特集

関西地域における新エネルギーに関する
市民の取組について
担当課室：エネルギー対策課
新エネルギーの普及拡大は、 エネルギー源の多様化、 地球温暖化対策及び環境関連
産業育成の観点からたいへん重要であり、 また昨今の厳しいエネルギー事情を踏まえ、
更なる普及拡大が求められています。
しかしながら、 新エネルギーは、 設備が高価なこと、 エネルギーの生産量や設備の設
置場所が気候や地形等によって限定されることなどが導入に当たっての課題となっており、
日本において、 新エネルギーが１次エネルギー供給に占める割合はごくわずかです。
このような課題に対応するため、 経済産業省では、 かねてから住宅用太陽光発電や家
庭用燃料電池設備等の導入に対しての補助や、 新エネルギー関連の技術開発などの事
業、 また家庭や事業所などにおいて太陽光で発電された電気のうち自家消費できず余剰
となった電気の買取りを電力会社に義務づける 「太陽光発電の余剰電力買取制度」 を実
施しているところ、 今年８月には太陽光、 風力、 中小水力、 地熱、 バイオマスを用いて
発電された電気を一定の期間 ・ 価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける 「電気事
業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 が成立し、 来年７月か
ら施行される予定であるなど、 新エネルギーの普及拡大のための政策は新たな段階を迎え
たと言えます。
一方で、 新エネルギー導入に向けた市民による自主的な取り組みは、 エネルギーの地
産地消などの観点から各地で進められており、 近畿経済産業局では、 平成２２年度、 関
西地域における市民の取り組みについて各団体での設備の導入状況や地域における活動
の実態を把握し整理するため、 自治体や市民団体等に調査を行いました。
このたび、 アンケートやヒアリング調査の中から、 普及啓発に加えて設備の導入など先
進的な活動を行っている９件の市民団体等の概要について、 事例集としてとりまとめました
ので、 御紹介いたします。
このような市民による取り組みは、 今後ますます重要になっていくものと考えられます。
新エネルギーの導入などを検討されている団体等におかれましては、 この事例集をご自身
の取り組みや、 新エネルギー普及拡大の参考として御活用いただければ幸いです。
なお、 事例集は、 近畿経済産業局ＨＰ内の 「関西地域における新エネルギーに関する
市民の取組について （事例集）」 （http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/shimin-torikumi/
jireishu/2010shimintorikumi.html） において公開していますので、 ご覧下さい。
（注） 本事例集では、 複数の市民が寄付、 会費、 出資等の形で資金調達に貢献し導入
された発電所を 「市民共同発電所」 と定義しています。

2

E ! KANSAI 2011 年 12 月号

特集

事例集で取り上げている取り組みの概要
「ふくい市民共同発電所を作る会」 （福井県福井市）
新エネルギーの普及を目指し、 市民が太陽光発電の設置に関わることのできる
機会を広げることを重視して活動を展開しており、 現在までに、 市民共同発電所と
して３基の太陽光パネルを設置しています。
設備導入は、 市民出資や寄付、 行政から
の補助金をもとに行い、 売電収入は本会の
会員でもある出資者が納める会費の一部に
充当しています。
地域の有志から住宅の屋根の提供を受けて
設備を設置し、 技術面では地域の民間企業
から支援を受けるなど、 地域内で市民と企業
が連携して活動を展開しているほか、 地域
住民を基盤とした交流会の開催等の活動にも力を入れています。
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「ひがしおうみコミュニティビジネス推進協議会」 （滋賀県東近江市）
太陽光パネルの導入による新エネルギーの普及拡大と、 地産地消型エネルギー
の供給を目指し、 自治体や地域の他の市民団体とともに、 地域経済の活性化に
つながる仕組みを作っています。
これまで、 市民共同発電所として２基の太陽光パネルを設置しています。 設置に
あたっては市民出資のみを原資とし、 売電収入を出資者へ資金を還元する方法と
して市内の商工会加盟店で利用可能な地域商品券を配布するなど、 ユニークな取
り組みを行っています。
また、 発電事業を中心とした
環境学習や普及啓発活動につ
いても、 行政による補助金等
を活用し、 市内の各市民団体
と連携して積極的に行っていま
す。

「ＮＰＯ法人エコロカルヤスドットコム」 （滋賀県野洲市）
地域通貨 「すまいる」 の利用加盟事
業者の商品を販売する 「すまいる市」
の運営支援や、 市と連携して加盟店で
ある農作物生産者を訪問する 「地産ツ
アー」 を実施するなど、 地産地消を目
指した地域密着型の取り組みを進めて
います。
地域通貨の販売を通して、 これまで３基の市民共同発電所 （太陽光パネル） を
導入していますが、 売電による収入は、 市民共同発電所の維持経費に充当する
ほか、 一部は地域通貨の加盟事業者に還元する仕組みになっています。
地域通貨の活用によって太陽光パネルを導入することで、 「地産地消」 と 「新エ
ネルギーの普及」 の両立を目指しています。
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「自然エネルギー市民の会」 （大阪市中央区）
温暖化防止に向け、 省エネルギーや新エネルギーへの転換の推進を市民の立
場から広げることを目的に活動しています。
保育所の屋根に太陽光パネルを
設置して市民共同発電所を設けて
いますが、 設備導入の際の資金
は、 拠出者に２０年間で元本を返
済する 「建設協力金」 などにより
集められました。 出資者への返済
は、 売電収入とグリーン電力証書
の発行による収入等をもとにしてい
ます。
またパネルを設置している保育
所では、 太陽光発電についての学習会 ・ 交流会を実施して環境教育や普及啓発
を行うことにより、 地域住民や保育所利用者が自然エネルギーを身近に感じられる
ようになっています。
「ＥＣＯまちネットワーク ・ よどがわ」 （大阪市東淀川区）
大阪経済大学が地域住民や市民団体等に呼びかけて設立された組織であり、 地
域住民とのパートナーシップに基づいて、 新エネルギーの普及拡大に貢献すること
を目指しています。
市民出資や寄付、 行政からの補助金をもと
に、 太陽光パネルを市民共同発電所として
導入しています。 出資者への資金の還元は、
パネルの設置場所を提供した高齢者福祉施
設に発電した電気を売った収入をもとに、 ２０
年間で行うことを計画しています。
また、 大学生向けの環境教育ツアーの実
施や地元のイベントへの参加により、 エネル
ギー利用に関する普及啓発も行っています。
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「サークルおてんとさん」 （奈良県奈良市）
「地球温暖化防止や自然エネルギー利用についての啓発」、 「市民共同発電所
の設置」 「会員相互の情報交換」 を目的に活動しており、 市民共同発電所として
太陽光パネルを設置しています。
パネルを設置する事業者を公募し、 また資金は国の補助金や市民からの寄付金
によって集められました。 設置後
は、 売電による収入やグリーン電
力証書の販売代金の一部を新たな
発電所設置のための基金として積
み立てています。
地 域 と の 関 係 を 重 視 す る た め、
奈良県内に限定し公募しており、
現在は高齢者福祉施設や保育園
に設置しています。

「ＮＰＯ法人紀州えこなびと」 （和歌山県和歌山市）
「発展・自立・共生・調和」 をキーワードに、 地球温暖化を防止すると共に、 様々
な人々が交流し、 情報や経験が伝承 ・ 共有され、 地域の力や魅力を向上させて
いくことを目的として活動しています。
これまでに、 寄付や会費、 行政から
の補助金等をもとに、 数カ所に小水力
発電設備を設置してきましたが、 発生
した電気を街灯に利用するなど、 新エ
ネルギーの普及啓発の他、 地域の防
犯活動としても意義を見出しているユ
ニークな取り組みを行っています。
また、 教育機関や民間企業とともに、
子ども向けの環境学習にも取り組んで
います。
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「ＮＰＯ法人ＳＥＥ ＷＡＶＥ和歌山」 （和歌山県有田川町）
小型風車を地域の特徴とし、 地域振興につながる
ことを期待するとともに、 防災意識の啓発を重視した
活動を展開しています。
会員の協力や行政の補助を受け、 災害時には避
難所となる小学校や駅、 学校、 公園、 防犯上電
力の必要な道路等に、 これまでに１５基の小型風
力発電機を設置してきました。 これらは全てバッテ
リー付きで、 非常用電源として機能することが特徴
です。
設備導入の際は、 地域の実情に合った機器を調査した上で、 会員が自ら直接
足を運んで調達して設置工事も行うなど、 費用の軽減に努めています。 また、 企
業や公共施設などへの風車設備の販売も行っています。
（参考）
「池田市」 （大阪府池田市）
池田市では、 行政が主導して民間団体とともに
市民を巻き込み、 新エネルギーの普及啓発や導
入促進に向けた取組を進めています。 発電設備
の設置はこれからですが、 市民やＮＰＯ法人、 商
工業団体とともに、 市民共同発電所 （太陽光パネ
ル）の設置に向けて具体的な計画を進めています。
市民共同発電所の設置にあたっては、 「池田市
立３ R 推進センター （エコミュージアム）」 で市民
などからリユース品の寄付を受付け、 それを販売
した収益も設備導入のための基金として積み立て
ています。また、地域通貨である環境お買い物券「ｉ
Ｋｅｃｏ」 の販売収益も、 同様に事業の費用に充て
られています。
※それぞれ平成２３年６月時点の情報によっています。
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >
「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回は株式会社 創晶、奈良県下北山村をご紹介します。

バイオベンチャーの躍進
〜創薬の基礎を支える ( 株 ) 創晶〜

担当課室：バイオ・医療機器技術振興課

結晶を創る会社、創晶。２００５年７月に設立された大阪大学発のバイオベンチャー
で、 ７年目を迎えた現在は５０社以上の製薬企業等と契約するまでに成長。 最近
は異業種からの引き合いも多くなっています。 ベンチャー企業を取り巻く環境が厳
しくなっている状況の中、 創晶の 「躍進の秘訣」 とは･･･！？
■結晶化とは
～タンパク質の結晶化 （写真①） ～
医薬品開発では、病気に関連する体内のタンパク質 （鍵
穴） に、 原子レベルで合致する化合物 （鍵） を探索する
ことから始まります。 鍵穴と鍵が合うと、 病気によく効く薬
になるのです。 この鍵穴と鍵の構造を立体的に把握する
には、 タンパク質を結晶化させることが必要となります。
写真①：タンパク質の結晶
～医薬候補化合物の結晶化～
医薬品は、 その化合物を結晶化できなければ錠剤として成型することができませ
ん。 一般的には液体より錠剤の薬の方が低コストであるため、 製薬企業は可能な
限り化合物を結晶化したいと考えています。
創晶では、 薬を創るうえで欠かせない上記の２つの結晶化を受託するサービスを
コア事業としています。
■世界一の結晶化技術
「創晶はどこも出来ないことをやってくれる。 もし創晶でも出来ないのであれば、
もう諦めよう。」 大手の製薬企業がそう決断出来
るほどの結晶化技術は、 安達社長も世界一と自
負しています。
それが、 日本 ・ 米国 ・ 欧州 ・ 中国 ・ 台湾で
特許を取得しているレーザー照射による結晶化
条件のスクリーニング技術 （写真②） です。 レー
ザーを用いて低濃度溶液中で結晶の核を強制
的に発生させるもので、 一般的な結晶化の方法
に比べ、 結晶化率の向上 ・ 時間短縮 ・ 高品質
写真②: レーザー照射
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化が可能です。 世界で初めて 「顧客で出来なかったことが出来る」 を可能にした
匠の技は、 安達社長らがドクター時代に発見した後、 （独） 新エネルギー ・ 産業
技術総合開発機構 （NEDO） の産業技術研究助成事業や文部科学省の支援等を
受けつつ、 確立した技術です。 ただ、 この技術をもっても結晶化できないことはあ
ります。 その場合は、このタンパク質は結晶化出来ない、とお墨付きを与える「判定」
という形で顧客へ還元します。 これも創晶の信頼と実績によるものと言えましょう。
■創晶がトップを走る秘訣
創晶は、 リーマンショックの年を除き創業２年目
以降黒字経営を続けています。 その秘訣は、 世
界一の技術に加え、 そのビジネスモデルにありま
した。 情報漏洩を理由に外注を嫌う製薬企業から
も受託できるよう、 タンパク質の名称も聞かず結晶
化を受託し、 その成果は１００％顧客へ還元する
ことで、 発注をしやすくします。 さらに価格を高く
設定することで、 結晶化が困難な案件が自ずと集
まるようにしています。 こうして受託した難問に日々対応していくことで、 ノウハウや
経験が蓄積され会社はスキルアップし、 会社の信用力 ・ ブランド力も増していきま
す。 このビジネスモデルは、 さらなる難問を呼び寄せ、 会社を成長させる起爆剤
となるだけではなく、 他社への参入障壁ともなるのです。
また、 どんな問いにも笑顔で真摯に対応してくださる安達社長のお人柄から見え
る信用力と、 女性社員が無理なく子育てと両立し、 能力を発揮できるその社風も
同社の大きな力です。
■今後の展望
「ベンチャー企業は常に新しいことを求められている。 しかし、 夢と情熱は持ちつつ
も、 身の丈に応じた経営をしなければ生き残ってはいけない。」
堅実ではあるが、 戦略的な経営をしている安達社長は 「結晶化の技術は創薬支援
以外にも使える。 燃料電池など電機 ・ 自動車市場へも参入したい。」 と夢を語ってく
ださいました。
この分野でも 「顧客で出来なかったことが出来る」 ようになる日が近いと確信しました。
（執筆 ： バイオ ・ 医療機器技術振興課 横尾舞華）
会 社 名：株式会社 創晶
U R L ：http://www.so-sho.jp/
所 在 地：大阪府吹田市山田丘２−１ 大阪大学工学 P３棟３１３号
TEL・FAX：０６−６８７７−５６５９
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< 企業・地域の取組紹介のコーナー >

「下北春まな」による地域活性化
奈良県下北山村による大和野菜を使用した地域ブランド商品開発
担当課室：電力事業課

【「下北春まな」の新商品開発に至った経緯】
下北山村は奈良県の東南端に位置し、 自然と共生する 「きなりの郷 （ナチュラ
ルの魅力）」 を理念とした村づくりを行っています。
村の地域振興として、本物の素材を活かした商品開発を目指し、特産品である 「南
朝みそ｣や商工会 （振興事業組合） が手がけてきた｢下北春まな漬｣等の商品を開
発してきました。 村では、 これら製品の品質向上に努め、 「きなりブランド」 として
育成するとともに、 後継者の確保を図り、 村の複合農業経営の中心産物とすること
を課題としてきました。
ここで注目されたのが、平成２０年に奈良県の「大和の伝統野菜」に認定された「下
北春まな」 です。 「下北春まな」 は、 古くから自家野菜として栽培され、 この地の
気候と地形でしか栽培に適さない野菜として、 村民に愛されてきました。 冬場に霜
が降りることにより葉の厚みと甘みが増し、 独特のほろ苦さがあるのが特徴です。 し
かし、 日持ちがしないため、 主に生産者とその周辺で消費されるほかは、 漬物や
粉末を使用したソフトクリームなどの商品が村営の温泉施設などで販売されるだけで
した。
また、「大和野菜」 には、別品種である 「大和まな」 という野菜も存在することから、
混同されることもありました。 村では、 美味であることに加え、 下北山村でしか栽
培できないという希少性を活かした新商品により、 農家収入の安定を図るとともに、
観光誘客、 新商品の事業化による雇用の創出を目指す取り組みを始めたのでした。

下北山村だけで栽培される「下北春まな」と「春まな漬」

【「下北春まな」の新商品開発に向けた取組】
漬け物、 粉末以外に 「下北春まな」 の成分等を活かした新たな商品開発と販路
開拓に取り組むため、 平成２１年度に、 ( 財 ) 電源地域振興センターの支援を受け
て、 マーケティング調査事業を実施するとともに、 中小企業庁の 「地域資源∞全
国展開プロジェクト」 事業に取り組みました。
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マーケティング調査事業では、 春まな生産農家、 商工会、 学識経験者、 行政
などで構成する 「下北春まなマーケティング検討会」 を設置、 「下北春まな」 の素
材の特性を把握し、 商品開発に向けた試験加工と村内の生産設備と人材によって
生産可能な製品づくりの方向性を検討するとともに、 事業化を目指した協議会組織
の発足に向けた検討を行いました。
一方、 全国展開プロジェクトにおいては、 「下北春まな」 の粉末やブラックバスを
素材とした特産品開発に向けての試作開発に取り組むとともに、 東京で開催された
展示会で試食会を実施しました。

「下北春まなマーケティング検討会」による試作品製作風景

【新商品開発事業の成果】
開発した 「下北春まな」 の新商品は、 下北山村で毎年開催される様々なイベン
トにおいて試食モニター調査を実施しました。 モニター結果では、 古漬けに由来
する香りや酸味に対する好き嫌いから評価が二つに分かれたものもありましたが、
平城遷都１３００年記念イベントで行われた収穫祭では、 「せんと鍋」 のように高い
評価を得たものもありました。
今後、 消費者の様々な意見を取り入れて更なる改良に向けた試作活動が必要で
あるものの、 新商品開発事業に向けた大きな一歩となっています。
【新商品開発事業の今後の課題と展望】
「下北春まな」 の現在の生産規模は、約４６アールの栽培面積で約２ｔの出荷量 （平
成 20 年時点） ですが、 栽培面積の拡大を図ることが今後の課題です。 また、 生
産者からは後継者の育成を願う声も挙がっており、 「下北春まな」 の生葉としての
価値をさらに高めるなど、 生産する魅力作り等が必要と考えています。 さらに、 「下
北春まな」 関連商品の生産と販売の促進に向けては、 地元の新たな運営体制作り
が必要であり、 有志に出資を募って新たな事業体を組織化するとともに、 行政など
地元の支援体制の構築が望まれています。

お問い合わせ窓口 ： 近畿経済産業局 電力事業課
電話番号 ： ０６−６９６６−６０４６
U R L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html
E ! KANSAI 2011 年 12 月号
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TOPICS

今

冬

の

節

電

対

策

～ご家庭における節電メニューを紹介します～
平成２３年１１月１日に開催された政府の電力需給に関する検討会合において、
「今冬の電力需給対策について」 がとりまとめられました。
本対策では、 関西電力供給エリアで、 今冬の１２月１９日～３月２３日の平日 （年
末年始は１２／２９～１／４を除く） の９時～２１時において、 昨年の同時期より１０％
以上の自主的な節電をお願いすることといたしました。
皆様一人ひとりの節電アクションが確実に大きな動きとなり、 電力消費をおさえる
ことができます。 ご家庭の皆様方におかれましても、 本対策についてのご理解と節
電へのご協力をお願いいたします。
暖房にエアコンを使用される家庭とガス・石油ストーブを使用される家庭に分けて、
節電メニューを紹介していますので、 冬の節電にご活用ください。
事業者の皆様 （オフィスビル、 百貨店 ・ ドラッグストア等の店舗、 食品スーパー、
医療機関、 ホテル ・ 旅館、 ファミレス ・ 居酒屋等の飲食店、 小中高校、 製造業）
の節電メニューについては、 こちらをご参照ください。

◆寒冷地にお住まいの皆様へ
暖房機器の節電に当たっては、幼いお子様や高齢者の方々、障害をお持ちの方々
など、それぞれのご事情のもと健康に影響のない範囲でご協力をお願いします。

（ お問い合わせ先）
近畿経済産業局
資源エネルギー環境部 電力事業課
TEL：０６（６９６６）６０４６
E-mail：kin-setsuden@meti.go.jp
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家庭の節電
ご家庭の皆様へ、今冬の節電へのご協力のお願い
この冬、 関西電力の供給エリアを中心に電力不足が懸念されます。 政府、 電力会社に
おいては、 引き続き供給力の確保に最大限の努力をして参りますが、 それでもなお電力
需要と供給力にはギャップが発生することが懸念されます。
大変なご迷惑をおかけしますが、 需給ギャップによる停電の発生を回避するため、 ライフ
ライン機能の維持に影響が生じない範囲で、 以下のとおり自主的な節電のご協力をお願い
申し上げます。

家庭では、いつ、どれだけ節電をすれば良い？
12/1

12/19

3/30

3/23
平日（年末年始は12/29～1/4を除く）
9:00-21:00

平日9:00-21:00
数値目標なしの節電

平日9:00-21:00
数値目標なしの節電

▲10%以上の節電※

＊関西電力管内にて節電をお願いする期間 ・ 時間帯において、 それぞれの需要家の前年同月の
使用最大電力 （kW） の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。

■無理のない範囲でご協力をお願いいたします。
障害をお持ちの方々や高齢者の方々、 寒冷地にお住まいの方々など、 それぞれのご事
情のもと、 無理のない範囲でご協力 （使用していない部屋の電気はこまめに消す等） を
お願いします。

家庭の電気の使い方の特徴は？
冬期平日の電気の使われ方（イメージ）

kW

特に夕方以降は、
家庭のご協力が不可欠！

冬期（全体）

～
～
家庭

大口需要家
（製造業の大企業等）

節電をお願いしたい時間帯

小口需要家
（中小企業等）

21:00

9:00
7:00

9:00

12:00

14:00

18:00

21:00

時

【 サンプルデータ等を元に資源エネルギー庁にて推計 】
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家庭の節電
家庭では、冬の夕方どんな電気製品を使っている？
家庭における冬の夕方（１９時頃）の消費電力（例）
＜通常、エアコンを使用される家庭＞

洗濯・
乾燥機
2%

＜通常、ガス・石油ストーブ等を使用される家庭＞

待機電力
5%
その他
18%

エアコン
30%

ジャー
炊飯器
2%

待機電力
7%

その他
26%

洗濯・
乾燥機
2%

パソコン
2%
照明
13%

電気こたつ
1%
冷蔵庫
11%

食器洗い
乾燥機
2%
電気カー
電気ポット
温水便座 ペット
2%
2%
4%

テレビ
6%

照明
19%

冷蔵庫
16%

ジャー
炊飯器
テレビ
2%
9%
パソコン
2%
電気カー
電気こたつ
温水洗浄
2% 食器洗い
ペット
乾燥機 電気ポット 便座
6%
3%
3%
3%

【資源エネルギー庁推計】

広い部屋を温める場合は、ヒーターよりエアコンの方が効率的です。
エアコン

450W(6畳用)
750～1100W (10～15畳用)

電気カーペット

760～1000W (3畳用)

ファンヒーター

1150W

オイルヒーター

360～1500W

ハロゲンヒーター
電気ヒーター

1200W
800～1000W

※上記は定格消費電力の一例であり、実際の消費電力は、製品の種類、使用方法等により異なります。

家庭には消費電力が大きい電気製品がたくさんあります。
これらの電気製品は、平日の節電をお願いする時間帯、特に夕方以降は気をつけて使いましょう。
（例）電気カーペット、電気ストーブ、ジャー炊飯器、電気ポット、電子レンジ 、ホットプレート、
オーブントースター、ＩＨクッキングヒーター、食器洗い乾燥機、温水洗浄便座、ドライヤー、
洗濯乾燥機（乾燥）、浴室乾燥機、掃除機、アイロン 等

14
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家庭の節電メニュー

＜通常、エアコンを使用される家庭の場合＞
「節電メニュー」の中から、それぞれのご家庭で無理なく実施できるものを
チェックしていただき、以下を目安にご協力をお願い致します。
節電効果
（削減率）

節電メニュー

チェック

エアコン

① ・重ね着などをして、室温20℃を心がけましょう。

7％
※設定温度を２℃下げた場合

② ・窓には厚手のカーテンを掛けましょう

1％

③ ・不要な照明をできるだけ消しましょう

4％

・画面の輝度を下げましょう。
・必要な時以外は消しましょう。

2％

照明

テレビ

④

※標準→省エネモードに設定し、
使用時間を2/3に減らした場合
冷蔵庫

⑤
ジャー炊飯器

・冷蔵庫の設定を「弱」に変えましょう。
・扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。
・食品をつめこまないようにしましょう。

1％

・早朝にタイマー機能で１日分をまとめて炊きましょう。

⑥ ・保温機能は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵庫に保

1％

存しましょう。
温水洗浄便座
（瞬間式）

⑦ ・便座保温・温水の設定温度を下げましょう。
・不使用時はふたを閉めましょう。

1％未満

待機電力

⑧ ・リモコンではなく、本体の主電源を切りましょう。
・使わない機器はプラグを抜いておきましょう。

1％

外出時も⑤（冷蔵庫）、⑦（温水洗浄便座）、⑧（待機電力）のご協力をお願い致します。
※通常、エアコン を 使用される 家庭の夕方ピーク時の消費電力（約1400Ｗ）に対する削減率の目安
※資源エネルギー庁推計
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家庭の節電メニュー

＜通常、ガス・石油ストーブ等を使用される家庭の場合＞
「節電メニュー」の中から、それぞれのご家庭で無理なく実施できるものを
チェックしていただき、以下を目安にご協力をお願い致します。

節電メニュー

節電効果
（削減率）

チェック

照明

① ・不要な照明をできるだけ消しましょう。

6％

テレビ

・画面の輝度を下げましょう。

② ・必要な時以外は消しましょう。
冷蔵庫

・冷蔵庫の設定を「弱」に変えましょう。

③ ・扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。
・食品をつめこまないようにしましょう。

3％
※標準→省エネモードに設定し、
使用時間を2/3に減らした場合

2％

ジャー炊飯器

・早朝にタイマー機能で１日分をまとめて炊きましょう。
④ ・保温機能は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵庫に保
存しましょう。

温水洗浄便座
（瞬間式）

2％

・便座保温・温水の設定温度を下げましょう。

1％

・リモコンではなく、本体の主電源を切りましょう。

2％

⑤ ・不使用時はふたを閉めましょう。

待機電力

⑥ ・使わない機器はプラグを抜いておきましょう。

外出時も③（冷蔵庫）、⑤（温水洗浄便座）、⑥（待機電力）のご協力をお願い致します。
※通常、ガス・石油ストーブ 等を 使用される 家庭の夕方ピーク時の消費電力（約1000Ｗ）に対する削減率の目安
※資源エネルギー庁推計

節電時に注意してほしいこと
ガス・石油ストーブ等を使用される場合には、特に以下のことを注意しましょう。

洗濯物や布団などは、ストーブの

近くに置かない
洗濯ばさみ等で留めたつもりでも、
落下の危険性があります。
寝返りをうった時に接触して火災になった事例も。
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〜平成２３年度第三次補正予算関連事業その他のご案内〜
■経済産業省では、 第三次補正予算において、 被災地の復興に向けた支援、 産業の空
洞化への対応 ・ 新たな成長の実現、 エネルギー対策の推進の３本柱の下、 各種事業
を推進しています。 当局においても、 国内立地推進や自家発電設備導入のための各種
補助事業の公募を行っておりますので、 以下アドレスよりご覧下さい。
http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html
■タイ洪水被害に関する近畿経済産業局の取組についてご案内します。
http://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/thailand-kouzui/top.html
■近畿経済産業局施策集 「JUMP UP ！ KANSAI」 をご活用ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html

常設の堺産品コーナーが東京・有楽町にオープン！
〜東京の中心地から、全国に向けて「堺の魅力」を発信します〜

堺市は、 近畿経済産業局の協力も得て、 東京初の大阪物産店 「浪花のええもん うま
いもん 大阪百貨店」 （東京 ・ 有楽町 ： 東京交通会館１階） の店内に、 堺産品の知名度
向上と販路開拓を目的とした、 常設の 『堺産品展示販売コーナー』 をオープンしました。
千利休ゆかりの堺ならではの和菓子、 伝統の手すき堺昆布、 ６００年の伝統を誇る堺打
刃物など堺産品を多数取り揃えています。 多くの皆様のご来店をお待ちしています。
１． 開 設 日 平成 23 年 10 月 24 日 （月） 午前 11 時より
２． 開設場所 「浪花のええもん うまいもん 大阪百貨店」
（東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 1 階
/ＪＲ「有楽町駅」 より徒歩１分）
営業時間 ： 午前１０時～午後１０時 定休日 ： なし
略 ・ 店舗内に専用コーナーを設け、 堺産品を販売
３． 概
・ 堺のＰＲ用ポスターやパンフレット等を配架し、 堺
の情報発信拠点として活用
４． 取扱商品 千利休ゆかりの堺ならではの和菓子やお茶、 伝統の
手すき堺昆布や堺醤油、 ６００年の伝統を誇る堺刃
物、 日本で初めて作られた堺線香、 堺名物の焼き
あなごなど、 堺産品約１３０品目程度 （予定を含む）

【お問い合せ先】
堺市産業振興局商工労働部産業政策課

担当：細川、伯井

ＴＥＬ：０７２−２２８−７６２９

※１２月１２日 （月） ～１４日 （水）、 店頭にて歳末 “ 堺産品フェア ” を開催する予定です！
※当コーナーでの取扱商品は、 随時申込を受付けています！
詳細は左記ＨＰまで、 http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_sansaisui/sanpin_shutoken_hanbai.html
E ! KANSAI 2011 年 12 月号
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

今月の表紙：ひがしおうみコミュニティビジネス推進協議会 市民共同発電所（１号機）

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局 広報・情報システム室
Tel : 06-6966-6009（直通） Fax : 06-6966-6071 E-mail : kin-soumu@meti.go.jp

