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脱石炭で日本の立場︑
微妙！
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0120-079-089
□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。
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シャワで開かれたＣＯＰ で日
本の環境省は﹁途上国は先進国
の技術を導入し︑低炭素化を進
めてほしい︒化石燃料に頼らな
▼ツルバラの花が可憐に咲い
い発展は可能である︒﹂と呼び
ていました︒季節外れのこの花
かけており︑石炭火力への支援
に誰も見抜きもしないでしょう
は矛盾した対応と受取られて
﹁化石賞﹂受賞となっています︒ が ︑ 花 は 小 さ く て も 中 々 気 品 の
ある花が一輪咲いていました︒
現在︑国内で建設中や計画中
年の瀬の花はツバキやサザン
の石炭火力が 基に上ることが
カですが︑置き忘れられたよう
明らかになっており︑環境
に路傍に咲いているツルバラの
ＮＧＯの試算では︑全基が稼働
一輪の花に目を奪われます︒
すると︑現状に比べ︑最大で年
ツバキやサザンカは︑ツバキ
間５０００万トンの二酸化炭素
科の花でバラと
の増が積算されています︒
は関係のない花
さらに︑２０１６年度の電力
ですが︑ツ
小売り全面自由化で︑原則的に
バキは照葉
環境アセスメントが不要となる︑
樹林帯の花
設備容量が 万キロワット未満
で︑バラは
の新設で電力事業への新規参入
北半球の温
の動きも目立ちます︒環境
帯域に広く
ＮＧＯ﹁気候ネットワーク﹂は︑
自生し︑チベットの周囲や中国
少なくとも 基︵ 万キロワッ
の雲南省が原産地です︒
ト未満︶の建設準備が進んでい
南半球にはバラの花は自生し
るということです︒
ていません︒原産地域から考え
てみますとバラは案外寒さに強
米英は石炭火力を規制︑
う花なのかも知れません︒
世銀も融資制限！
▼消費税解散とも言われ︑大
儀のない解散と散々︑こき下ろ
されていましたが︑衆議院選は︑
自民党の圧倒的な勝利で終了し
ました︒消費税は 年半先送り
されましたが︑今度は待ったな
しの消費税 ％時代が到来し︑
将来の ％時代も視野に入れな
ければならないと言うことです
から︑今後どのようになるのか
予測の付けにくい時代になって
います︒住宅産業の未来につい
ても︑ 年間の消費税の執行猶
予がどの様な影響を与えるのか
予断を許さない状況です︒しか
し な が ら ︑ 消 費 税 の 先 延 ば しで
年半の間に住宅を建てる事は
確実に有利です︒この際︑ご検
討をするのであれば︑松下孝建
設がお手伝い致します︒

川内展示場 公開中！
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米環境保護局は︑発電部門か
ら出る二酸化炭素を 年比で３
割減とする規制案を提示し︑石
炭火力が規制の主な対象となり︑
多くが運転停止を求められそう
です︒また︑ＥＵ︵欧州連合︶
も石炭火力発電所新設にはＣＯ
２を回収して貯留するための用
地確保を義務付け︑特に英国は︑
二酸化炭素の回収・貯留のセッ
トでなければ新設を認めない方
針を示しています︒エネルギー
開発などに融資を行う世界銀行
も︑石炭火力発電への融資制限
方針を決定しています︒ 我が
国も将来的な立場を明確にして
再生エネルギーの活用に舵を切
る必要がありそうです︒

ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場

月に︑ポーランド・ワル

矛盾する我が国の環境
対策に世界の怒りの声！
昨年

薩摩川内市東大小路町42-27 川内モデル

かめざわ
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渉の足を引っ張る国として参加
れば温室効果ガス排出量を減ら
しているＮＧＯから﹁今日の化
す取り組みになる﹂と言う理屈
石賞﹂に選ばれたことが報道さ
ですが︑これは国内で原発から︑
れています︒国内でも石炭火発
新規の石炭火力に頼っている我
の新設計画が相次ぎ︑今までは
が国の現状を代弁する理屈で︑
環境先進国と言われた日本の立
発電に伴う石炭火力の二酸化炭
場として﹁日本は途上国に対し︑ 素排出量は︑高効率の石炭火力
再生可能エネルギーの導入にこ
で
も
液化天然ガス火力の倍に上
そ資金を出すべきだ︒石炭では
る
の
が現実です︒
温暖化を止められない﹂と言う
しかも︑日本は途上国に対し︑
のが各国のＮＧＯ︵非政府組
﹁リープフロッグ﹂︵英語でカ
織︶の言い分です︒
エル跳びの意味︶型の発展を呼
びかけている削減先進国の立場
世界は我が国の対応を
であり︑﹁リープフロッグ﹂は
どの様に見ているか！
途上国が︑化石燃料に頼ること
なく︑再生エネなどの導入で一
足飛びに低炭素社会に向かう概
念であることから︑全く逆行し
ていると捉えられているのです︒
しかも︑最大の排出国である
米･中も脱石炭火力を宣言して
いる中で︑日本だけが石炭火力
に戻るという︑逆行した考え方
が問題視されているわけです︒
リマのＣＯＰ の会場で︑世
界のＮＧＯ９５０を超える団体
が参加する﹁気候行動ネット
ワーク﹂は大きな失望と共に日
本政府を批判し︑化石賞を贈り
ました︒授賞理由は﹁日本が支
援し︑インドネシアに建設する
石炭火力発電所に拠出した約１
０億ドル︵約１２００億円︶が︑
日本の温暖化対策を目的とする
基金から出ていたため﹂でした︒
日本政府の立場は﹁石炭火力発
電でも︑エネルギー効率が高け

焼肉なべしま
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〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

石炭火力では︑
温暖化は止められないと石炭発電を進める日本の立場に非難が集中！

平屋感覚の中山展示場 公開中！

日本は交渉の足を引っ張る国としてＮＧＯが批判を込め
﹃化石賞﹄
授与︒
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原発の再稼働を早めたいにも
かかわらず︑再稼働の見通しは
全くたっておらず︑再生可能エ
ネルギーにも︑送電や変電設備
の対応が出来ないためにストッ
プを掛けざるを得ない我が国は︑
世界から見ても非常に微妙な立
場で︑地球温暖化対策として日
本政府が途上国の石炭火力発電
所の建設を支援する方針に︑脱
石炭に逆行する流れとして国際
的な批判の声が上がっています︒
ペルーで開催中の国連気候変
動枠組み条約第 回締約国会議
︵ＣＯＰ ︶会場で︑日本は交

２０

１７

●焼肉の白川

世界の潮流に逆行する
我が国の温暖化対策！

■主要国の二酸化炭素排出量
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排出量︑
2大国の米・中
主導で脱石炭で一致︒

12

松下孝建設

中山展示場 公開中！

ペルーのリマで開催されてい
た第 回国連気候変動枠組み条
約締約国会議︵ＣＯＰ ︶は︑
今までの交渉とは様変わりし︑
排出量の2大国である︑米国と
中国の主導で一応の前進を見る
事となりました︒
米中の排出削減策の要は二酸
化炭素の排出が多い石炭火力発
電の抑制で︑中国もまた第 次
5カ年計画で石炭火力発電の抑
制と再生可能エネルギーの拡大
を打ち出し︑米国ではシェル革
命による天然ガスや石油の生産
が急増し︑脱石炭政策が進んで
おり両大国の思惑が一致し︑今
までとは全く異なる対応を示す
事になったようです︒
米・中が主導する温暖化対策
は︑石炭火力を狙い撃ちする規
制になる可能性もあり︑原発事
故以来︑石炭火力が大幅に増え
ている我が国は︑非常に苦しい
立場に追いやられる立場になっ
ています︒

米国
17.7％
世界全体
300億トン
豪州1.3％
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本展示場は【ハウス・オブ・
ザ・イヤー・イン・エナジー
2013】大賞受賞のスペック通
りに造った展示場です。エアコ
ン一台程度で冬も夏も快適な暖
冷房を可能とした省エネルギ
ー、超高性能住宅です。鹿児島
県に相応しい期間蒸暑地域対応
型住宅として、全国的に評価さ
れた工法です。夏と中間期にご
見学された方は、これから始ま
る冬期の暖房環境について体感
して下さい。設備は少なければ
少ないほど、更新に必要な資金
は少なくなります。

2

齋 藤 恭 誠

鹿児島市中山町字樋渡1208-8 中山大屋根モデル

松 下 孝 行
編集責任

鹿児島における家づくりへのこだわりから生まれた住まい。
発 行 人
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ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場
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中国
その他 24％
28.7％
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鹿児島市中山町字下原田59-3 中山モデル

本展示場は【ハウス・オブ・
ザ・イヤー・イン・エナジー
2013】大賞受賞スペックを参
考にして造った展示場です。暖
冷房はエアコンだけという最も
シンプルな構成で住宅性能の良
さだけで、省エネルギーを目指
した展示場です。これから逼迫
が予測されるエネルギー事情を
見据えた高性能展示場です。
下記「平屋感覚の展示場」のす
ぐ近くですから、両方を同時に
ご見学下さいますことをお勧め
致します。下記展示場は太陽光
発電搭載の「ネット･ゼロ･エネ
ルギー」住宅です。
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