泉区版
環境読本

昨今、強い台風や豪雨など極端な気象現象が各地で観測され、大きな被害をもたらしています。
この原因としては、人間の活動により温室効果ガスが増加し、地球温暖化が進んだことによる影響が
大きいと言われています。
これ以上、地球温暖化が進まないよう、わたしたちができる取組をすぐに始めることが大切です。
泉区のすばらしい環境を未来につないでいくために、家庭の省エネ、ごみの減量、みどりの保全の
３つの視点から、今できることを考えてみましょう。

温暖化対策に具体的に
取り組む上での３つの視点
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最近、異常気象が世界各地で目立ち、甚大な被害が
出ています。これって「地球温暖化」の影響？
地球温暖化の影響が大きいと言われています。

地球温暖化の原因の一つである「温室効果ガス」の
大半を占める二酸化炭素は、石油や石炭、天然ガス
などの化石燃料を燃やすと発生します。
この「温室効果ガス」は、私たちが生きていくのに
最適な温度を保ってくれていますが、増えすぎると
温度のバランスがくずれて気温がどんどん上昇
していきます。
世界の年間の平均気温は 100 年あたり0.71℃、
日本は約1.16℃、横浜では約2.8℃上昇しています。
横浜における熱帯夜の日数（最低気温が 25℃以
上の日の年間日数）は、この５０年で約１５日増加し
ています。
（約５日→約２０日）

（出典）横浜地方気象台ホームページ

世界中で極端な気象現象が観測され、強い台風やハリケーン、集中豪雨、
干ばつや熱波などの異常気象による災害が各地で発生し、多数の死者を出し
たり、農作物に非常に大きな被害をもたらしたりといったことが毎年のように
報告されています。
また、100 年の間に海面が 19cm 上昇しており、このままでは2100 年までに
最大82cm 上昇すると予測されています。

日本大通りにシーバス航行？

地球温暖化により海面が上昇すると、
将来、横浜の沿岸部はまるでヴェネツィアの
ような街並みになるかもしれません。

平成 26 年 10 月、台風１８号は日本に非常に
大きな被害をもたらしました。
このまま地球温暖化が進むと、このような
事象が頻繁（ひんぱん）に発生する可能性が
高まります。
泉区岡津町の浸水被害

区役所の横に広がる和泉遊水地
台風18号に伴う大雨の際の状況

遊水地は、大雨のときに水が入って川沿いの浸水を防ぐと
いう役割をもっています。和泉遊水地は、通常はスポーツ
競技やイベントなどにも活用される広場ですが、台風18号
に伴う大雨の際には、12 万 6 千立方メートルの水を貯え、
被害を防ぎました。
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Q 「パリ協定」って何？

A

２０１５年１２月、フランスのパリで開かれた国連の気候変動会議「ＣＯＰ２１」において、すべての国が地球
温暖化対策に取り組むことを決めた初めての約束です。
協定発効のための要件（温室効果ガス排出量の55%を占める、55ヵ国以上の批准）に達し、２０１６年
１１月４日に発効しました。

「パリ協定」のポイント
●地球の気温上昇を、今世紀末までに、産業革命前から２℃未満に抑える（努力目標1.5℃未満）
●今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質的にゼロに
●そのために、すべての国や地域が温室効果ガスの削減に向けた目標を立て、対策に取り

組むこと
横浜と屋久島の
平均気温差
（３．
６℃）
に相当します。

（出典）
IPCC第5次評価報告書

●産業革命前と比較し、すでに0,85℃上昇しているため、今後の上昇を1.15℃未満に抑えることが必要。
（産業革命前の世界の平均気温：約13℃
（参考値）
）

●産業革命前からの気温上昇を１℃に抑えた場合でも、極端な気象現象
（熱波、極端な降水、沿岸域の
氾濫(はんらん)等の危険性が高い。

日本の国際的な約束
●2030年度 温室効果ガス排出量削減目標

マイナス２６％（2013 年度比）

日本政府は、2016年11月にパリ協定に批准しました。
「住宅／建築物の断熱化やエネルギー管理の実施等の徹底した省エネ対策や、太陽光、風力・地熱等の再生可能
エネルギーの最大限の導入を進めるとともに、都市緑化の推進等の吸収源対策などにより排出量の削減を
図る」
としています。

●そのうち、
『家庭部門』の削減目標は マイナス 39％
3 9％
● 横浜市は全国に比べ、
家庭部門の占める割合が高いのが特徴です。
● 地球温暖化対策のためには、
区民の皆さんひとり一人の取組が大切です！
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地球温暖化対策が大切ということはわかったけど、
わたしたちは何をすればいいの？
難しく考えず、まずは３つの視点から、できる取組を考えて
みましょう！

1 家庭の省エネ

2 ごみを減らす
日常の生活から出るごみを減らすことは、温室
効果ガスの削減など環境への悪い影響を減ら
すことにつながるほか、資源・エネルギーの有
効活用と確保に貢献します。
また、最終処分場の寿命をのばすことにも貢献
します。

節電
・不要な電源オフ
・適切な温度設定
・LED電球への交換

すまいの省エネ
・緑のカーテン
・窓辺の工夫
（カーテン、断熱フィルムなど）
ヨコハマ３Ｒ夢！
マスコット「イーオ」

移動手段の見直し・エコドライブ

へら星人 ミーオ

ごみそのものを減らす リデュース の推進

・公共交通機関の利用
・歩いて温暖化対策
・エコドライブ

Reduce（リデュース）
＝ごみそのものを減らす
Reuse（リユース）
＝繰り返し使う
Recycle（リサイクル）
＝再生利用

生ごみの水切りやせん定枝・刈草の乾燥

再生可能エネルギー・
新エネルギーの導入

水分を減らすことにより、ごみ出し
も楽になり、効率的な燃焼ができ
焼却工場の発電量もアップ！

太陽光発電、
太陽熱利用システムの
活用
水素エネルギーの活用

食品ロスの削減
本来食べられるのに捨てられ
ている「食品ロス」を減らす
ことで、二酸化炭素を削減す
るとともに家計の節約にもつ
ながります！

走行時に二酸化炭素を排出しない
燃料電池自動車（FCV）の市販が
開始されるなど、水素エネルギーの
活用が始まっています！

3 「みどり」を大事にする
省エネ行動や、太陽光などの再生可能エネルギー導入、ごみの削減に取り組んでも、どう
しても削減することができない二酸化炭素が発生します。
このような二酸化炭素を吸収し、酸素を放出してくれる樹林地などの「みどり」を大切にし、
未来に受け継いでいくことが必要です。
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1 家庭の省エネ
最新の省エネ製品に買い替えなくても、簡単に取り組める工夫がたくさんあります！

節

電

移動手段の見直し・エコドライブ
環境に優しい公共交通機関の利用

テレビ

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。

56g
147g
（効果は年間あたり）

エアコン

歩いて、温暖化対策
歩くことはエコだけではなく、健康増進や運動
不足解消にもつなが
ります。横浜市では、
楽しく歩けるように、
「よこはまウォーキン
グポイント」という事
業も行っていますの
で、ぜ ひご 活 用くだ
さい！

29.5

車の運転はエコドライブで！

17.8

運転中の気遣いでエコ活動につながります！

（効果は年間あたり）

すまいの省エネ
緑のカーテンとは、つる性の植物で窓の外をカーテンの
ようにおおい、日差しをおだやかにさえぎるものです。
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。

再生可能エネルギー・新エネルギーの導入
温 室 効 果ガスを削 減するためには、
日々の省エネ行動のほか、発電時に二
酸化炭素を出さない太陽光発電・太陽
熱利用システムの導入も効果的です。

水素エネルギーの活用
走 行 時 に 二 酸 化 炭 素を排 出しな い 燃 料 電 池 自 動 車
（FCV）の市販が開始されるなど、水素エネルギーの
活用が始まっています！

泉区役 所では、緑のカーテンの
普及を進めています。

MIRAI（泉区役所公用車）

春には、カーテン用の種（ゴーヤ
・西洋アサガオ）の配布を行って
います。
泉警察署（平成 28 年度）
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2 ごみを減らす
ごみの収集・焼却はもちろん、実はリサイクルもエネルギーを使い、温室効果ガスが発生します。
だからこそ、ごみそのものを減らす「リデュース」が重要です！

修理やお手入れをして
「ものを大切に使う」
こと
が 、ごみの削 減につな
がります！

ごみと資源物をきちん
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。

少しの工夫でさらにリデュース！

『生ごみ』や『せん定枝・刈草』に
は、多くの水分が含まれていま
す。この水分を減らすと効率的な
燃焼ができ焼却工場の発電量が
アップすることに加え、ごみ出し
も楽になります。

横浜市では、年間約８万７千トンもの食品ロスがご家庭から排出されています。これは、横浜市民一人当たりに換算すると
年間約 23キロに相当します。

ムダに捨てられてしまう食材を
減らすため、定期的に冷蔵庫を
確認する習慣を身につけましょう。

泉区は市内で耕地面積が１番広
く、農業が盛んで、農産物の直
売所が数多くあります。
区役所では、とれたて野菜や季
節 の 花、素 敵 な
笑顔に出会える直
売所を紹介するパ
ンフレット「い ず
み自慢」を発行し
ています。

横浜市では、
「 小盛り
メニュー等の導入」
や
「持ち帰り希望者への
対応」
などを行う飲食
店があります。
このようなお店を利
用し、食べ残しを減ら
しましょう！
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3 「みどり」を大事にする
二酸化炭素を吸収し、酸素を放出してくれる「みどり」を大切にし、
未来に受け継いでいくことが必要です。

泉区の「みどり」
（出典）横浜市環境創造局データ
（出典）横浜市環境創造局デ
タ

泉区の特徴として、樹林地や農地などの緑が多い
ことがあげられます。
しかし、昭和50（1975）年度は61.8％であった泉区の
緑 被 率（緑でおおわれる面 積の割 合）は、平 成 26
（2014）年度には37.6％まで減少しています。
この緑の減少に歯止めをかける為、特別緑地保全
地区や市民の森など、緑地保全制度による指定を
進めています。
※調査年度によって手法や精度が異なるため、おおむねの傾向を示したものです。

横浜みどりアップ計画
緑の環境を生かし、また、次世代に引き継いでいくため、
計画を進めるための財源（横浜みどり税）
横浜市では平成 21 年度から「横浜みどり税」を財源の 緑の保全・創造に取り組むために必要な、安定的な財源を確保
一部に活用した重点的な取組として「横浜みどりアップ するため、平成２１年度から「横浜みどり税」のご負担をお願い
しています。計画の重要な財源の一部として活用しています。
計画」を推進しています。
●泉区における横浜みどり税を活用した樹林地の保全（一部）
（左）
新橋市民の森
（H27.1開園）
（右）
鍋屋特別緑地保全地区
（H25.2指定）
公園
（都市緑地）
としてH28.12に一部開園

二酸化炭素の吸収源としての「みどり」
生活に不可欠な電気などのエネルギーを作るには、石炭や天然ガスなどの化石エネルギーが使われており、省エネ
行動や、太陽光などの再生可能エネルギー導入、ごみの削減に取り組んでも、どうしても削減することができない
二酸化炭素が発生します。
そのために、二酸化炭素を吸収し、酸素を放出してくれる樹林地などの
「みどり」を大切にし、未来に受け継いでいくことが必要です。

co2
1世帯から1 年間に排出される
二酸化炭素の量：5,093キログラム
（平成26（2014）年度）
（出典）温室効果ガスインベントリオフィス

吸収

単純計算ですが、
泉区の全世帯（約６万世帯）から
１年間に排出される二酸化炭素の
吸収には、泉区の約１６倍の広大な
面積の森林が必要です！

40 年生のスギ約 600 本の
吸収量と同じ
（参考）林野庁ホームページ
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地球温暖化と向き合った暮らし方
地球温暖化の影響により起こる自然災害などに備えよう！

台風や大雨による浸水被害や土砂災害など、事前に情報があれば、避難の準備や身の安全の確保など、
災害への備えができます。また、夏季によく耳にする熱中症についても気温の予測情報や予防の知識が
あれば、リスクを減らすことができます。

大雨の時に被害が起こりやすい場所や、避難
場所等が記載されたハザードマップを活用し、
自宅や学校・職場の危険度や、最寄りの避難場
所を確認して、災害に備えましょう。

高 温 高 湿などの環 境 条 件と、体 調 不 良、暑さ
への不慣れなどの個人の体調による影響とが
組み合わさることにより、熱中症の発生が高ま
ります。

横浜市では、『気象特別警報』
『土砂災害警戒情報』
『熱中症予防情報』
など、身近に迫っている緊急情報をリアルタイムでお知らせしています。

今、できることを考えよう 地球温暖化対策
発行日／平成２9年4月
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