
さがみはら地球温暖化対策協議会は、相模原市の自然や地域の特性をよく考え、地球温暖化を防止するためのいろ
いろな活動を行っています。ぜひ、あなたも温暖化を防ぐ仲間になってください。当協議会の目的に賛同する個人・
事業者・団体はどなたでも入会していただけます。また、市外の方の入会も可能です。
ホームページからも入会できます。　http://www.s-ontaikyou.jp/

〒252-0236
相模原市中央区富士見1-3-41相模原市立環境情報センター内
TEL・FAX：042-753-9550
Eメール：info@s-ontaikyou.jp
HPアドレス：http://www.s-ontaikyou.jp/

さがみはら地球温暖化対策協議会

この会報は環境に配慮した紙・インクを使用しています。

http://www.s-ontaikyou.jp/

会員募集中！！

会費…１口  1,000円
個人会員/            １口以上
事業者・団体会員/２口以上

さがみはら
地球温暖化対策協議会

会員紹介
個　人 24名　事業者 35社　団　体 36団体
合　計 95（平成 28年 7月 1日現在）
会員紹介は掲載希望の会員から順次掲載します。
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環境にも人にもやさしい企業を目指し
て、工場・建物設備のメンテナンス、
環境機器販売、物品洗浄請負、排水・
土壌処理用微生物販売、劇毒物一般
販売業などのほか、各種の環境関連
工事及び技術支援を事業として行って
います。お問い合わせ・ご相談は
お気軽にどうぞ。
http://kk-sr.co.jp/publics/index/16/

1996年5月「神奈川県環境学習リー
ダー連絡会」として発足し、現在、県
内100名以上の会員が、持続可能な
社会を目指し、各々の得意分野で率
先して環境保全活動に取り組んでい
ます。活動分野は環境全般にわたり、
多くの事業体から受託、共催事業を
実施しています。皆さんも各人の活
動を通して得た体験やノウハウなど
を一緒に活かしてみませんか。
http://npo-k-leader.net/

株式会社エスアール技研 特定非営利活動法人
神奈川県環境学習リーダー会

（略称　Ｋ=Leader会）

危機的な地球温暖化を防ぐため、一緒に活動しませんか！

イベントなどで子どもたちと交流！会員は楽しみながら活動しています！

会員研修・視察にも参加でき
ます（写真は昨年の「青梅の
森」視察）

関心をお持ちの方は、お気軽に下記
事務局にお問い合わせください
電話・ファクス 042‐753‐9550
Ｅメール info@s-ontaikyou.jp

ホームページを
見てね！

“さがぼーくん”で検索！
または右の
QRコードで！

二酸化炭素量と地球温暖化現象を説明した展示

相模原塗装・防水業協会
（相模TOBO会）

相模原塗装･防水業協会は塗装や防水
業界にこだわらない異業種交流会と
し2ヶ月に1度色々な分野のスペシャ
リストを招き、技術講習･講演会･
演奏会などを開催しています。前回
は日本社会事業大学理事で落語家で
も活躍中の渡辺一雄氏を招き、講演
「手ごたえのある生き方～地域社会で
生きる10の定石」は好評でした。
業種の垣根を超えた異業種の方の参加
を歓迎しています。

梅雨明けを思わせる猛暑の中、親子連れやカップルなど様々な方々に来場
していただき、「地域貢献型アイドルFlare☆」の歌あり、南極料理人西村
淳さんの講演会ありの華やかなお祭りになりました。
さがみはら地球温暖化対策協議会では、ストップ地球温暖化コーナーにお
いて「ＳＴＯＰ！温暖化ハウスの展示」「ＬＥＤ照明と蛍光灯の消費電力の違いを
体験」「さがぼーくんＬＩＮＥスタンププレゼント」「さがぼー時計でエコ宣言」
を開催。また、温暖化に関するクイズやじゃんけん大会も開催し、さがぼー
くんとのじゃんけんで大人も子どもも大いに盛り上がりました。今回の
イベントを通じて、参加した一人ひとりが環境について興味を持って身近な
ことから地球温暖化防止に取り組んでいただければうれしいです。

さがみはら環境まつりさがみはら環境まつり

2016.7/3（日）ユニコムプラザ
さがみはらにて開催されました

さがぼーくんの特徴

オレンジ色の「STOP!
温暖化さがみはら」の
帽子（＝防止）をかぶっ
ている

相模原市の3区のシンボル
カラーの葉っぱをつけている

まるまるとしていて
ふわふわでかわいい！

イベントで
さがぼーくんを
探そう！

地球温暖化対策協議会 会報さ が み は ら

さがぼー通信 〒252-0236 
相模原市中央区富士見 1-3-41
相模原市立環境情報センター内
電話 /ファクス 042-753-9550
Ｅメール　info@s-ontaikyou.jp
●http://www.s-ontaikyou.jp/

さがみはら
地球温暖化対策協議会

発行日
平成28年7月

第6号

さがみはら地球温暖化対策協議会は、個人・事業者・団体・市が連携・協力しながら、日常生活に起因する
温室効果ガスの排出削減などのために必要な対策の協議や活動を実施し、市域の地球温暖化対策を推進していきます。

また、年間を通して、LED照明の普及促進、地球温
暖化の出前講座、「さがぼー時計でエコ宣言」参加者募
集、太陽光発電の普及啓発（自治会館への普及促進）、
森林の活用や省エネに関する調査・研究などを行っ
ています。

8/13（土）　

10/16（日）　

10/19（水）　

10/22（土）

クールシェアイベント
ニトリモール相模原

大野台おひさまフェスタ

12/ 3（土） さがみはら地球温暖化
防止フォーラム

リサイクルフェア

バス見学会
ノジマメガソーラーパーク、
南清掃工場、宮ケ瀬ダム、
愛川第１発電所

協議会の今後の予定

イベントなどで40種類のかわいい「さがぼーくん
LINEスタンプ」を無料でプレゼントしています。
LINEをしている方は、さがぼーくんを見かけたら、
ぜひ声をかけてください。LINEでさがぼーくん
スタンプをいっぱい使って、「STOP！温暖化さがみ
はら」を広めてくれるとうれしいです！

LINEスタンプ
プレゼント中！
LINEスタンプ
プレゼント中！

その１ その2

その3

～地球の未来のために、今できること～
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家庭の電気使用量の13.4パーセントは照明からです。
あなたの家の照明をLEDに取り換えてみませんか。
省エネ効果で電気代が大幅に減ります。
また、LED照明価格もかなり安くなっています。
天井に右写真のような｢引掛けシーリング｣がついていれば
照明器具ごとの交換も簡単です。　　

市内中央区の東急建設㈱技術研究所では、管理棟３階
フロアをLED 照明に換えたことにより電力を45％削減
できました（蛍光灯96本をLED 照明に交換）。明るさも
調整できて社員にも好評です。今後は他のフロアもLED 
化を進めていく予定です。

相模原市には中小規模事業者の皆様が実施する省エネルギー
対策を支援する制度があります。
　①地球温暖化対策計画書制度
　②中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助事業
　③省エネアドバイザー派遣事業
詳しくは、相模原市ホームページ「暮らしの情報」→「環境」
→「事業者の省エネルギー対策」をご覧ください。　　　　

市内約40,000灯の防犯灯が、平成28年度内に順次
ＬＥＤ化されます。LEDは従来の蛍光灯に比べ、消費電力
が少なく長持ちするので、維持管理の負担が減り、電気
料金も削減されます。省エネのため環境にも優しく、二酸化
炭素排出削減にも大いに貢献します。夜の道もLEDで
さらに明るく安全になりますね。

【ご注意】
○LED照明に換えた場合の電気代などの削減効果は、照明器具の種類、点灯時間の違いなどで変わり
ます。また照明器具の購入や工事にかかる費用は別途必要になります。
○調光器を使用している白熱電球照明にはLED ランプが適さない場合がありますのでご注意ください。
詳しくは販売店等にご相談ください。

我が家のLED化を始めましょう！

相模原市内の防犯灯が
すべてＬＥＤ化されます

事業所のLED化が
進んでいます

相模原市の支援制度

60W白熱電球（消費電力54W）を、同等の明るさ
の60W型LEDランプ（810ルーメン）（消費電力
9W）に交換。1日5時間点灯、電気料金1ｋWh
26円と仮定して計算。

30＋32W 丸形蛍光灯ペンダントライト（消費電力
62W）を、同等の明るさのLEDペンダントライト（消
費電力34W）に交換。1日5時間点灯、電気料金１
ｋWh26円と仮定して計算。

このような「引掛けシーリ
ング」がない場合は専門家
による電気工事が必要と
なりますので、販売店等に
ご相談ください。

白熱電球を
LEDランプに交換
白熱電球を

LEDランプに交換
白熱電球 LEDランプ

東急建設（株）技術研究所

蛍光灯 LED 蛍光灯 LED

100％ 100％
50％ 50～ 60％

50～60％に
大幅削減！！

約半分に
大幅削減！！

50～60％に
大幅削減！！

我が家も　街も　事業所も　LED照明で省エネに！

～照明の LED 化は　あなたに今
すぐできる　地球温暖化対策で

す～

※ピークカットとは、電力需要のピークにあたる時間帯の
　電力消費を低くおさえること。

電気料金 二酸化炭素
排出量

相模原市とさがみはら地球温暖化対策協議会は、店舗
や公共施設などの協力で暑さをしのぐ｢クールシェア
さがみはら2016｣を7月1日（金）から9月30日（金）
まで実施しています。
電力が多く使われる夏の日中は、家のエアコンを消し
て、クールシェア協力施設等に涼みに出かけましょう。
クールシェアは電力のピークカット※や家庭の電気代
節約になります。また、熱中症対策のほか、地域で集
まることでコミュニティの絆を深めたり、地域経済の
活性化にもつながります。詳しくは相模原市ホーム
ページ｢暮らしの情報｣→｢環境｣→｢トピックス｣をご覧
ください。 

「引掛けシーリング」の例

地域で省エネ!! かしこく節電!!

クールシェア
さがみはら2016

１年間で
約 円も2,000 お得！！

30＋32W丸型蛍光灯を3,800ルーメンLED照明に器具ごと交換。
１日５時間点灯１Wh26円として

蛍光灯を器具ごと
LED照明に交換
蛍光灯を器具ごと
LED照明に交換

蛍光灯 LED照明

約 円も1,400 お得！！
１年間で

約 円も1,400 お得！！
１年間で１年間で

約 円も2,000 お得！！
「COOL CHOICE」とは、2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で26％削減するという目標達成
のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」
を促す国民運動です。さがみはら地球温暖化対策協議会もこの運動を応援しています。
高効率なLED照明に換える、エコ家電にする、エコカーを買うなどの「選択」、公共交通機関を利用する、クール
ビズなど低炭素なアクションを実践するというライフスタイルの「選択」など、市民のみなさんの「賢い選択」
が温暖化防止につながります。さあ、あなたも、暮らしの中のさまざまな場面でクールチョイスしましょう！

知ってますか？
COOL CHOICE !

（＝賢い選択） 環境省「COOL CHOICE」ホームページより
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html

【家電機器の電力消費割合】

〈出典〉経済産業省　総合エネルギー調査会　省エネルギー基準部会（第17回）資料

冷蔵庫
14.2％

その他
29.4％

洗濯乾燥機
2.1％

ジャー炊飯器
2.3％

パソコン　2.5％

電気ポット　3.2％

洗濯乾燥機
2.1％

ジャー炊飯器
2.3％

パソコン　2.5％

電気ポット　3.2％
食器洗い乾燥機

3.7％ 電気便座
3.7％ エコキュート

3.8％

電気温水器
5.4％

照明
13.4％

テレビ
8.9％

エアコン
7.4％


