
カーボンニュートラルな町ミーナンガディ、

ケララ -インドで発生しています 

(Kābon'nyūtoraruna machi mīnangadi, 

kerara - Indo de hassei shite imasu) 

 

小さなステップは、あなたの周りの環境に変化をもたらすことができま

す。これはケララの小さな町によって実証されています。ワヤナード地

区のミーナンガディは、インドのケララ州で最初のカーボンニュートラ

ルな町です。ミーナンガディの人々は、小さなステップでこれらの変化

をもたらしました。地方自治体は2016年6月、町の純炭素フットプリン

トをゼロにするという野心的な目標を掲げて旅を始めました。 

Chīsana suteppu wa, anata no mawari no kankyō ni henka o motarasu 

koto ga dekimasu. Kore wa kerara no chīsana machi ni yotte jisshō sa 

rete imasu. Wayanādo chiku no mīnangadi wa, Indo no kerara-shū de 

saisho no kābon'nyūtoraruna machidesu. Mīnangadi no hitobito wa, 

chīsana suteppu de korera no henka o motarashimashita. Chihōjichitai 



wa 2016-nen 6 tsuki, machi no jun tanso futtopurinto o zero ni suru to iu 

yashin-tekina mokuhyō o kakagete tabi o hajimemashita. 

2020年までにプロジェクトを正常に完了させるために、学生、科学者、

農家、人々の代表者など、あらゆる人生の人々の集団的な努力です。土

壌監査、植物人口調査、エネルギー監査等を実施し、環境にやさしい措

置を講じている。町のコミュニティはまた、ビニール袋の使用を停止す

るためのキャンペーンを開催しました。 

2020-Nen made ni purojekuto o seijō ni kanryō sa seru tame ni, gakusei, 

kagaku-sha, nōka, hitobito no daihyō-sha nado, arayuru jinsei no hitobito 

no shūdan-tekina doryokudesu.  Dojō kansa, shokubutsu jinkō chōsa, 

enerugī kansa-tō o jisshi shi, kankyō ni yasashī sochi o kōjite iru. Machi 

no komyuniti wa mata, binīru-bukuro no shiyō o teishi suru tame no 

kyanpēn o kaisai shimashita. 

農家は有機的な方法を選んだ。人々は、炭素排出量を相殺するためによ

り多くの木を必要とする領域を特定しました。その結果、森林面積はま

もなく拡大するでしょう。町のグラマ・パンチャヤットは、従来のエネ

ルギー源への依存を最小限に抑えるために太陽光発電を使用することを

決定しました。彼らは、すべての家庭や他の施設にエネルギー効率の良

いライトを供給することができるLEDランプ製造ユニットを設定します

。 

Nōka wa yūki-tekina hōhō o eranda. Hitobito wa, tanso haishutsu-ryō o 

sōsai suru tame ni yori ōku no ki o hitsuyō to suru ryōiki o tokutei 

shimashita. Sono kekka, shinrin menseki wa mamonaku kakudai 

surudeshou. Machi no gurama panchayatto wa, jūrai no enerugī-gen e 

no izon o saishōgen ni osaeru tame ni taiyōhikarihatsuden o shiyō suru 

koto o kettei shimashita. Karera wa, subete no katei ya hoka no shisetsu 



ni enerugī kōritsunoyoi raito o kyōkyū suru koto ga dekiru eruīdīranpu 

seizō yunitto o settei shimasu. 

現在のシナリオでは、世界中の人々が気候変動を管理するために会議を

議論し、実施しています。小さなインドの町はすでに措置を講じており

、その方向に向かって取り組んでいます。このプロジェクトのアイデア

は、2016年にケララの財務大臣、トーマス・イサックによって考案され

ました。彼によれば、ミーナンガディがカーボンニュートラルを達成す

れば、農業セクターに大きな影響を与えるだろう。コーヒーを含む農家

が生産する農作物は、カーボンニュートラルタグで販売することができ

る。 

Genzai no shinariode wa, sekaijū no hitobito ga kikō hendō o kanri suru 

tame ni kaigi o giron shi, jisshi shite imasu.  Chīsana Indo no machi wa 

sudeni sochi o kōjite ori, sono hōkō ni mukatte torikunde imasu. Kono 

purojekuto no aidea wa, 2016-nen ni kerara no zaimu daijin, tōmasu 

isakku ni yotte kōan sa remashita. Kare ni yoreba, mīnangadi ga 

kābon'nyūtoraru o tassei sureba, nōgyō sekutā ni ōkina 

eikyōwoataerudarou. Kōhī o fukumu nōka ga seisan suru nōsakubutsu 

wa, kābon'nyūtorarutagu de hanbai suru koto ga dekiru. 

グラマ・パンチャヤット大統領によると、ミーナンガディ氏は野菜の自

給自足となり、約70エーカーの土地が栽培に使われているという。ベン

ダーや人々は、野菜、魚、その他のアイテムに環境に優しいバッグを使

用し始めました。ベンダーはまた、ビニール袋の代わりに環境に優しい

バッグのための顧客を教育し、奨励します。 

Gurama panchayatto daitōryō ni yoru to, mīnangadi-shi wa yasai no 

jikyūjisoku to nari, yaku 70 ēkā no tochi ga saibai ni tsukawareteiru to iu. 

Bendā ya hitobito wa, yasai,-gyo, sonohoka no aitemu ni kankyō ni 



yasashī baggu o shiyō shi hajimemashita. Bendā wa mata, binīru-bukuro 

no kawarini kankyō ni yasashī baggu no tame no kokyaku o kyōiku shi, 

shōrei shimasu. 

大臣によると、これはほんの始まりにすぎない。州はすでにワヤナドを

国内初のカーボンニュートラル地区にしようとしている。ワヤナードは

、気候変動に関する国家行動計画の報告書の中で、気候変動を「ホット

スポット」とラベル付けされた州内の4つの地区の1つでした。報告書は

、気候変動の影響に対抗するために直ちに行動を起こさない場合、ケラ

ラ州の気温は摂氏2度上昇すると述べた。 

Daijin ni yoru to, kore wa hon'no hajimari ni suginai.  Shū wa sudeni 

wayanado o kokunai-hatsu no kābon'nyūtoraru chiku ni shiyou to shite 

iru. Wayanādo wa, kikō hendō ni kansuru kokka kōdō keikaku no 

hōkoku-sho no naka de, kikō hendō o `hotto supotto' to raberutsuke sa 

reta shū-nai no 4tsu no chiku no 1tsudeshita. Hōkoku-sho wa, kikō 

hendō no eikyō ni taikō suru tame ni tadachini kōdō o okosanai baai, 

kerara-shū no kion wa sesshi 2-do jōshō suru to nobeta.  

「カーボンニュートラル・ミーナンガディ・グラマ・パンチャヤットプ

ロジェクトは、この地域における人々のライフスタイルと持続可能な開

発を通じた人為的な炭素排出量の削減を想定しています」. 

また、カーボンニュートラルに行く利点は、このプロジェクトは、自然

が緑のカバーを得る間、農家に収入源を与える農業林業を促進します。 

`Kābon'nyūtoraru mīnangadi gurama panchayattopurojekuto wa, kono 

chiiki ni okeru hitobito no raifusutairu to jizokukanōnakaihatsu o tsūjita 

jin'i-tekina tanso haishutsu-ryō no sakugen o sōtei shite imasu'. Mata, 

kābon'nyūtoraru ni iku riten wa, kono purojekuto wa, shizen ga midori no 



kabā o eru ma, nōka ni shūnyū-gen o ataeru nōgyō ringyō o sokushin 

shimasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年までに、インドと世界中のより多くの都市、町、村が、ミー

ナンガディが示す緑のイニシアチブにインスピレーションを得るこ

とができます。 

2020-Nen made ni, Indo to sekaijū no yori ōku no toshi, machi, 

mura ga, mīnangadi ga shimesu midori no inishiachibu ni 

insupirēshon o eru koto ga dekimasu. 

ソース: www.dw.com, http://greenubuntu.com/go-green-in-2018-welcome-to-meenangadi-indias-first-carbon-

neutral-town/, www.thebetterindia.com , http://indianexpress.com   


