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さがみはら地球温暖化対策協議会

相模原商工会議所

相模原市

貴事業所をSDGsさがみはらエコ宣言事業所として登録する

令和 0 年０0 月００日

国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」に賛同します

LED 照明等の省エネ機器の導入・利用を徹底します

廃棄物のリサイクルを推進します

CO2 削減に留意します

株式会社　□□□□□□□□□
　　　　　　　　　従業員一同

私たちの事業所は、
SDGsの精神を尊重し持続可能な社会を目指し、

次の活動を実践します。

SDGsさがみはらエコ宣言

〒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

会員募集中！！
　さがみはら地球温暖化対策協議会に入会して、温暖化対策に一緒に
取り組みませんか。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。

事業所、店舗等の入口に掲示
してください。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

１口  1,000円／年
個人会員１口以上　事業者・団体会員２口以上会費

SDGsさがみはらエコ宣言
に登録しよう！
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さがみはら
地球温暖化対策協議会 会員紹介 合　計 125（令和２年９月１日現在）

個人 44名　事業者 46社　団体 35団体
会員紹介は掲載希望の会員から順次掲載します。

昭和25年、上溝に創業し現在70年を迎えました。機械と設備の救急病院として
主に相模原近隣の市地域で機械部品設計製作、修理を行っています。本会を知っ
たのは、相模原市の省エネ設備導入支援事業のお世話になったことからでした。
老朽化した工場設備を省エネを意識して更新していく必要性を感じ平成30年、照
明や遮熱塗装、空調でエコ化をすることにしました。照明のＬＥＤ化を行い、遮
熱塗装をやったところでコロナ騒動に突入しました。いろいろなことがとん挫し、
状況が一変した中、今後のことが計画できない状況です。コロナとの共生をどう
受け入れてやっていくか、これからが正念場と思っています。
http://www.takai-seisakusho.co.jp/kaisya_gaiyou.html

相模原市は市域の約6割が森林です。活動拠点である藤野地区は、神奈川県民の
水源地でもあります。地域課題である森林保全のため、広葉樹の間伐材を活用し
て小学校の学習机天板を製作し、従来の天板と取替える「森の机事業」や「環境学習」
に取り組んでいます。
製作加工中にでる端材は「積み木」や「パズル」などの玩具、その他家具や床材など
の建材も「さがみはら津久井産材」で製作しています。地域材を使った「移動型ソー
ラー電源」CORODENは、藤野電力との協働で製作し、地球温暖化対策活動にも
取り組んでいます。
https://morimo.amebaownd.com/

「レッツ・ダンス！ストップ温暖化！でエコ活しよう」

登録事業者募集中！

津久井産材紙で作った

宣言書が
届きます。

登録無料

相模原市立環境情報センター主催事業に
共催で参加しました。
「さがぼーくんのうた～ストップ！おん
だんかマーチ～」に合わせて踊る動画を
募集中です。
令和３年3月31日まで募集しているので、
皆さんぜひ参加してくださいね！

株式会社高井製作所

一般社団法人　さがみ湖 森・モノづくり研究所 / MORIMO

※相模原市または環境省のホームページに掲載されているので参考にしてね！

地球温暖化対策協議会 会報さ が み は ら

さがぼー通信 発行日
令和２年9月

第13号

「3密」（密集・密接・密閉）で
感染するのは？

Q1
咳や会話により飛散する飛沫（唾液）に
含まれるウイルスを吸い込むことにより
感染します。微生物学的にみると感染
するためには一定量のウイルスが必要
と考えられています。

マスクを擦り抜けるマイクロ
飛沫（目に見えない小さい粒）で
感染するのは？

Q2

微量のウイルスで感染するため
「強い」感染力を持っています。

部屋の換気はどうすれば良いか？
Q4
①冷暖房器具を使用する場合
　定期的に窓やドアを開けて換気することはもとより、常時、
窓やドアを少し開けておくことでも外気の温度差により空気
の流れができます。
②冷暖房器具を使用しない場合
　一か所の窓やドアを開けておくよりも、対角線上に2か所
開けて必ず空気の流れを作ります。
③空気の流れが無い場合
　扇風機やサーキュレーターを用いて風下の室外に向けて換気
扇代わりに使用します。
④キッチン、お風呂、トイレなどの換気扇も有効です。

感染を防止する対策とは？
Q3

新鮮な空気で換気して飛沫を
薄める（希釈する）ことです。

手洗い方法は？
Q5

アルコールでなくても強めの流水
やせっけんで洗った後、濡れて
いるとウイルスが付き易くなる
のでタオルでしっかり水分をふき
取ります。

屋外におけるマスク
着用時の熱中症予防は？

Q6
人と十分な間隔（2m以上）が
確保できる場合、風が肌で感じ
られる場合はマスクを外します。

「新しい生活様式」を
取り入れるためには？

Q7
現在、新型コロナウイルスに
特効薬やワクチンなどの有効な
手段がないため、上記の対策を
守って「バランスの良い食事」と
「十分な睡眠」をとり体調を整え
て免疫力を保つことです。

〒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

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。

さがぼーくん

新型コロナウイ
ルス禍の

「新しい生活様
式」の

ポイントを教え
て！

7つの質問に
答えるよ
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締切迫る！

～私たちができる適応策～

〇熱中症予防をしよう。
暑い日は水をこまめに飲んだり、エアコン
を適切に使いましょう。外に出るときは
帽子をかぶりましょう。

〇虫刺されに気を付けよう。
気温が上がることによって、今まで寒い地域に住めな
かったデング熱を広める蚊などが北上することがあり
ます。蚊の幼虫であるボウフラはバケツ、側溝、植木
鉢の鉢受けなど、少しの水があればそこで孵化してし
まいます。ボウフラや蚊を見つけたら「早めに駆除」し
ましょう。
出かけるときは、できる限り肌の露出をおさえましょう。
虫よけ剤は安心して使えて効果が長時間持続するものが
おすすめです。
発生させない、駆除する、予防する、と
万全の対策で蚊の被害を防ぎましょう。

〇自然災害に備えハザードマップを確認しよう。
相模原市ホームページで自分の住む地域のハザード
マップなどを確認しましょう。災害時の避難場所、避
難経路、危険な場所などを調べておくことが大事です。

〇現在の防災情報を確認しよう。
相模原市  防災情報を入手しよう 
さがみはらメールマガジン「防災」「安全・安心」
entry-sagamihara@bousai-mail.jp 
上記のアドレスへ空メールを送信すると、そのパソコン・
スマートフォンや携帯電話へ本登録用のメールが届き
ます。情報配 信を希望する種類や
地区を選択します。

地球温暖化というと気温が高くなることだけをイメージするかもしれませんが、それだけではありません。
地球温暖化の影響で今までになかったような強さの台風や豪雨、大規模な干ばつといった
極端な気候が発生する気候変動が起きると言われています。
私達はこの気候変動の影響にどの様に適応し備えたらよいでしょうか？

◆市内の照明設備の高効率化
◆エコドライブやカーシェアリング

の普及促進
◆環境に配慮したまちづくりの推進
◆燃料電池自動車の普及促進　 など
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　相模原市では、地球温暖化対策を更に推進するため、
令和2年3月に「第2次相模原市地球温暖化対策計画」と
して改定するとともに、緩和策※１と適応策※２に関する
計画を一体として新たに策定しました。
　本計画では、令和12（2030）年度の市域における温室
効果ガス（二酸化炭素)の排出量について、平成25
（2013）年度比で26％削減することを目標として掲げ
ています。

相模原市地球温暖化対策計画について
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平成25年度
（2013年度）

令和12年度BAU※

（2030年度）
令和12年度対策後

（2030年度）
※BAU:追加的な対策が講じられずに現状のまま推移すると仮定した場合

削減目標
令和12（2030）年度の市域における温室効果ガス（二酸化炭素）

排出量を、平成25（2013）年度比で26％削減する。

平成27年度
（2015年度）
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（万t-CO2） ▲26％
（平成25年度比）

緩和策の施策体系と取組

適応策の施策体系と取組
　市民、事業者、行政がそれぞれの役割を担う
とともに、「さがみはら地球温暖化対策協議会」
の活動を通じて、相互に連携・協力しながら具
体的な取組を進めていきます。

推進体制と各主体の役割

　緩和策・適応策の双方に関連する取組を「横断的施策」
と位置づけ、施策体系を定めます。

太陽光や風力などで発電する再生可能エネルギーの利用拡大を目指し、東京都、
神奈川県、横浜市、川崎市と連携したキャンペーンを実施しています。
家で過ごす時間が増えている今こそ、環境にやさしい自然の電気に、
お得に切り替えませんか？まずは参加登録をして、どのくらいお得
になるか見積もりをご確認ください。
「みんなでいっしょに自然の電気」の詳細はこちら
https://group-buy.metro.tokyo.lg.jp/energy/shutoken/home

分野横断的な施策の施策体系と取組

省エネルギー
活動の促進

再生可能
エネルギーの
利用促進

～再エネ電気のグループ購入希望者を募集中～
「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン！

相模原市

取組の環（わ）

（環境情報センター含む）

相模原市
地球温暖化対策推進会議

さがみはら地球温暖化対策協議会

市民
自治会、NPO等

チェック

推進状況 事業者
事務所、商店街、

工場等

実施状況報告書

国、県、他の
自治体

地球温暖化防止
活動推進センター

気候変動
適応センター

市民、事業者、大学、NPO、市等で構成

様々な主体の連携による地球温暖化対策の推進

第２次
基本理念：気候変動への適応

基本理念：低炭素社会※3の実現
基本理念：分野横断的な施策の推進

登録期間は
９月30日（水）
までです。
ぜひご登録を
お願いします！

◆住宅等への太陽光発電設備・太陽
熱利用設備の導入促進

◆再生可能エネルギーの利用拡大に
向けた新たな仕組みづくり　 など

◆低炭素ライフスタイル・ビジネス
スタイルへの転換
◆省エネルギー設備・機器の導入促進
◆家庭や事業所における省エネルギー

活動の促進　 　 　 　　　　など

気候変動
適応策の推進

低炭素型
まちづくりの
推進

循環型社会の
形成

◆家庭系ごみ・事業系ごみの減量
化・資源化の推進
◆エネルギーや資源の有効活用の

推進　　　　　　　　 　 など

◆水源の森林づくり事業の推進
◆木材の利用拡大　　 　 　 など

※１　二酸化炭素排出量を削減するための取組
※２　気候変動により既に現れている影響や、今後避けられない影響の
　　　回避・低減を図る取組
※３　二酸化炭素の排出量が少ない社会

いきいきとした
森林の再生

気候変動に強いまちづくり
◆土砂災害に関する対策
◆熱中症に関する対策
◆水資源に関する対策　など

環境意識の向上
◆COOL CHOICEの推進
◆学校・地域・社会等、幅広い場における
　環境教育　など


