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地球温暖化の原因とその影響

地球温暖化
防止のために
磯子区では、地球温暖化への対策として、
地域の皆さんとともに
様々な取組を進めています。

私たちが便利で快適な生活は、様々なエネルギーにより支えられています。
しかし、このエネルギーの生産等に伴う温室効果ガスの発生により、

今、地球の温暖化は進みつつあり、
私たちの暮らしにも少しずつ影響が生じてきています。

これからは、地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスを削減して
地球温暖化の進行を緩和する取組  緩和策  のほかに、

どうしても進んでしまう温暖化により生じる
様々な影響に適応する取組  適応策  も必要となってきています。

～磯子からつながる・広がるエコ生活～

●氷河が溶けることにより、
　海水面が上昇して島や低地が沈んでしまう
●異常気象による猛暑日の増加や渇水、大雨や浸水被害の発生
●気候変動による小麦、コメなど農作物の生産量減少
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日の増加や渇水、大雨や浸水被害の発生
コメなど農作物の生産量減少

私たち一人ひとり
ができる

いそごエコアクショ
ンを始めましょう。

原因
石炭や石油などの化石燃料の使用が増え、その結果、温室
効果ガス（二酸化炭素やメタンガス）の濃度が増加すること
により、本来、宇宙に放出されるはずの熱が地球にとどまっ
てしまうため。

影響

暮らしかたの
ススメ

地球にやさしい
暮

●身近な節電行動・・・・・・・・・・・・・・・・2～3P
●地産地消はエコ活動・・・・・・・・・・・・・・・4P
●外出時の省エネアクション・・・・・・・・5P
●3Rでごみを減らそう！・・・・・・・・・・・・・6P
●「ストップ！ 食品ロス」・・・・・・・・・・・・・・・7P

磯子流！



前年1月分は31日で285kwhです。
今月分は1日あたり3％減少しています。

電気使用量を確認して
身近な節電行動を始めましょう！
節電行動は、地球温暖化の進行を抑えるためにすぐできる取組です。
まずは自分たちの使用量を確認して、節電を心がけましょう。

？ご存知ですか？

冷蔵庫

待機電力のカット その他

●白熱電球を
　LEDランプに交換
●電灯やかさを
　こまめに掃除

●冷蔵室はものを
　詰め込みすぎない
●冷凍室はものを
　詰め込んですきまなく

テレビなど使っていないとき
も電力を消費している機器
があります。
主電源をOFFにするように
しましょう。

例えば、「温水洗浄便座を使わない時はふ
たを閉める」や「エアコンを使わない時期に
プラグをコンセントから抜く」などは、すぐ
にでもできますし、ガマンもいりませんね。

節

いそご
エコアクション
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う身近な節電行動を始めましょう

電気使用量のお知らせには前年の同じ月との比較が
できる項目があります。

が前年の同じ月との比較が前年の同じ月との比較が
できる項目できる項目

そして、どういう節電行動ができるか考えてみましょう。家電製品を上手に利用すると二酸化炭素を削減
でき、電気使用量を減少させ、また、電気代も節約することもできます。

使用量を確認して前年から増加していたら、原因を考えてみましょう。

緩和策

でんき家計簿 検索

でんき家計簿をご存知ですか？
東京電力ホームページでは、
過去24か月分の電気使用量を
確認できます。

照明
LEDLED



わが家の家電製品を取り替えてみたら、どれくらい省エネになるか？ 
最新の製品と１０年前の製品の年間消費電力量、年間電気代、
年間二酸化炭素(CO2)排出量で比べてみました。
（家電買換サイト「しんきゅうさん」を利用しました。）

買い換えるなら省エネ家電を！
もしみなさんが家電製品を買い替える時は、省エネ性能で選んでみてはどうでしょうか。
家電製品の省エネ性能は日々進化していますよ！

８４３kWh６５８kWh １８，５５０円１４，４８０円 ３４８kg ２７１kg

エアコン

省エネ性能の今昔

年間消費電力量
約１８５kWh 省エネ

年間電気代
約４，０７０円 おトク

年間CO2排出量
約７７kg 削減

約22％
減

4,070円
おトク

約77kg
削減

６１０～
６８０kWh

２４０kWh １３，４２０～
１４，９６０円

５，２８０円 ２５１～
２８０kg

９９kg

冷蔵庫

年間消費電力量
約３７０～４４０kWh 省エネ

年間電気代
約８，１４０～９，６８０円 おトク

年間CO2排出量
約１５２～１８１kg 削減

最大
約65％
減

最大
９，６８０円
おトク

最大
１８１kg
削減

72kWh 14kWh 1,580円 310円 29kg 5kg

約80％
減

約
1,270円
おトク

約24kg
削減
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買い換えるなら省エネ家電を！

照明
（電球）

（６～９畳用）

（４００～４５０ℓ）

年間消費電力量
約58kWh 省エネ

年間電気代
約４４０～２，０２０円 おトク

年間CO2排出量
約24kg 削減

太陽光発電

電力量計

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由

分電盤
計測機器

HEMS

データ提供
家電操作

HEMSとは、ご自宅の部屋ご
とや機器ごとのエネルギー使
用量・発電量を「見える化」で
きるシステムです。いつ、どこ
で、何に電気を使い過ぎてい
るのかを把握して、省エネ・節
電に役立てることができます。

太陽の光エネルギーで発電
する太陽光発電システムや、
太陽の熱エネルギーを給湯
や暖房に利用する太陽熱
利用システムがあります。

HEMS（ヘムス）1 電気や熱を
つくる仕組み
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新築・リフォームのときに検討してください
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地産地消とは、「その土地でとれたものを、その土地で消費すること」を言います。
今は、磯子に住んでいても、世界中のいろいろな食べものを手に入れることができます。
便利になった一方で、その食べ物を運ぶためには、ガソリンなどの燃料が多く使われるため、
二酸化炭素の発生量も多くなってしまいます。近ければ近いほど、二酸化炭素も抑えられ、
環境に優しくなります。ぜひ、横浜生まれの野菜や果物を食べましょう！

地産地消コーナーを設けるスーパーや八百屋があります。
また、JA横浜が開設している農産物直売所では、地元のとれたて新鮮な
農産物を買うことがでができます。磯子産野菜もありますよ！

地産地消がエコなワケ

横浜産野菜はどこで買えるの？ 

小松菜 ・・・・・・・140g
カレー粉・・・・・ 小さじ1/2
マヨネーズ・・ 大さじ１
しょうゆ・・・・・・ 小さじ1/2

小松菜は茹でて３～４cm
の長さに切り、カレーと
マヨネーズとしょうゆを
混ぜたものであえる。

地産品を使ったおいしいレシピ♪

「小松菜のカレーサラダ」

横浜市は小松菜の生産量は全国有数で、

磯子区内でも栽培されています。

カレー味でお子さんにも食べやすい味です。

作り方材料

地産地消は
エコ活動

磯子区田中２－４－８　ＴＥＬ：771-9081
３月～９月/8:30～18:00
10月～２月/8:30～17:00
日曜日、年末年始

メルカートいそご1
所在地

定休日

営業時間

磯子区杉田３－１１－２１　TEL：771-4332
8:00～16:00
12月31日～1月10日、１月15、16日、
８月中旬の２日間（不定期）

杉田野菜直売所2
所在地

定休日

営業時間

いそご
エコアクション

緩和策
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いそご
エコアクション

緩和策

●自動車に乗るなら「エコドライブ」を。急発進や急加速をしない、
アイドリングストップの励行など環境に配慮した運転方法です。

エコドライブ・テクニックの代表例

 
車に乗るときは、エコドライブで2

●バスや電車などの公共交通機関は、一度に多くの人
を運べるため、環境に優しい移動手段です。

●移動時の二酸化炭素排出量を比較すると、自家用
車は、鉄道の約10倍、バスの約４倍となっています。

●自家用車に頼らず公共交通機関を利用することで、
自動車交通量も減り、渋滞の減少にもつながります。

●自転車は二酸化炭素を排出しません。その
他にも、自転車の利点には、ゆっくり移動
するので町に詳しくなること、風を切って
進むので花の匂いや空気の暖かさ・寒さ
などの季節を感じられること、運動不足の
解消、ダイエット効果、家計にやさしい、渋滞
知らずなどさまざまです。

ふんわりアクセル
「ｅスタート」

発進時のアクセルは、５秒で
20km/hを目安に、ふんわりと！

10％燃費改善！

車間距離を保って、
加速・減速の少ない運転を
車間距離が短いと、無駄な加速・
減速の機会が多くなります！

２～６％燃費改善！

減速時は、早めに
アクセルオフを

信号停止などでは、早めにアクセル
オフで、エンジンブレーキ利用を！

2％燃費改善！

1 2 3

外出時の省エネアクション！外出時の省エネアクション！

横浜市では、都心部活性化、観光振興や低炭素化に役立つ取組として、コミュニティサイクル事業を
実施しています。（横浜駅東口、みなとみらい、関内、馬車道、中華街、山下地区など３３箇所）
コミュニティサイクルは、いままでのレンタサイクルとは異なり、街の中に複数のサイクルポート
（貸出・返却拠点）を設置して、どのサイクルポートでも自転車の貸出・返却が自由に行えるシステム
です。パリやバルセロナ、ロンドンなどでも実施され、世界中、日本中で拡大しています。
移動手段の多様化は都市の魅力を高めるものであり、新たな交通手段として街の回遊性向上や
環境面での効果が期待されます。

詳しくは、http://docomo-cycle.jp/yokohama/をご覧ください。

移動手段を再チェック1

横浜のコミュニティサイクル

baybike(ベイバイク)

全国地球温暖化防止活動推進センター（JCCCA）の統計によると、平成24年度、
家庭からの二酸化炭素排出量のうち、約4分の1が自動車からだったそうです。
自動車の利用をできるだけ減らし、二酸化炭素排出量削減を目指しましょう。

環境に優しいバスや電車などを使いましょう 自転車を活用しましょう



３Rの中でも、リデュースが特に重要。温室効果ガス削減に！

educe（リデュース）＝ごみそのものを減らすこと
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３Ｒでごみを減らそう！
３Ｒとは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」のこと。
ゴミを減らすためのキーワードです。

！３Ｒでごみを減らそう！いそご
エコアクション

スリーアール
緩和策

ごみの収集、ごみの焼却にはエネルギーを使
い、温室効果ガスが発生します。
「リサイクル」はとても大切なことですが、リサ
イクルにもエネルギーを使い、温室効果ガスが
発生します。環境に一番やさしいのは、ごみそ
のものを減らすことである「リデュース」です。

リデュースとは、ごみそのものを減らすこと。例えば、マイバッグを持参してレジ袋を断ることや、マイボトルを持ち
歩くこと、食べられる分を残さず食べることなど、わたしたちの生活スタイルに合わせて色々あります。
「もったいない」という気持ちで、無理をせずに、できることから生活に取り入れていきましょう。

二酸化炭素 などの
温室効果ガスが
排出されるのです。

ごみを燃やすと…

ごみを減らし、
脱温暖化

につなげましょう。

CO2

CO2

CO2
CO2

CO2

だ
か
ら

R

euse（リユース）＝繰り返し使う
リユースとは、繰り返し使うことです。例えば、古
本屋さんを利用したり、詰め替え商品を選ぶこと
です。ものを大切に使う気持ちが、ごみの減量に
つながります。

R ecycle（リサイクル）＝再生利用する
リサイクルとは、ごみと資源物を分別して、資源物を材
料として新たなものを生み出すことです。わたしたち
が、しっかりと分別することで、リサイクルを効率的に行
うことができます。

R

プランター4個 生ごみ 土
（1週間でプランター1個）

1 2～3cmに刻んだ濡れた生ごみと乾いた土を
混ぜます。（土は生ごみの量より多めに）

2 混ぜたときに手の中に湿り気を感じる
くらい（50％程度）の水分量にします。

3 生ごみと土を混ぜたものを
1日分ずつ横に並べます。

4 生ごみが隠れる程度の土で覆います。
これで、虫・においをシャットアウトします。

5 6プランターが一杯になったら全体を
かき混ぜます。（酵素の供給が重要） 約1か月で堆肥に！

1回目の
生ごみと土

2回目の
生ごみと土

3回目の
生ごみと土

土壌混合法をやってみよう！
生ごみには、水分が約８０％も含まれ
ています。この水分を減らすと、嫌
な臭いが減り、軽くなるのでごみだ
しもラクラク、焼却工場の発電量も
アップします。

準
備
す
る
も
の

まずは、水に濡らさないことです。野菜の皮
などは、濡らさずに分けておきましょう。
お茶がらなどは、しぼって乾燥させましょう。
ごみ出し前に、たまった水分を「ぎゅっと」し
ぼりましょう。

❶

❷
❸

生ごみと土を混ぜ合わせることで、土壌が豊かによみがえります。
マンション・戸建住宅に関わず、どなたでも簡単にできます！

水切りのポイント

生ごみの水切りをしよう！

ギュッ 
  ギュッ



●日本全体では、年間約1,700万トンの食品廃棄物が排出されています。このうち、本来食べられるのに
廃棄されているもの、いわゆる「食品ロス」は、年間約500～800万トンです。

●日本の食品ロスは、世界全体の食料援助量の約２倍、日本のコメ生産量に匹敵します。

300～400万トン
売れ残り、食べ残し、規格外品など
200～400万トン
手つかず、食べ残し、過剰除去など

※農林水産省「食品ロス削減に向けて」H25,9から引用

世界全体の食料援助量
(2011年)

約400万トン
日本のコメ収穫量

(2012年)

約850万トン

家庭から出る「食品ロス」

食品ロスの現状

どうすれば食品ロスを減らせるの？

必要なものを必要な分だけ買おう！

食材を無駄なく使い切ろう！

「ストップ！食品ロス」で
ごみを減らそう!
「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられている食品のことです。
食品ロスの約半分は、家庭から発生しています。

」「ストップ！食品ロス」

期限切れとなったりして
何も手が付けられずに
捨てられている食品

（作りすぎて）
食べ残された料理

日本の「食品ロス」
500～800万トン

事業系

家庭系

約2倍

同等

●買い物リストを作る！ 買い物前に冷蔵庫をチェック！
　必要なものをリストアップして計画的に買い物しましょう。
●食べきれる量を買う！
　「ばら売り」「食べきりサイズ」などを活用し、必要な分だけ買う
工夫をしましょう。

●冷蔵庫を整理・整頓！
　日頃から冷蔵庫内を整理しておけば、すっきり
見やすく、食べ忘れを防げます。
●賞味期限、消費期限を正しく理解！
　「賞味期限が切れた」＝「捨てる」ではありません。
●食品に期限を大きく書く！
　期限を大きく書いておけば、食べ忘れが防げます！

1

2 料理は食べきろう！
●料理は食べきれる量だけ作る！
●好き嫌いなく残さず食べる！
●食べきれなかったときは、冷蔵・
冷凍で保存する！
●外食時にも食べ残しをしない
ように心掛ける！

3

7

いそご
エコアクション

緩和策
こんなこともリデュースです！



磯子流！ 地球にやさしい暮らしかたのススメ
磯子区環境行動推進本部事務局（磯子区役所区政推進課企画調整係内）
〒２３５－００１６　磯子区磯子３－５－１　TEL:７５０－２３３１　FAX：７５０－２５３３

平成２６年１２月発行

エコ体操の動画などは… 磯子マモルンジャー 検索

「磯子マモルンジャー」って
知っていますか？知知知知

みなさん ってっってってて 磯子区の自
然は

俺が守る！

一緒に
いそごエコ体操を

踊ろう！
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磯子区の青い海、青い空、たくさんの緑を守るため生まれたヒーローです。
脱温暖化とヨコハマ３Ｒ夢プランを推進する使命を果たすため、
日々磯子区内を駆け回っています。
磯子マモルンジャーの特技は「いそごエコ体操」を踊ること。
みなさんもマモルンジャーに会ったときは一緒に踊ってね！

 

まだまだあります、エコな取組

グリーンカーテンは、日当たりの良い窓の外をつる性の
植物でカーテンのように覆い、
日差しをおだやかに遮るものです。見た目にも涼しく、
エアコンの使用を抑えることにつながります。

グリーンカーテンを育てよう

職場や家庭で、エアコンに頼らずに、
夏は涼しく冬は暖かく過ごせるように服装を工夫してみては？

夏はクールビズ！ 冬はウォームビズ！

壁の日なたと日かげ、緑のカーテン部分の
表面温度を比較。日なたと緑の
カーテンでは15℃以上の違いが！
※提供：環境創造局環境科学研究所

グリーンカーテンの効果

いそご
エコアクション

●直射日光を遮り、室内の温度が下がる！
●葉が光合成して二酸化炭素を吸収！
●心癒される自然の緑！
●花も実も楽しめる！

1
2
3
4

グリーンカーテンの
スゴイところ

いそごのゴーヤ 検索

スゴイところ

適応策適適応応策策
緩和策

クールビズ！
「素材」や「上着着用スタイル」を見直
そう。体感温度を下げるグッズの活用。
涼しく働けるように終業時の服装を工夫。

ウォームビズ！
「素材」に着目し、おしゃれにあたたまる。
重ね着やひざ掛けで体感温度アップ。
座布団、カイロなどを効果的に活用。

グリーンカーテン
育成マニュアル
磯子区HPでも見られます！ますすすすすす！！！！




