虫剤
の中で最も多いもので、神経毒性、浸透性、残留性など
の特性があり、害虫以外にも益虫を含む多くの昆虫を
殺したりするなど生態系への影響が懸念されています。
ヨーロッパでは使用を規制する動きが広がってきていま
す。私たちは「ネオニコチノイドとは何か」「どんな効果
があるのか」「危険性はどうか」などを伝えるために紙
芝居を作製しました。ホームページでご覧いただけます。

部会だより〜『食部会』

食部会では、環境に配慮した「食」と「農」を推進するために、学習会や見学会、生産者と消費者をつなぐ体験講座など
を行っています。

「カントリーパーク新浜」の取り組み

（食部会・遠藤環境農園　遠藤源一郎さん）
　仙台市が利活用を募集した新浜地区の集団移転跡地に
田んぼと畑が約八反歩ありました。
　ここで生きものと共生した米作りをしようと地元農家
と大学の教員が「カントリーパーク新浜」を設立し、仙
台市に応募して、2017年から作付けを始めました。
　田んぼを冬水たんぼにして、農薬・化学肥料不使用の
県認証の米を栽培しています。品種は希少なササシグレ
とミヤコガネモチです。また、田んぼの一部をビオトー
プにしました。ガマやミズアオイなどが繁茂し、メダカ
やトンボなどの生きものがたくさんいます。畑ではハマ
ボウフウやハマナスなどの海浜植物や市有林に植えるク
ルミなどを育苗しています。
　5月には田植え体験、8月に自然観察、10月に稲刈り
と稲架がけ体験会を開催しています。また、新浜町内会
主催の貞山運河のフットパスのコースになっていて、参
加者が生きものにあふれた環境を楽しんでいます。
　「カントリーパーク新浜」では、環境省の地球環境基
金に応募して沿岸域の自然環境の復元と保全、持続可能
な利活用をめざしています。特に地域資源を活用した学
習利用促進を一層図っていきたいと思い、環境保全に取
り組んでいるMELONの皆さんと是非、連携したいと
考えています。

https://www.melon.or.jp/
� sendainoujuku/neonico-page2.html

新浜フットパスでカントリーパーク新浜のビオトープの見学会田植え体験会
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気候変動で変わる雨の降り方　〜増えていく大雨に注意〜

　あるお寺の住職になってしまったこんにゃく屋の
六兵衛は、いい加減な生活を送っていた。そこへ、
諸国を巡り歩いている有名なお寺、越前の永平寺の
お坊さんがやってきて、問答を仕掛けてきた。さあ、
大変だ。もし負けたら、寺を追い出されてしまう。
　さあ、互いに無言の問答。禅問を投げかける僧に、
六兵衛は、問いとは全く関係のないこんにゃく屋とし
ての啖

たん

呵
か

を切る。僧は「恐れ入ったッ‼」と逃げ出し
てしまう。この問答の部分は、無言のかけ合いです
から、寄席に行って味わってみてくださいね。
　汚染水の海洋放出に反対する、地元福島をはじめ
とする漁業関係者との対談を行ったあと、政府は一
週間もおかずに海洋放出を決定しました。当の会社
もかつて「関係者の理解なしには、いかなる処分も
しない」と言っていたのにです。なぜそうなったので
しょうか、はて？　対談や説明会の結果をそれぞれ
の部署に持ち帰り、その報告書が作られ、順繰りに
上に報告されていくのでしょうが、その過程で、も
しかしたら、どこかでこんな「こんにゃく問答」でも
あったのでしょうか？

　原発にたまり続ける水を「汚染水」と呼ぶか「処
理水」か。わたしたちの目・耳の前を通り過ぎる言
葉だけを掘り下げても、事態の深刻さがわかってき
ます。「風評被害を吹き飛ばしたい」と、これまで
偉い人がさまざまなパフォーマンスをやってきまし
た。「飲んでも別に問題ない」という人もいましたが、
世界から嘲笑と怒りを集めるだけのようなこんなパ
フォーマンスはしない方がいいと思います。
　今回はクライマックスが沈黙のパフォーマンスと
いう志ん生のCD「蒟

こん

蒻
にゃく

問答」（五代目古今亭志ん生
名演大全集8、ポニーキャニオン、2005年）を聞い
てみましょう。

「笑いの向こう」
落語篇⑳
五代目古今亭志ん生「蒟蒻問答」
石垣政裕（MELON理事）

　最近は「これまでに経験し
たことがないような雨」によ
る災害が繰り返し起きており、
これから始まる梅雨の時期は
特に注意が必要です。今回は、
地球温暖化による大雨の変化
についてお話しします。
　雨の「もと」になるのは空気
中に含まれる水蒸気です。気

温が上がると空気が含むことができる水蒸気の量が増
えるので、一度に降る雨の量も多くなりやすいのです。
実際に、気象庁が観測した雨のデータから、これまで
の100年あまりの間に大雨の回数が増えていることが
確認されています。そして、コンピューターを使った将
来の予測では、地球温暖化が進むとさらに大雨が増え
るという結果になっています。
　地球温暖化が進む中で、私たちを取り巻く気候は
「これまでに経験したことがない」ものに変わり続
けていると考えられます。普段から災害に備えると
ともに、最新の気象情報に注目してください。
　気候変動には、大雨の増加以外にもいろいろな側

面があります。最新の知見をまとめた「日本の気候
変動2020」を気象庁ホームページに掲載していま
すので、ぜひご覧ください。簡潔にまとめた概要版
から専門家向けの詳細版まで、気候変動に関心のあ
る方に幅広くお読みいただきたい資料です。
●�https://www.data.jma.go.jp/
� cpdinfo/ccj/index.html気象庁�仙台管区気象台

気象防災部�地球環境�海洋課
卜部佑介さん

棒グラフは各年の年間日数を示す（全国51地点における平均で1地点
あたりの値）。折れ線グラフは5年移動平均値、直線は長期変化傾向（こ
の期間の平均的な変化傾向）を示す。

観測された大雨の長期変化
全国［51地点平均］日降水量100㎜以上の年間日数
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各協同組合からのお知らせ
MELONの協力団体である各協同組合が取り組んでいる、環境に関する情報をご紹介します。

夏の「こ〜ぷの森三峯山」へ行ってみよう！

目指せ100人！
環境リレートーク

 

 

第81人目の執筆者
鴨志田純さん

（鴨志田農園、一般財団法人
つちのと理事）

て焼却処分場を新設するのか？　それとも公共コン
ポストを設置し、生ごみを分離して堆肥化すること
で焼却処分場の規模を縮小するのか、という議論が
多くの自治体でなされています。その際に私が提案
したいのが廃校の活用です。廃校利用というと、建
物をどう活かすのかに議論が集中しますが、面積の
占有率からいえば圧倒的に割合の大きいのは校庭で
す。ここに公共コンポストを設置することによって、
平常時は生ごみの堆肥化施設、緊急時はコンポスト
トイレにもなる。もともと避難所に指定されること
が多い学校だからこそ、それを設置する意義は大き
いと思います。一緒にはじめてみませんか。

連絡先：jun0307kamosida@yahoo.co.jp

…�次号執筆者紹介�…
樋口�明日香さん

（Food�Hub�Project�食育係）

　はじめまして。鴨志田農園の鴨志田純です。「ど
ういう野菜をつくるか＝どういう社会をつくるか」
を理念に掲げ、東京都三鷹市で年間40種類の露地
野菜を栽培する一方、「コンポストアドバイザー」
として国内外の方々と未利用資源を活かした堆肥づ
くりを行っています。
　現在、サーキュラーエコノミー研究家の安居昭博
氏と共にすすめているのが、日本各地に公共コンポ
ストを設置する活動です。いま全国的に、高度経済
成長期に建設された焼却処分場が耐用年数を迎えて
います。ここで新たに1,000億円規模の予算をかけ

〈お申し込み・お問い合わせ先〉生活文化部　くらしの活動推進課
住所�：〒981-3194　仙台市泉区八乙女4-2-2　文化会館ウィズ
TEL�：022-347-3826（月〜金9：30〜17：30※祝日除く）
FAX�：022-218-5945

　森の博士と一緒に「こ〜ぷの森三峯山」に行って植林した木の生育状況の観察や、升沢遊歩道を探検し
てみませんか。宮城県内水面水産試験場で「伊達いわな」など、淡水魚の養殖場も見学します。
日 時：7月24日（土）10：00〜14：30
集合場所：旗坂キャンプ場駐車場（大和町吉田字升沢地内）
募 集：30名（7月10日までに当選者のみご案内します）
持 物：�昼食飲料、帽子、軍手、長袖、長ズボン、敷物、雨具、

タオル、運動靴または長靴
参 加 費：無料
申込方法：�氏名、住所、電話番号、参加人数を明記の上、ハガキ

またはFAX、二次元コードでお申し込み下さい。

お申し込みは
こちらから

〜みやぎ生活協同組合〜
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.91

令和2年度うちエコ診断結果から見える省エネ術

　全国と比べ、宮城県の一人当たりから排出される二酸
化炭素は23kg-CO₂/年多く、用途別で見ると、宮城県
は「自動車」「暖房」「給湯」の順で多くなっています。
さらに昨年度はコロナ禍による巣籠で光熱費が増えてし
まった、という方も多いのではないでしょうか。
　「省エネ」と聞くとつい「我慢」というイメージを持
たれがちですが、暮らしを豊かにすることもたくさんあ
ります。例えばついつい近場へ買い物に行く際に車を
使ってしまいますが、なるべく徒歩や自転車で移動して
みてはどうでしょう。ゆったり景色を見ながら歩くと新
しい発見があったり、運動不足解消にもつながります。
ほかにも夜は照明を落としてキャンドルナイトを楽しむ
のもおすすめです。食事の時にキャンドルを灯せばお
しゃれなレストラン風な気分を味わえる、かも！

　昨年度のうちエコ診断で最も選ばれていた対策上位3
つは下部で紹介していますのでぜひチェックしてくださ
いね。
　私の家は光熱費使い過ぎ？　どうやったら光熱費を
減らせるのかもっと知りたい！　など気になった方は、
ぜひうちエコ診断を受診してください！　省エネ・省
CO₂対策のエキスパートである「うちエコ診断士」が
分かりやすく解説いたします。
　ウェブ会議システムを使っての診断も実施中です。詳
しくはストップ温暖化センターみやぎまでお問合せくだ
さい！

ついつい長時間つけっぱなしにしてしまいがち。
就寝や外出の 30分前に止めると光熱費削減につながります！
夏は部屋の空気を入れかえることで、冷房が効きやすくなることもあります。

2第 位 3第 位

「冷暖房設定温度の見直し」
着るものを変えるなど工夫をすると効
果的です。1℃控えめにすると約 1割光
熱費・CO₂ 排出量が減ります。でも無
理は禁物ですよ！

「シャワー1人1分短縮」
シャワーを 16 分（12L/ 分）流すと浴
槽 1杯（200L）分のお湯とほぼ同じ量
になります。少し止めるだけでも大き
な削減につながりますよ。

1第 位 「冷暖房1時間短縮」

自家用車
28%
545kg

自家用車
28%
545kg

暖房
20%
384kg

暖房
20%
384kg

照明・家電
13%
250kg

照明・家電
13%
250kg

その他
15%
294kg

その他
15%
294kg

一人当たりの二酸化炭素排出量（用途別内訳）

約 1,920kg-co₂/ 年
データ元：2018年度温室効果ガスインベントリオフィス

全国ネット

約 1,943kg-co₂/ 年
データ元：2020年度うちエコ診断結果

宮城県

自家用車
25%
490kg

自家用車
25%
490kg

暖房
16%
300kg

暖房
16%
300kg

給湯節水
14%
263kg

給湯節水
14%
263kg

照明・家電
31%
593kg

照明・家電
31%
593kg

冷房
1%
26kg

冷房
1%
26kg

台所
6%
112kg

台所
6%
112kg

冷房
3%
56kg

冷房
3%
56kg

台所
5%
98kg

台所
5%
98kg

その他
6%
121kg

その他
6%
121kg

給湯節水
17%
333kg

給湯節水
17%
333kg

これからの季節におすすめ！
夏場は日差しを遮るのが一番効果的！　窓面に日
よけにすだれやシェード、グリーンカーテンを設
置してみてはいかがでしょうか。グリーンカーテ
ンは日差しを避けるだけでなく植物の成長を見る
楽しみもあり、うまくいけば食費の削減にも！
� （診断士H.Hより）　

MELON情報紙 138 号

6



　今回は、食品容器メーカーの株式会社エフピコ東北営
業部を訪れました。
　環境保護には、いち早く取り組まれ（＊１）リサイクル
トレー「エフピコ方式」の製作などについて詳しいお話
を、環境対策室のジェネラルマネージャーの富樫英治さ
ん、東北営業部ジェネラルマネージャー松浦正人さん、
東北営業部　東北１課チーフマネージャー久恒尚之さん
に伺いました。
＊１）国内で初めて色・柄つきの食品トレーを製作し、1992年に業界初のエ
コマーク認定を取得した「エコトレー」も発売されています

環境保護にも取り組むエフピコの皆さん

　「消費者である皆さんの協力が一番大事。リサイクル
ができるし、食品トレーは資源としても大きな役割を
担っています」と語られる冨樫さん。
　使用済みの発泡スチロール製トレー、透明容器、PET
ボトルなどをスーパーマーケットから有価で回収し、特
にPETボトルは、とても品質が良く、リサイクルトレー
も良いものができます。
　回収には、スーパーマーケットへの納品の便を活用し、
全国約２万店舗のうち9,300箇所（2019年11月時点）
から回収しているとのことです。
　ちなみに、回収したペットボトルやトレーが新しいト
レーに生まれかわる（「ボトルtoトレー」「トレーtoト
レー」）の「循環型のリサイクル」を、世界で最初にスター
トされたのもエフピコです。

　家庭、お店、配送会社、全員参加型で取り組み、効率
的で無駄のないリサイクルを可能にしています。

リサイクルトレーや原料を紹介いただきました

　リサイクルトレーを製作する場合、原油から新しく作
るトレーに比べると、30パーセントのCO2の削減にな
ることが確認されています。
　リサイクルすることは、ゴミを減量し、処理にかかる
費用をコストダウンし、材料も再生するので天然資源の
投入の削減となり、リデュース効果も大きくなります。
　また、エフピコではリサイクルで「カーボンオフセッ
ト宣言」もされ、リサイクルトレーなどの取り組みの他、
全国の３か所のリサイクルセンターでも太陽光再生エネ
ルギーを導入し、リサイクル製品を生産していく計画だ
とのことです。
　スーパーマーケットなどの回収BOXから始まる、消
費者あってのとても効率的な「エフピコ方式」のリサイ
クル。まさに時代のニーズに応えた循環型の取り組みを
お話しいただき、とても有意義な訪問となりました。

MELON会員団体訪問記　第８弾

【訪問情報】
■訪問日：4月28日（水）
■訪問先：株式会社エフピコ東北営業部
■訪問者：�MELON情報センター運営部員　増田美鈴、

事務局　山形裕昭、亀崎英治

資源としても大きな役割を担っている食品トレー
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　会員の皆さんの環境への思いやイベントに参加しての
感想を声にしていきます。

『今月の1枚』

　仙台市で取り組んでいるフードドライブの回収ボックスで
す。まだ食べることができるにもかかわらず捨てられてしま
う食品ロスを削減するため、事業者と協力し、自宅等で余っ
ている食品を持ち寄りフードバンクへ寄付する「フードドラ
イブ」を実施しています。
　家の形がいいですね！　自宅で余った食品を煙突から入れ
られます。
この回収ボックスは市内13箇所に来年の3/31まで設置して
あります。
　持ち込めるのは、賞味期限が１か月以上先の常温保存がで
きる食品（生鮮食品以外）です。
※米は２年以内に収穫されたもの。また精米されたものは２
か月以内に、精米されたものです。
　皆さんも自宅で食べきれない食品（常温保存のもの）を持っ
て行って、食品ロスの削減をしましょう！
そして、コロナ禍の中、共に助け合いましょう。

編 集 後 記
■��新緑のまぶしい季節になりました。先日、訪問した小学校の敷
地内に山がありました。休み時間、子どもたちが自由に入って
遊んでよいそうです。ツリーデッキもあって、驚きました。
　（亀崎）

■��事業も本格的にスタートし始めました。新型コロナウイルスに
よって先が見えない中ではありますが、頑張っていきます！
　（吉田）

■��コロナ禍で困っている学生さんが増えているとのこと、フード
ドライブなど少しでも役に立てればいいですね！（山形）

 

ボランティアポイントカード制度
をご活用ください

MELON協力商品券とは

〈会員状況〉
493名

法人� 55
任意団体� 9
個人� 429

2021年4月30日現在

　会員の方には、「MELONボランティアポ
イントカード」を発行しています。部会・プ
ロジェクトの例会出席、作業やイベントでの
お手伝いをすると、１ポイント差し上げます。
5つ貯まると1,000円分のMELON協力商品
券と交換できます。

　みやぎ生協、日専連仙台で発行している商
品券です。金額の一部がMELONに寄付され、
環境保全活動にいかされます。宮城県内の日
専連加盟店及びみやぎ生協の各店舗でご利用
になれます。

MELONイベント情報
これから開催を予定しているイベント・会議をご紹介します。

イベント一覧（6月〜9月まで）

6/27（日） SDGsマルシェ

7/10（土） 水部会例会

7/15（木） うちエコ診断会in県庁

7/18（日） サイエンス・ディ 2021

7/27（火） 情報センター例会

8/3（火） 食部会例会

8/26（木） うちエコ診断会in県庁

9/16（木） うちエコ診断会in県庁

　エフピコさんのトレーtoトレーのリサイクルは理
想の資源循環だと思いました。食品トレーはスーパー
へ、これを当たり前にしたいと思います。
� （ニックネーム　じゃすてぃんさん）

仙台市のフードドライブの
取り組みは「ワケルネット」で

確認できます。
https://www.gomi100.com/

MELON
インスタグラムも
フォローよろしく
お願いします！
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