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エコドライブを実施すると…
二酸化炭素、
大気汚染物質の
排出が減り、
地球にやさしい！

燃費が向上して
燃料費が
節約できる！

安全運転に
つながり、
事故が減る！

二酸化炭素排出量
地球と財布にやさしいエコドライブをはじめましょう！
あなたのちょっとした心がけひとつで、二酸化炭素排出量の削減につながります。

環境環境

節約節約安全安全

3つのおトク3つのおトク

地球温暖化 二酸化炭素

エコドライブにチャレンジしよう！

エコドライブは、地球温暖化の要因である二酸化炭素
（CO2）削減にもつながっています。かけがえのない地球を守るた

めに、ドライバーの皆さんがエコドライブを心掛けましょう！
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チャレンジャーには抽選で5000円のQUOカードが当たります。

が30名に当たる！

5,000円のQUOカードが30名に当たる！

5,000円のQUOカード

KCCCA

　エコドライブチャレンジって？
　・ふんわりアクセル「ｅスタート」（穏やかな発進）
　・車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
　・減速時は早めにアクセルを離そう
　　など「エコドライブ１０」を実践してみてください。

　どのくらいの期間エコドライブをすれば良いの？
　・とりあえず、概ね１か月間の運転でチャレンジした結果
　　の平均燃費を測ってください。

　平均燃費はどのように計測するの？
　・一度、満タン給油し、一定の距離をエコドライブ走行した
　うえでもう一度満タン給油し、一定の走行距離 ÷ 給油量
　　で算出します。

　計測した結果の燃費はどうするの？
　・切り取り線のハガキに記入後、投函していただくと受取人
　払いにより当センターで回収できます。

　他には何かメリットは？
　・エコドライブは、継続することによりはじめてメリットが
　目に見えて実感できます。

　・また、今回チャレンジいただいた方には５千円のクオカード
　　が抽選で30名様に当たるというメリットも付いています。

　「チャレンジシート」以外に応募方法はありますか？
　・インターネットによる応募が出来ます。メールアドレスは
　info@kccca.jpです。
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※こちらは１ヶ月の貸出となります。

※こちらは１週間の貸出となります。

省エネナビ
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。

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！

デジタル温度計

気温をデジタル表示
します。

放射線測定器

放射線量を測定します。

温度記録計
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。

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。

CO2濃度計
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。

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。

マルチ計測器

風力測定、温度測定、
湿度測定、照度測定が
できます。

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。

環境関係DVD（収録数：58本）

環境関係図書（蔵書数：206冊）

環境測定器

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）

分類（ジャンル別）

エネルギー

地球温暖化

みどりつち

白書

みず

環境全般

環境学習環境教育

科学物質

ごみ

まちづくり

そら

その他

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

早いもので師走、今年も鬼怒川決壊など関東各地の豪雨被害
や全国各地で連続猛暑日の記録の更新など異常気象と呼ばれ
る現象が頻発した年でした。そんな中で、COP21がパリを会場とし
て開催されています。温室効果ガスの削減目標などを巡り、先進
国と発展途上国などのそれぞれの思惑が交錯し、「合意」というも
のの難解さが改めて浮き彫りとなりました。しかしながら、IPCCの第
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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

お問い合わせください。

ワットアワーメーター

編集後記

年度
会費

〇神奈川県地球温暖化防止活動推進センターでは、地球

温暖化の主な要因とされている二酸化炭素（ＣＯ２）の

排出を抑制する為、「かながわエコドライブチャレンジ」

への取り組みを行っています。

〇「急発進・急加速・加減速」などに気を付けて運転する

だけで1割以上の燃費向上が実証されています。

　また、このエコドイブにより車の燃料費も節約出来、安

全運転にもつながることから交通事故も減少します。

〇こんなメリットだらけの「エコドライブ」に、あなたも

今すぐに挑戦してみませんか！

　「かながわエコドライブチャレンジシート」によるチャ

レンジ期間は、２月末までです。( ハガキの差出有効期

間です)

★お問い合わせは、4面の(神奈川県地球温暖化防止活動

推進センター)まで

①あなたの平均燃費はどのくらい向上出来ましたか？

上の燃費はどの方法で計測しましたか（□のいずれかにチェックを付けて下さい。）

②フェイスシート ご協力、よろしくお願い致します。

□マイカー　　□マイカー以外（会社の車等）

□満タン給油方式　　□燃費計等　　□今までの経験から

5.チャレンジ実施前、チャレンジ期間中それぞれで実施に心がけたもの
　にチェックをつけてください。

実施前
①ふんわりアクセル「eスタート」（穏やかな発進）
②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
③減速時は早めにアクセルを離そう

期間中

〈2〉チャレンジ後〈2〉チャレンジ後

〈1〉チャレンジ前〈1〉チャレンジ前

平均燃費(km/ℓ)総走行距離(km)

km

km/ℓ

km/ℓ

1.氏名（記入は任意です。）

2.市区町村名

4.チャレンジした車は（□のいずれかにチェックを付けて下さい。）

3.住所（記入は任意です。）

5次報告書に明記されている「温暖化の原因が人為である可能
性が極めて高い」ということについて異論はないということは「合意」
されています。いずれにしても、私たち一人ひとりが出来ることは、一
番身近な「家庭」を中心とした日常生活の中でCO2の排出をいか
に少なくしていくか。この努力の積み重ねが子や孫の世代にかけが
えのない地球を引き継いでいく唯一の方法ではないでしょうか。

編集・発行



　神奈川県地球温暖化防止活動推進センターでは、「かながわ
エコドライブチャレンジ」の事業の一環として、エコドライブ
のプロの講師を招き、県内各地区（小田原地区、厚木地区、横浜
地区、平塚地区） で、県民を対象として「かながわエコドライブ
講習会」を開催しました。エコドライブのポイントやテクニッ
クについて解りやすい講義があり、参加者からは早速実践して
みたいとの声が多くありました。参加者は78名でした。
  今後も、「開催の要請」をいただければ、随時実施していく予
定です。

環境関係団体の紹介コーナー

神奈川県環境学習リーダー会

トライ！マイエコ10宣言トライ！マイエコ10宣言トライ！マイエコ10宣言トライ！マイエコ10宣言 16の環境にやさしい取組の中からできそうな事を10個選んで、実践しましょう！
★実践する内容のチェック欄に○印を記入してください。

日 時

場 所

内 容

燃費マネージャー

接続かんたん！
コネクトに
接続するだけ

電費も
見える！

エコドライブ度を測る「燃費マネージャー」の無料貸し出しを
しています。ご利用希望の方は、4面の (神奈川県地球温暖
化防止活動推進センター )までお申し込み下さい。

かながわエコドライブ講習会の開催かながわエコドライブ講習会の開催

第２回「神奈川県地球温暖化防止活動推進員大会」

　神奈川県環境科学センターが実施している｢環境学習リーダー養成
講座｣を終了した有志によりボランティア団体として平成８年に発足
し、現在、会員約110名。
　エネルギー部会、子どもサイエンス部会、自然環境部会、グリーン
部会、水環境部会、大気環境部会、廃棄物部会の7部会を設置。｢地球
温暖化抑制と省エネ生活の普及啓発｣｢自然環境保全｣｢自然観察｣｢大
気観測｣｢自然保護活動｣｢市民環境活動の支援｣そして｢未来を託す子
どもへの環境体験教室｣などを実施。これらを実施するための取り組
みとして、◆行政、学校、地域団体などの環境学習の企画・推進 及び
◆環境イベントの企画・運営、講座への講師派遣等を行っています。

講師リスト
　27年度版「推進員講師リスト 改定
版」を配布しています。地域でご活用
してください。

26年度「節電ライフアクションシート」の結果報告26年度「節電ライフアクションシート」の結果報告

参加者数 486名 削減達成者数 375名

16,073kwh

8.52t
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この冬の節電ライフを通して
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この冬の節電ライフを通して
削減できた電気使用量
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平成２７年１１月２７日　１３時３０分から１４時３０分
かながわ県民センター　２階ホール
大会テーマ　「地球温暖化を伝えていくためには！」
基調講演　講師　内田　裕久氏
　　　　　　　　「日本のエネルギー政策と水素エネルギーの展望」
活動事例発表・パネルディスカッション・大会宣言など

昨年に引き続き、県内の推進員が一同に会し、「神奈川県地球温暖化防止活動
推進員大会」が、「大会企画運営会議」の委員の皆さんの手により105名の
参加者のもと盛会裏に開催されました。
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詰め
替用
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Shampoo

LED

① 太陽光発電など、再生可能
エネルギーを利用する

照明をこまめに消すなど
電気を賢く使う

ごみの少なくなるものや、
長く使えるものを選んで買う

調理方法の工夫や、食品の
期限切れのチェックをして、
生ごみを減らす

リユースショップやフリー
マーケットを利用する

ごみはルールに従って、
分別して出す

電車、バスなど環境負荷の
少ない交通手段を利用する

洗剤は適量を使うなど、
できるだけ水を汚さない

洗濯や風呂で、水の
無駄づかいをしない

育てられなくなった生きもの
を屋外に放さない

農業に係わるふれあいの
場に参加する

直売所や朝市を利用し、
地元の産品を購入する

庭に植物を植えるなど、
多様な生きものが一緒に
暮らせる環境を守る

庭に植物を植えるなど、
多様な生きものが一緒に
暮らせる環境を守る

環境に配慮したまちづくりに
関心をもち、パブリックコメ
ントなどで提案する

環境に配慮したまちづくりに
関心をもち、パブリックコメ
ントなどで提案する

環境家計簿やエコチェック
シートを活用して自分の行動を
チェックする

環境家計簿やエコチェック
シートを活用して自分の行動を
チェックする

環境に関する講座やイベント
に参加する

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯

〇27年7月16日
〇27年9月15日

9月18日
9月24日

〇27年12月4日
12月14日

委嘱による初任者対象研修　　　県庁大会議場　62名参加
ワークショップによる実践研修　厚木会場　27名参加
ワークショップによる実践研修　横浜会場　39名参加
ワークショップによる実践研修　平塚会場　18名参加
各地区リーダー養成研修　1日目　推進員　27名参加　学習リーダー会11名参加
各地区リーダー養成研修　2日目(予定)

平成27年度推進員のスキルアップ研修の概要

神奈川県では、これまでの「マイアジェンダ」登録に替え、新たに「トライ！マイエコ10宣言」を県民への普及啓発のための
取り組みとして行うこととなりました。一人でも多くの県民の方のトライを期待しています。 
神奈川県では、これまでの「マイアジェンダ」登録に替え、新たに「トライ！マイエコ10宣言」を県民への普及啓発のための
取り組みとして行うこととなりました。一人でも多くの県民の方のトライを期待しています。 

《分析結果》
26年度の環境省地域連携事業の、「家庭
の節電ライフアクションシート」について
は、推進員や環境団体の皆様に大変ご協力
をいただきました。おかげさまで参加者数
こそ486名と目標数のほぼ50％程度と
なりましたが、事業目標値であるCO2の削
減量については、8.52tという結果であり、
9.70tの目標値に対し88%となり、一定
の削減効果を得ることが出来ました。今後
も、これら「家庭における節電」への普及に
ついて継続して取り組んでいきます。
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