
　日々の仕事に大忙しで、エコを意識
する余裕がない…。そんなあなたのた
めに、お手軽にできるスマートな取組
を紹介します！

　せっかくの休日。一家団らんで楽し
く過ごしたい…。そんなあなたのため
に、家族みんなで実践できる取組を紹
介します！

　定年退職をきっかけに、何か新しいこ
とを始めてみたい…。そんなあなたのた
めに、生活が豊かになるエコな取組を紹
介します！

横浜市における
年平均気温の変化

ごみの分別
（リサイクルの取組）

※「親子で楽しむ環境講座」来場者アンケートより

参考）横浜地方気象台公表データ（年平均気温）

節電

　地球温暖化が原因で起こる、大型の台風や洪水、豪雨、猛暑…。
これらはまさに待ったなしの課題です。また、緑道や公園、農業の
ような、都筑区の大きな魅力を次の世代に受け継いでいくためにも、
今からしっかり対策を進めていく必要があります。

実践している
エコな取組
ランキング

TOP3 エコバッグの使用（コンセントを抜く、
省エネ家電への買い替えなど）
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エコは大切だと思うけど、なんだか大変
そうだし、面倒なことはやりたくない…。
　そんなあなたは、出勤やお出かけの際
にマイボトルとエコバッグを持ってい
き、あなたらしいおしゃれな毎日を演出
しましょう！

ウォームシェア（クールシェア）とは、暖
かい（涼しい）場所を共有する取り組みの
ことです。
　家では窓の断熱（厚手の長いカーテ
ンを使用、断熱フィルムを貼るなど）を
しっかり行いつつ、エアコンは冬20℃（夏
28℃）に設定し、なるべく一つの部屋で楽
しく過ごしましょう。

　新しい趣味として、家庭菜園や
ガーデニングをやってみたい…。
　そんなあなたに、生ごみと土
を混ぜ合わせることで堆肥を作
る土壌混合法をご紹介します。

マンション・戸建住宅に関わ
らず、どなたでも簡単にできる
のでオススメです。

　区役所で無料の初心者入門セットをお配りします。（先着10人）
　　　 12月10日から資源化推進担当へ （948-2241）か （948-2239）

　図書館や地区センター（シェア
スポットとして登録されていま
す）などで暑さ（寒さ）を忘れて過
ごすことで、熱中症の防止や、家庭
でのエアコンの使用時間を減らす
ことにつながります。

　区内には多くの公園と、5本
の緑道があります。自然に触れ
合いながら、家族みんなでゆっ
くり過ごしましょう！
※都筑区版14ページ「都筑区

水と緑の散策マップコース
紹介」をご覧ください。

　そんなあなたは、本当に必要なものだけ
を部屋に置く、シンプルな生活を目指して
みてはいかがですか？
　不要なものはすぐに捨ててしまうので
はなくリサイクルやリユースすることで、
さらなるエコにつながります。

●人気の料理レシピのコミュニティ
サイトで、お役立ちレシピを紹介し
ています！

●旬の野菜を使った料理や、料理の時短ワザ・
アレンジポイントなどをまとめた、「まるごと
旬野菜～使い切りレシピ～」を横浜市のホーム
ページで公開しています！

　マイボトルを使えば、ペットボトルを
買う手間が省け、経済的にもローコスト。

エコバッグは、環境にやさしいだけで
なく、「買い過ぎ防止」にも役立つという
意外なメリットもあります。

　上質なものを少しだけ持ち、長く大切
に使うことは、実は立派なエコなのです。
　もう何年も着ていない服や、「いつか使
うかも…。」と思って捨てずに取っておい
ているものはありませんか？

　節電が大切なのは知っているけど、どれくらいお得なの？その疑問にお答えしま
す。家電の使い方の工夫・省エネ家電への買い替えで、地球に優しく・あなたに優し
い生活を！

　出川哲朗さんが登場している「おうちde省エネ～ヤバイよ！
地球温暖化～」の動画（横浜市のホームページで公開中！）で、
HEMSの活用事例が紹介されています。また、都筑区では電力使
用量測定器の貸し出しも行っています。

　冷蔵庫にしまっておいた、大好きなプリンが賞味期限切れ…。残念な
思いをしたことはありませんか。そんな食品ロス（廃棄されてしまう食品）が社
会の大きな問題になっています。
　環境にもお財布にも優しい、食品ロスを減らす取り組みをご紹介します。

食品ロス23キロをおにぎりに換算すると

私に合ったエコ活で充実した毎日を

申込み

厚く
むき
すぎた野菜の皮など

…

賞味
期限切れの食品や…

マイボトルスポットでは、いれたてのコーヒーやお茶などを、
持参したマイボトルに入れて販売したり、お水などを無料で提供
しています。区役所などの公共施設や、大手コーヒーショップ、
コンビニエンスストアなども登録されています。

　区役所では、毎年春と秋の「つづき3R夢週間」で、リユース家具抽選会や、子ども
向け図書の募集などを実施しています。また、市民同士で自主的にリサイ
クルするための「リサイクル情報板」や家庭から出される新聞、雑誌、その
他の紙、紙パック、布類を回収する資源回収ボックスを設置しています。

マイボトルスポット 検索

シェアスポット 検索

クックパッド　消費者庁 検索

クックパッド　横浜市 検索

冷蔵庫の残り物や食材のリメイクでお困りのあなたに！

区内にもあります！マイボトルスポット

リサイクルでもっとエコ活！

『都筑区水と緑の散策マップ』散策会の様子

出典：省エネ性能カタログ 2015夏版
※27円／ kWhで計算しています。 ※節約金額、CO2の削減量は全て「年間」の数値です。
※買い替えによる節約については、7年前の製品との比較です。購入費が別途かかります。

食べ物の「もったいない」をなくして、
浮いたお金で自分にごほうびをあげましょう！

手軽にはじめてみませんか？

本気でエコ！HEMS（ヘムス）で電力の「見える」化

 つづき　エコ活 検索
問合せ  企画調整係　 948-2227　 948-2399

年間 約8万7,000トン

約230個分

年間 約23キロ

年間 約23キロ

1人あたり

1人あたり

年間約17,000円 もったい
ないね

テレビ

冷蔵庫

使い方の工夫

使い方の工夫

買い替えると

買い替えると

●約3,480円の節約、CO2約59%の削減

●約8,260円の節約、CO2約54%の削減

●テレビを見ないときは消す   約1,180円の節約
●画面は明るすぎないように  CO2約25.0kgの削減

●ものを詰め込みすぎない 　約2,850円の節約
●設定温度は適温に 　CO2約60.2kgの削減
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横浜市  粗大ごみ受付センター 検索

豊かな環境を次の世代に引き継ぎ、子どもたちが
将来に「夢」をもつことができるまち・横浜の実現をめざします。

　温暖化の進行などにより発生する豪雨・大型台風・
洪水・猛暑などの自然災害の発生を忘れてはいけま
せん。こまめな情報収集で、日頃からの予防や対策が
大切です。横浜市のハザードマップ（洪水・浸水・土砂
災害）や、環境省
の熱中症予防サ
イトをご活用く
ださい。

　電気自動車（EV）と水素を使って走る燃料
電池自動車（FCV）を区役所の公用車として使
用し、展示会などを通じて普及啓発を行って
います。

　親子で楽しむ環境講座、身近なエコフェア
など、さまざまなイベントを開催しています。

　平成29年3月から6月まで開催される「第33回全国都市緑化よこ
はまフェア」に合わせ、「都筑区 花いっぱい運動」を展開していきます。
区内の花や緑の見どころを募集する「都筑区わが庭・花壇・菜園自慢」
の実施など、各所と連携しながら取り組んでいきます。
　また、緑のカーテンの啓発に向けた取り組みとして、区総合庁舎入口
でのトケイソウの栽培と、区内小中学校への緑のカーテンの苗の
配付を行っています。

　横浜市では「ヨコハマ3
ス

R
リ

夢
ム

プラン」を定め、ごみの分別・リサイクルのみなら
ず、環境に最もやさしいリデュース（ごみを発生させない）の取組を進めて、ごみ
と資源の総量を削減するとともに、脱温暖化を推進しています。環境負荷の更な
る低減を図ることで、豊かな環境を次の世代に引き継ぐことを目指します。

電話での申込み（一般加入電話など）

携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話
などの通話料割引サービスを利用している人

FAX（聴覚・言語に障害のある人専用）

●月・火曜や祝日の翌日は電話が大変込み合います。時間を
　ずらして電話していただくか、インターネットでの申し込
　みをご利用ください。

やるべきことは２
・

つ
・

の対策！
緩和策と適応策

ヨコハマ３
ス

R
リ

夢
ム

プラン

地産地消の取組

エコ活啓発イベント

　都筑区内で採れた新鮮な野菜・果物・卵
などを「都筑野菜」と呼び、朝市の開催など、
地産地消の推進を支援しています。

自然災害の 
予防・対策についての情報提供

次世代自動車の普及促進

燃料電池自動車（FCV）

区総合庁舎入口で育成中のトケイソウ

よこはまフェア
シンボルキャラクター

「ガーデンベア」
©ITOON/GN2017

朝市の様子

都筑朝市ロゴマーク

間伐材を使用した
キーホルダー作り

環境省  熱中症予防サイト

土砂災害ハザードマップ

緑化の取組
緩和策とは

適応策とは

地球温暖化の進行を
「緩和」させる取組の

ことです。

地球温暖化の影響に
「適応」する取組の

ことです。

粗大ごみ受付センター

不要となった粗大ごみも
まだまだ使用できる物が
あるかもしれないね。

区内のリサイクルショップを
活用してみよう！

0570-200-530

330-3953

662-1225

温暖化対策

ごみの減量も
立派な「温暖化対策」

ごみの収集事務所や焼却工場では、粗大ごみの受付はできません。粗大ごみ受付センターへお願いします。
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