第１回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 13 日（金） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●時間帯別料金メニューに変えてから、HEMS データを計算すると、月 500 円程度電気代が安く
なったことがわかった。
●冷蔵庫や洗濯機は省エネタイプ、照明は LED に買い換えた。節電依頼時は、炊事の時間をシフ
トし、家族みんなが居間で過ごすようにした。
●冬場は床暖房を利用し、エアコンは寝室のみ使用で月の電気代 6500 円程度になった。
●日中日差しのある時はカーテンを開けて、室温をあげて暖房いらず。日が落ちて冷える前に雨
戸まで閉めることで室内が保温できた。
●HEMS で使用電力を把握し、契約アンペアを下げたことで電気代が安くなった。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●HEMS 普及等、今後の家庭部門におけるビジョンを示し、
ビジネス化のサポートをしてほしい。
●HEMS がスマホで気軽に見られるようにしてほしい。
●導入した機器がガラパゴス化しないよう対応を。
●LED 照明を安心して購入できるように、わかりやすく規
格を統一してほしい。

第２回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 13 日（金） 19:00～21:00
～節電・省エネ行動について～
●HEMS 導入を契機にオール電化に変更した。使わない省エネではなく、使い方を工夫した。充
電、食洗機等はタイマーで安い深夜時間帯に使用。タイマーがないものは別売りを利用した。
●ピーク時間料金を自分で決められると良かった。いろいろな選択肢があると良い。
●震災をきっかけに節電に努め 40%削減した。そこから HEMS 導入でさらに 10%も下げられた。
●HEMS を導入して、（電力見える化で）視覚的に電力使用量がわかったので良かった。
●ピークシフト・カットよりも全体量を減らす方向に変えていった。ながら TV などはやめた。
時間帯よりも日差しによって設定温度を変えるなど天候に応じた取組を行った。
●数字を見ることで、楽しんで省エネすることができた。これからも続けていきたい。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●HEMS を見に行くのではなく、目標設定を超えたり異常
値を計測した時に知らせてくれる機能があると良い。
●頑張った声やエコを楽しんで取組んだ声などを広げて！
●既に時間帯別料金メニューがあるのを知らなかった。広
報が足りていない。もっと一般需要家への情報提供を。
●蓄電池だけでなく、V2H※にもっと力を入れてほしい。
※V2H（Vehicle to Home）：電気自動車（EV）などの自動車の蓄電池に蓄えた電力を家庭用電力として利用すること。

第３回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 14 日（土） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
●自分だけが頑張っても、家族の協力がないとできない。HEMS を見てトイレの蓋を閉じるだけ
でも効果が大きいことが分かった。
●10 年以上使っていた冷蔵庫を最新型に買い換えたところ、効果を実感している。
●こういう取組に参加するだけでも、いつの間にか意識するものだと感じた。少々暑くても我慢
する理由ができた。
●ペアガラスにしたことで、最小限のエアコン使用で快適に生活できた。省エネ型エアコンのエ
コ運転（30℃設定）だと、扇風機よりも消費電力が少なることがわかった。
●白熱灯を LED 電球に変えた。ワット数よりもルクスで選ぶようにした。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●HEMS が PC でしか見られないと家族の協力を得るのが
難しい。いつでも誰でも簡単に見られる工夫を。
●スマホで気軽に見えるようにしてほしい。
●省エネルギーで過ごせる住宅作りへの助成を手厚く。
●欧州などの海外に比べて日本は明るすぎる。国民全体へ
の教育がまだ足りないと感じる。

第４回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 14 日（土） 18:00～20:00
～節電・省エネ行動について～
●オール電化だったので、常に時間を意識して電気を使用していた。節電依頼の 3 時間は長く、
対応するのが難しかった。1 時間程度なら何とかなると思う。
●未就学児が 2 人いるので、子供中心の生活になり節電どころではなかった。しかし照明は LED
にしており、こまめな消灯など普通の生活の範囲内では取り組んだ。
●夏の 3 か月間、3 時間の省エネは長く辛かった。冬は布団にくるまればよいが、夏の暑さはど
うにもならなかった。しかし、夜更かしなど控えて規則正しい生活になれた面は良かった。
●家庭内の省エネ・節電の取組は女性がコントロールすることが多いので、女性がいかに取り組
むかが重要である。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●エアコンの最適温度、最適運転、トイレの便座温度や水
温など使い方を HEMS 画面で提案や予測できると良い。
●蓄電池の導入を検討しているが、まだまだ高価である。
レンタルで安価に導入できるような推進策を希望。ラン
ニングコストを考慮し、各家庭の負担を減らして。
●認知度の向上を図るには、子供たちへの教育が効果的。

第５回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 21 日（土） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●エアコンや床暖房から石油ストーブに切り替えた。煮物を作ったり電子レンジ代わりに温めた
りできたので、一石二鳥だった。冬は楽しんで省エネできた。
●HEMS でエアコンなど家電の起動時や通常運転時の消費電力を調べ、最適な使い方を検証した。
●深夜電力に合わせた生活をして節約した。洗濯はタイマーで深夜。ドライヤーは朝７時まで。
●ファンを有効活用した。冷暖房時それぞれに風の流れがスムーズになるように運転することで、
エアコンの設定温度が夏で 28℃、冬で 17～18℃でも快適に過ごせた。
●節電アドバイスメールで、勉強机の電気スタンドの使用電力が非常に多いことがわかり、すぐ
に白熱灯から LED に変更した。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●テレビでも HEMS を見られるように設定したが、表示が
遅くて使いにくかった。
●実証実験終了後も、引き続き横浜市から節電要請や情報
提供を続けていってもらいたい。
●蓄電池や燃料電池（エネファーム）を導入したいが、ま
だまだ高額で手が出せない。コストダウンと支援体制を。

第６回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 2 月 23 日（月） 13:00～15:00
～節電・省エネ行動について～
●夏のピーク時間帯は、太陽光が発電していたので、なかなか省エネ行動できなかった。
●節電依頼時は、クーラーの設定温度を上げたり、家族が一部屋に集まるように心掛けた。
●床暖房を使っているので、エアコンはほとんど使用せずに過ごせた。
●一部エアコンを買い替えた。旧型エアコンは新型に比べて倍も電力を消費していることが
HEMS を見てわかったので、使わないようになった。
●自分が省エネに取り組んでいると、関心のなかった家族も自然と影響されて、こまめな消灯な
どに努めるようになっていった。無意識に行動できるように積み重ねることが大事だと思った。
●ペアガラスにしたことで、断熱効果が非常に高かった。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●パスワード入力が煩わしかったので、もっと気軽に
HEMS を見られるようにしてほしい。
●個別のブレーカーごとに電気量を見て、データ管理でき
ることはとても便利だった。
●時間帯別の新料金メニューをシミュレーションしたが、
従量電灯が一番安かった。お得にならないと選ばない。

第 7 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 7 月 3 日（金） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●新型の冷蔵庫に買い換えたら、旧型よりも電力使用量が 7～8 割減った。
●孫が遊びに来ると、なかなかピークカットすることできなかった。
●分電盤が 8 回路しかなかったので、区役所から「電力使用量測定器」を借りて、機器ごとの使
用量を測ってみた。消費電力量は、白熱灯を LED に変えて 1/8、蛍光灯から LED に変えて 1/2
になることがわかった。その他エアコンの最大、最小出力などを確認した。
●HEMS で使用電力量がわかったことで、ストーブよりも掘りごたつ、電気ポットよりもその都
度お湯を沸かすと言ったように行動や習慣が変化した。
●電気だけでなくガスや灯油などトータルで最適化が図れるとより効果的である。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●省エネや節電の情報をまとめた冊子があるとよい。何千
人もの省エネや節電に関するいろいろな知恵がほしい。
●ポータルサイトで提供されていた小ブレーカーごとのグ
ラフの機能等のサービスを是非再開してほしい。
●新聞で地熱発電は効率が良いというのを見た。横浜市で
も考えてみてほしい。

第 8 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 7 月 6 日（月） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●実証参加以前から節電に取り組んでいたため、DR 時に更に節電することは厳しかった。
●洗濯は夜 11 時過ぎに行うなど、深夜電力にあわせた生活をした。
●冷蔵庫、エアコン 2 台を省エネ型、シーリング・蛍光灯を LED に変えたところ、効果は歴然で
あった。ただし、2 年目以降は変化なし。変化が見られると人間はやる気になるものである。
●炊飯器は 1 日 1 回多めに炊いて、残りを冷凍した。掃除機の強弱を使い分けるなど、使わない
省エネではなく、使う省エネに努めた。
●冷蔵庫を買い替えたところ、効果が高く実感できた。
●消費電力を減らし契約電力も 40A から 30A に下げることができた。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●8 回路しかなくて家電ごとの消費電力が見えなかった。も
っと細かく計測できればよい
●HEMS と連動した温湿度の記録日数を増やして欲しい。
●これまでの蓄積されたデータを元に、家庭での具体的な
取組方法として「こうやるとこうなる」というアドバイ
スを希望したい。

第 9 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換会
平成 27 年 7 月 11 日（土）

18:00～19:45

～節電・省エネ行動について～
●TV2 台のうち、50 インチのプラズマ TV（750W）は昼間使用しなくなった。明るさ調整や音
量も調節して省エネモードで使用した。
●HEMS を設置する前は、発電量をモニターで見ているだけだったが、HEMS を見ることで省エ
ネ・節電に目覚めた。どうやって減らすことができるか考え、楽しみながら節電が出来た。
●乾電池式の人感センサー付き LED 照明を玄関と廊下の 2 か所に設置して、夜間の照明使用を最
小限に抑えた。
●水を入れたペットボトルをストーブ前において、温めたものを湯たんぽ代わりにした。小さい
ペットボトルはカイロ代わりにした。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●「省エネ・節電の意義」
「みんながやっている省エネ行動」
などを周知してもらいたい。
●太陽光発電普及のトーンが下がっている気がする。もっ
と大々的に展開するべきだ。HEMS の拡充も。
●高齢者の行動を見ると、いい節電効果に繋がる可能性も。
健康のために外に出るならば、集まる場所の提供を。

第 10 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 1 日（木） 14:00～16:00
～行政やメーカーなどに対する要望～
ｆ

●CO2 削減目標にむけて、YSCP の取組がどれだけ貢献できているのか、どこまで進んでいるの
かを示して欲しい。
●YSCP の結果を横浜市全体として共有し、横のつながりをもって施策に取り組んでほしい。
●大きな蓄電池をつかって、ピークカットを図るようなことにも取り組んでほしい。
●分岐回路毎の使用量はわかったが、TV の輝度を変えたらどれだけ電気量が変わるか、個別にタ
ーゲットを決めたら自動的に解析をするなど、最適運転の提案のサービスがあると良い。
●エネルギー機器へ助成するよりも住宅の断熱性能を上げることに注力してほしい。
●有限の化石燃料に頼らず、将来エネルギーを使わないための投資をすべきである。

～節電・省エネ行動について～
●太陽熱温水器とエネファームを併用して、最適運転を図
り有効利用している。
●冬場、ベランダにアルミシートを敷いて、明かりと熱を
部屋に取り込んだ。
●床、天井、壁の 6 面断熱・暖房を図り、病気にかからな
い住宅づくり、真のスマートハウスを目指している。

第 11 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 1 日（木） 18:45～20:45
～節電・省エネ行動について～
●夏の DR は対応できたが、冬の DR は 17:00～20:00 という時間帯なので、対応できなかった。
●東京電力管内で電気が余っている状況では、省エネ意識は高まらなかった。
●独立型の太陽光と蓄電池を活用し、自作分電盤で切り替えながら TV を見られるようにした。
●自宅の消費電力状況が、参加者全体の中のどこに位置付けられているかがわかることで、節電
意識に繋がっていった。
●電気代が”使っているから”高いのか、”使っていない”のに高いのか分かると対応策に有効。
●10 年以上使用していた冷蔵庫を買い換えたら劇的に変わり、消費電力が 1/5 に減った。
●家族が一つの部屋に集まり、風呂もまとめて入るような生活スタイルの見直しが必要である。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●家電を買換えたり、LED 照明への交換による削減を見込
んだ契約アンペアの変更なども提案をするべき。
●新たな料金メニューが多すぎると選ぶのが大変なので、
さじ加減が重要。
●集合住宅共用部の省エネ・節電意識が低い管理組合など
へは行政から働き掛けをして欲しい。

第 12 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 3 日（土） 14:00～16:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●HEMS もいいが、新しく買い換えたエアコンの使用電力量や金額のお知らせ機能が節電に有効
だった。タイムリーにわかると節電しやすい。
●冬の DR は妊婦にはつらく、外出する以外の対応をすることができなかった。
●全分岐回路を見える化して解析した。やる気になれば HEMS のデータは役に立つ。
●オール電化だが、11 月～4 月だけガスを開栓して冬場のみガスファンヒーターを使用している。
●外壁には断熱性のあるセラミック塗料を塗り、窓は自作で 2 重窓にして、さらに窓の間に断熱
仕様のブラインドを取り付けた。カーテンが不要になり、断熱効果は劇的に上がった。
●冷蔵庫を開けると光に反応してしゃべるグッズを置いて開けっ放し防止に努めた。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●近年詐欺も横行していることから、行政のお墨付きがあ
ると、新たな省エネへの取組が広がっていくと思う。
●業者の言いなりにならずにすむような、相談窓口がある
と安心して PV や蓄電池などが導入できる。
●電気やガスの省エネいう切り口ではなく、環境に対する
切り口での省エネ提案を行政に期待したい。

第 13 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 9 日（木） 14:00～16:00
～行政やメーカーなどに対する要望～
ｆ

●ピークカットの一番手っ取り早い方法は契約アンペアを落とすこと。おしなべて使用量が落ち
て効果が高いため、優先順位を上げて取り組まれたらどうか。
●実証が終わったら、外から電力データが見えなくなった。こうしたものをサービス化してほし
い。また、データのダウンロードサービスはやめないでほしい。
●2 世帯家族は合併すべき。コンパクトエアコンでやると電気代がかからない。これにも行政の支
援策が必要ではないか。
●PV が普及して、FIT 価格を下げることを市場ではなく（行政が）恣意的に行ってはならない。
政策には安定性・一貫性が必要。

～節電・省エネ行動について～
●HEMS の見える化を通じて、灯をつけておく部屋を１部屋
決めて、灯りを共有した。効果が高かった。
●教育は重要。子供には環境意識、地球人であるという観
点で考えようと教えていた。
●洗濯機を深夜にタイマーで回す、夜間の防犯灯を LED に
する。こうした”けち”らない省エネが重要。

第 14 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 10 日（土） 14:00～16:15
～節電・省エネ行動について～
●長年使った冷蔵庫や照明を LED に換えたことで、3～4 割電気使用量が減った。
●冬の節電は、努力できる項目とできない項目がみえた。生活習慣を変えることは難しい。
●実証のランキングでは後ろから数えた方が早かったが、実証後に家の電気使用の特性を考慮し
「半日お得プラン」へ変更したことで電気代を下げることができた。
●マンションの共用部を全部 LED 灯に換えたことで、年間電気代 7～8 万円の削減効果があった。
●電気ポットは使用せず、使う時だけ沸かしている。
●LED は高価なことから、子供部屋の電気スタンドなど効果の高いところから換えると良い。
●HEMS を導入して意識変わり、電気代が下がってよかった。年間 12 万円⇒6～7 万円に減った。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●実証終了でブレーカーごとの累計データが見られなくな
ったのが残念。有料でもサービスを継続してほしい。
●世の中にはいろいろな技術や情報がある。
「少しの投資で
こんなことができる」等の情報発信に取り組んでほしい。
●募集をかけて LED 電球の大量購入するなど、お金をかけ
ずアイデア勝負の施策を要望。

第 15 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 10 月 10 日（土） 18:00～20:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●エネファームの最適運転をするのに、HEMS は大いに役立った。
●ペアガラスにした上で、遮熱フィルムを貼ったところ効果が大きく、電気代も下がった。
●高層階に住んでおり風が通るため、ほとんどエアコンを使わずに過ごせている。
●HEMS をみることで、買い換えた 14 畳用のエアコンよりも 15 年前の古いエアコンの方が 2 倍
の電気使用量であることがわかった。
●在宅が多いので、時間に追われる節電はストレスがたまる。新たな料金メニューに期待。
●使った電気が見えるようになったのは、自分にとっては大きなことだった。意識の高い人が多
くいることも知れた。今後は、ストレスがないように続けられることを続けていきたい。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●実証期間中のポータルサイトでの電力データ DL やラン
キング、グラフ表示などは便利で良かった。
●YSCP を含めて、素晴らしい市の取組が市民に伝わって
いない。もっと広く PR しても良いのではないか。
●YSCP の取組を終わらせるのはもったいない。今後も参
加できる範囲で参加したい。魅力的な企画を期待する。

第 16 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 11 月 27 日（金） 14:00～16:00
～行政やメーカーなどに対する要望～
ｆ

●年寄りは機器の作業など行うことが難しいので、もっとシンプルに。各家庭で「エネルギー管
理」をしてくれるようなサービスがあると良いのではないか。
●住宅の老朽化、空き家率上昇の中で、行政、市民力をどう出していくことを温暖化とともに考
えることが必要では。
●ＣＯ２削減と言われてもピンとこない。具体的なメリットデメリットに訴えかけないと気持ち
は変わらない。
●ＣＯ２・省エネも結局はお金。機器が安くないと全体で普及はしない。行政と企業が連携して
ほしい。ＦＩＴや補助も年々下がるので、増える制度が必要。

～節電・省エネ行動について～
●クールビズ、ウォームビズなど勤務先の取組も含めて、
省エネ意識が職場でも家でも高まった。
●ＨＥＭＳを入れて行動が変化した。見えることで、「暑
さ・寒さに負けない」という意識が出てきた。
●窓をあけて、夏場でも風を多く通せば、２階のエアコン
はあまり必要なかった。自然の力を活用すべき。

第 17 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 11 月 27 日（金） 19:00～21:00
～行政やメーカーなどに対する要望～
●ＨＥＭＳの見える化にメリットがあることはわかったので、市で普及してもらいたい。個人の
メリットをどこに出せるかがポイントでサービス検討が重要。
●情報提供だけではだめで、具体的な提案をしてほしい。メリットがあることを提示してもらえ
れば実際の行動に繋がっていく。
●情報発信だけではサービスにならない。情報はあふれていて、そこから拾うことが大変。
●Ｇ３０はわかりやすい取組であった。ごみは行政がパッケージでやるものなので、エネルギー
でもこうした視点で考えてほしい。
●電力自由化以降の電力会社の選択基準などを行政として示して欲しい。

～節電・省エネ行動について～
●サーキュレーターを風下に置くことが効果的。ＨＥＭＳ
で数値を見ているので一目瞭然。
●自分がコントローラーとなってＤＲを家族に伝えると、
掃除の時間を代えたり、気にしたりなど行動が変化した。
●家族の協力を得るのは難しい。自分でウォシュレットを
切り、家族が帰る頃にまたつけるという努力をした。

第 18 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 11 月 29 日（日） 10:00～12:00
～節電・省エネ行動について～
ｆ

●普段は台所にあるエネファームのモニターを見ていた。簡単に見ることができるので、エアコ
ンの切り忘れなどに気が付くことができた。モニターは使いやすく生活の中に溶け込んでいた。
●トイレの便器を節水型に変えたことで、水量が大幅に減った。広く考えれば節水することで、
水を供給するためのエネルギーも削減され、省エネにもつながると考えている。
●エアコンは下手に ONOFF せずに通常運転であれば、テレビと変わらないくらいの使用量であ
ることがわかった。
●屋根をふき替え、窓ガラスに防犯フィルムを貼り、断熱性能をあげてエアコンなしでも過ごせ
た。防犯のために 6w の外灯をつけっぱなしにしているが、電気代は 4000 円程度であった。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●使いすぎ注意や最適な運転方法など、HEMS から視覚的
に訴えかける警告があると効果的である。
●コンセントをこまめに抜いて待機電力をカットするより
も、待機電力を抑える開発をした方が有効ではないか。
●電気だけに捉われず、社会全体でエネルギーバランスを
図るように取組してもらいたい。

第 19 回 YSCP 省エネ⾏動実証参加者との意⾒交換
平成 27 年 11 月 29 日（日） 13:00～15:00
～節電・省エネ行動について～
●10 年以上使っていた古い冷蔵庫を交換したら、月に 1000 円ほど電気代が安くなった。
●電気自動車の V2H を活用した。夜間の安い電力を電気自動車のバッテリーにためて、日中は電
気自動車から家に給電した。充放電システムは 4～5 年で回収できる見込み。
●夏のピーク時間帯は外出することが多くなったが、冬のピーク時間帯は夕方なので難しかった。
生活スタイルを変えるまでの動機にはならなかった。
●省エネ行動実験の電力抑制は、電力会社から購入する電力量を抑制すればよいと思っていた。
太陽光で発電している分は抑制の対象外だと勘違いしていた。実証の仕組みが複雑で理解する
のが難しかった。

～行政やメーカーなどに対する要望～
●主婦層に関心を持たせるには、経済面をＰＲするべきで
ある。料金請求書の余白に経済的な効果などのＰＲをす
ると有効ではないか。
●「いくら」という金額で表示すれば興味を持ち、HEMS
を活用したと思う。
「こういう使い方をしたらいくら電気
代が下がる」といった情報提供がほしい。

