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　昨年１２月初刊の「温かな通信」も今回で３号目の発刊となりまし
た。今回も残念ながら地球温暖化と密接な関わりのある異常気象
の連続でした。初夏からの熱中症警報で始まり、全国的な猛暑日の
発生日数の記録や連続して発生した台風、記録的な豪雨による九
州各地をはじめとした東北岩手、北海道までを襲った悲惨な災害等
が立て続けにありました。現在、国民運動「ＣＯＯＬＣＨＯＩＣＥ（＝賢い
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法人の活動を支えて下さる
会員を募集しています！ 正会員（個人） 5,000円 賛助会員（個人） 1,000円 詳しくは事務局まで

お問合せください。
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選択）」が全国で展開されています。環境省では、日本の人口１億
２千万人の概ね5パーセントに当たる600万人の賛同署名の獲得を
目指しており、このような地球温暖化による危機的状況を変えていく
ためにも、当センターで実施している「うちエコ診断」の受診等、私た
ち一人ひとりが身近な生活の中で未来の為に、今選択出来るアク
ションに取り組むことが大切なことではないでしょうか。

編集・発行

《第10期の推進員の募集が始まります》

うちエコ診断で光熱費を減らしてみませんか！うちエコ診断で光熱費を減らしてみませんか！

出典：資源エネルギー庁

家庭のなかで
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〈 申込受付期間 〉２０１６年７月１日～２０１６年１２月下旬〈 申込受付期間 〉２０１６年７月１日～２０１６年１２月下旬
【うちエコ診断って？】
○「うちエコ診断士」が環境省の「うちエコ
診断ソフト」を用いて、家庭での電気等
のエネルギーの使い方等を無料で行う診断です。　

○「うちエコ診断」を受診することにより、家庭の中で１年間にどこから、ど
れくらいの光熱費がかかっているのか。そして、どのくらいのCO２が排出
されているのかを知ることが出来ます。
○また、診断の結果から、受診家庭に合わせたエネルギー対策・地球温暖化
対策が提案され、光熱費の削減に向けた取組みが出来ます。

【受診までの手続きはどうするの？】
○まず、うちエコ診断の「受診申込み」をしてもらいます。
　（下記申込み・問合せ先まで。申込み期限：１２月末まで。）
○申込み時には、診断に必要な事前アンケート用紙に記入後、提出をしても
らいます。
○その後、都合の良い日時と会場を決め、面談（40分～60分）を行います。

【受診のメリットは？】
◯右上棒グラフの通り光熱費を節約することが出来ます。
○そして、家庭から排出されるCO２が削減されます。（573kg-CO２/年）
※その上、受診者には「ソーラーバッタ」がプレゼントされます。

出典：環境省「うちエコ診断制度」これまでの事業成果について

昨年のうちエコ診断受診結果の
光熱費の節約実績（円/年/世帯）
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『節電・エコドライブのチェックシート』を活用した温暖化防止の普及活動を！『節電・エコドライブのチェックシート』を活用した温暖化防止の普及活動を！『節電・エコドライブのチェックシート』を活用した温暖化防止の普及活動を！
　神奈川県地球温暖化防止活動推進センターでは、家庭で取組
むことができる温暖化対策として「節電１０アクションチェッ
クシート」と、安全運転と燃料費節約につながる「エコドライブ
１０チャレンジチェックシート」を作成しました。市や町等の

環境イベント等において、来場者等市民を対象に温暖化の普及
啓発のツールとして活用しています。ご希望の方は、当センター
事務局までお問合せください。

①ふんわりアクセル「eスタート」
②車間距離にゆとりを持ち、定速走行
③減速時は早めのアクセルオフ
④エアコンの使用は適切に
⑤ムダなアイドリングはやめよう
⑥道路交通情報の活用
⑦タイヤの空気圧をこまめにチェック
⑧不要な荷物はおろそう
⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう
⑩自分の燃費を把握しよう

check!
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１０のアクションにチェックマークを
①エアコン／適温に設定＆月1～2回の清掃
②冷蔵庫／設定温度を「強」から「中」に
③照明器具／点灯時間を短くする
④テレビ／画面は明るすぎないようにする
⑤温水洗浄便座／使わない時はフタを閉める
⑥電気ポット／使用しない時はプラグを抜く
⑦待機時消費電力／使用しない時は主電源を切る
⑧電球／LEDに取り替える
⑨省エネ家電／古い家電を省エネ性能の高い物に
⑩契約アンペア／使用を工夫しアンペアを低くして節約

１０のチャレンジにチェックマークを

知
事

　現在の推進員の委嘱は平成２９年３月３１日が任期となっています。
推進員になる方は、地球温暖化防止に向けた普及啓発活動に熱意と識見を有している。
神奈川県内に在住、在勤、在学。年齢が満１８歳以上。等の要件を満たした方が、「神
奈川県地球温暖化防止活動推進員申込書」により応募することが出来ます。次世代に
引き継ぐ、このかけがえのない地球を守っていく為に、貴方も「地球温暖化防止活動
推進員」に応募しませんか！（問合せは県環境計画課まで）

環境関係DVD（収録数：58本）

地球温暖化防止普及用ツール（ポスター4枚組）

題名（主な作品）

解決！地球温暖化！

エコドライブは一石三鳥

地球温暖化　今、私たちにできること

視聴覚障害者向けDVD  地球温暖化  今、私達にできること

省エネ照明と暮らしのあかり

見直そう私たちの暮らし

学ぼう地球温暖化

夏の節電対策ビデオ

こどもエコクラブ できることからはじめる環境学習

家庭の省エネ診断マニュアル（マニュアル付）

神奈川県環境活動支援コーナー貸出物品神奈川県環境活動支援コーナー貸出物品（貸出は無料、2週間以内）

※その他に、環境関係図書の貸出もしています。（蔵書数206冊）

（出典）エコドライブ普及連絡会のホームページより（出典）節約額は「家庭の省エネ百科」（2014年資源エネルギー庁、（財）省エネルギーセンター）より引用

３人家族で
約　　万円/年の削減！！７

神奈川県地球温暖化防止活動推進センター
（NPO法人 かながわアジェンダ推進センター）
TEL : 045-321-7453　URL : http://www.kccca.jp 

〈申込み先〉

環境測定器 節電や省エネなど環境に配慮したライフスタイルの「見える化」にお役立てください！

※こちらは１ヶ月の貸出となります。

省エネナビ放射線測定器 温度記録計ワットアワーメーター
放射線量を測定します。電化製品の消費電力や

待機電力、それに伴う電
気料金や二酸化炭素排
出量が測定できます。

気温を自動記録します。
記録間隔は用途にあわせ
て15通りから選択でき
ます。

毎日の総電力消費を1時間
毎に記録します。同時に指定し
た量を超えると教えてくれま
す。

CO2濃度計 マルチ計測器赤外線放射温度計(小)

赤外線を照射して温度
を測定します。

大気中の二酸化炭素濃度を測定します。室内換気の目安等
としてお使いいただけます。

風力測定、温度測定、湿度
測定、照度測定ができます。

デジタル温度計
気温をデジタル表示
します。

赤外線放射温度計(大)
赤外線を照射して温度を
測定します。

３人家族で約　　万円/年の削減！！７



環境関係団体の紹介コーナー

神奈川県地球温暖化防止活動推進員連絡協議会

地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（＝賢い選択）」

　当協議会は、平成2６年９月２日に県知事から委嘱を受けている２４０名の推進員相互の連絡協調を図るととも
に、活動に必要な情報の共有をはじめ広域的な課題等について協議を行うことを目的として設置された任意団体
です。県内の８地域の推進員地区会議の代表世話人で構成されており、通常年３回～４回程度の会議において、推
進員の活動上の諸課題等の解決に取組んでいます。

-３--２-

平成27年度「かながわエコドライブチャレンジシート」の結果報告

　２７年度の環境省地域連携事業の「かながわエコドライブチャレンジ」については、推進員や市町村をはじめ、企業
等の皆様に大変ご尽力・ご協力をいただき、あらためて感謝申し上げます。おかげさまで２９０名という大勢の皆様
方に「エコドライブ」にチャレンジしていただき、概ね１か月間の実績ではありますが、平均燃費改善率は11.3%、ガ
ソリンの削減量にすると2,169.1ℓとなり、CO2削減量は5.03ｔという削減効果を得ることが出来ました。今後と
も、エコドライブの普及について皆様とともに継続して取組んでいきます。

　２８年度地球温暖化防止活動推進員スキルアップ研修（神奈川県と共催）
①推進員基礎研修（実施済）
　推進員の地域での活動で最も基本となる、「地球温暖化を伝えていく」為に必要なスキルを学ぶことを目的として
実施しました。
『日　時』：  ２８年７月２９日（金）　１３時～１５時

『参加者』：  ５９名（推進員）

  第１部　講演
　テーマ：「心が伝わる話し方　地球温暖化をどのように伝えているか」　
　講　師：フリーアナウンサー　田辺　希
  第２部　事例研究
　「寸劇」を活用した活動事例研究
　ア、「環境フェア会場においてクールチョイス賛同署名を呼び掛ける」
　イ、「自治会の役員会にて地域ぐるみのエコドライブへの取組みを提案」
　　
②推進員地区別応用研修
　　２７年度に実施した「推進員地区リーダー 養成研修」修了者（ＩＰＣＣのレポートコミュニケーター登録者）を中
　心として、地区内の推進員・環境活動団体・市町の自治体職員が一堂に会し、「地球温暖化について」の知識の共有
　を図るとともに、温暖化防止活動の連携のあり方等について研修を行っています。
　 　時』　　　横浜地区１０月５日（水） ・ 横三地区９月３０日（金） ・ 県央地区１０月５日（水） ・ 
　 　　　　　　湘南、西湘地区１０月１４日（金） ・ 県西地区（未定） ・ 足柄地区９月１８（日）

　推進員による「地区別市民対象の地球温暖化講座」の開催
　推進員の各地区会議が主体となり、地域住民を対象として「地球温暖化講座」が開催されます。これは、「人集め」・「講
座の持ち方」・「効果測定」等を推進員自らが実践することにより、地域での温暖化防止活動を展開するうえで課題となっ
ている「地域における温暖化普及活動の場づくり」について、その手法を学ぶためのモデル事業として実施します。

　　　　　　　  １０月～１１月

　　　　　　　  推進員の各地区において（６会場）

　　　　　　　  各地区単位の推進員

　　　　　　　  地域住民（自治会、公民館等）

　２８年度神奈川県地球温暖化防止活動推進員大会の開催が決定しました。
　今年度の推進員大会の開催が「大会企画運営会議」において、下記のとおり決定しました。　　

　　　　　　 平成２８年１１月２９日（火）　13時～

　　　　　　 かながわ県民センター２階ホール

　　　　　　 「地球温暖化防止活動を地域ぐるみの県民運動へ！」

　　　　　　 ・公演

　　　　　　 ・活動事例発表

　　　　　　 ・パネルディスカッション

　　　　　　 ・大会宣言決議

※県内の推進員が一堂に会し、活動研究のほか、相互交流・情報交換等を
　行う機会となりますので、多くの推進員の参加をお待ちしています。

日 時

場 所

開催日

日 時

参加者

大会テーマ

構 成

実施時期

会　場

主催者

講座対象者

エコドライブ
チャレンジャー総数

削減
達成者数290名

2,169.1ℓ

258名（89％）
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エコドライブチャレンジを通して削減できたガソリン量

エコドライブチャレンジを通して削減できたCO2

　2015年、世界のすべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化対策
の国際的枠組み「パリ協定」が採択されました。
　日本は、2030年に向けて、温室効果ガス排出量を26％削減（※2013年度比）
する目標を掲げています。
　「COOL CHOICE」は、この目標達成のために、省エネ・低炭素型の製品・サー
ビス・行動など、温暖化対策に資する、あらゆる「賢い選択」をしていこうとい
う取組みです。
　この「COOL CHOICE」に、ご賛同をお願いいたします。賛同署名用紙は、当
センターで配布回収しています。
　問合せは当センターまで。
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