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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。

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
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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 127（令和３年２月１日現在）

個人 44名　事業者 48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。

第一生命は、相模原エリアに４か所のオフィスを構え、展開しております。
まずペーパーレス化の推進をすることで、環境の整備や地球温暖化に少しでも
貢献できるよう心掛けています。
また照明や空調など社屋設備の徹底した運用を中心にクールビズ運営など、
全社員あげて取り組んでいます。
これからも、相模原の発展と地域のみなさまと一緒になって、地球温暖化
対策に貢献していきます。
https://www.dai-ichi-life.co.jp/

地球温暖化対策として最近「カーボンプライシング（CP）」「炭素税」という言葉が、
新聞紙上等でよく見かけるようになりました。税理士として炭素税に関わるわけで
はありませんが、一国民として関心を持たざるをえません。さて、当事務所ですが、
所長の八木が昭和52年４月、生まれ育った橋本で開業いたしました。以来、消費
税導入、バブル崩壊、リーマンショック等大きな社会環境の変化があり、コンピュー
タの進歩はとどまることを知りません。当事務所の業務内容も大きく変わり、社会福祉法人等の非営利法人の税務会計をも
ご支援しているところです。また、相続では「（一社）モメない相続研究会」を運営し、皆様の御期待に添うべく努力している
ところです。　https://www.tkcnf.com/yagi-kaikei

寄附金の募集について

当協議会は、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。地球温暖化防止のための啓発
事業や情報提供など、会員のノウハウや情報、ネット
ワークなどを活用した取組みを行います。
上記の地球温暖化防止への取り組みや啓発のための
寄附をしていただける方は下記までご連絡ください。

※1,000円以上の寄附をして
頂いた方に写真のリサイクル
ペットボトル素材で作った
エコバッグを進呈します。

　一人一人ができる温暖化対策について楽しみな
がら考え、行動してもらいたいという願いから動画
を集めた「さがぼーチャンネル」を作成しました。
　「ソーラーランタン工作」や「地球温暖化防止
さがぼーくんかるた」などの楽しい動画や地球
温暖化について、さらに知っていただける「地球
温暖化ってなんだろうう」、
「こもれびの森の仲間たち」
などの動画が当 協 議 会 の
ホームページよりご覧に
なれます。
http://www.s-ontaikyou.jp

動画コンテンツ
「さがぼーチャンネル」ができました！

第一生命保険株式会社　町田支社

八木時雄税理士事務所

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３年３月
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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。

家庭内の換気方法は？
Q1

①昼間は窓を数センチ開けます。
②暖房の部屋はドア（扉）を数センチ開けます。
③使用していない部屋のドア（扉）は完全に
開けて、少しでも空間を広くして飛沫を
拡散（希釈）させます。
④台所、お風呂、トイレの換気扇を使用します。
飛沫は温かい空気と一緒に上昇するため
お風呂やトイレのドア（扉）を数センチ開けて
24時間換気を行います。
⑤お風呂やトイレは連続しての使用は避けて
5分ほど間隔をあけて使用します。

家庭でのマスクの着用は？
Q2

マイクロ飛沫（目に見えない小さな粒）で感染
するため家の中でもマスクを着用するのが
望ましいです。
マスクの素材は不織布で鼻の脇がしっかり密着
できるものが最適です。出来れば、睡眠時も
着用すると口や喉の乾燥を防ぐことができます。

咳が出る場合は？
Q5

咳の飛沫は大量に飛散してしまうため、濡れタオル
（32×80㎝）を三つ折りにして、口と鼻を覆って
咳をしましょう。（濡れていると飛沫が捕集され
やすいので少しでも飛散する量を防ぐことができ
ます。）使用後はビニール袋に入れて持ち運び洗濯
しましょう。

家庭内での食事の仕方は？
Q3

食事の時は唾液が一番分泌される
ため会話により最も飛沫量が多くなり感染しやすく
なるので黙って食事をしましょう。

家族内で体調の悪い人（発熱や味覚
異常などの症状）が出た場合は？

Q4

さがぼーくん

新型コロナウイルス禍の

「家庭内感染を防ぐ」

ポイントを教えて！ 2  
Part 

①寝室を別にして換気が出来る窓がある部屋が
適しています。昼間は窓を常に数センチ開けて
換気をします。
②看護は専属の人だけが対応します。
③会話をすると飛沫が飛び感染する恐れがある
ため、筆談、メールなどで行い
　ましょう。

家庭内の感染対策も心がけよう！

さがぼー通信第13号（Part.1）、相模原市または環境省のホームページにも掲載されているので参考にしてね！



出典：神奈川県ホームページ「第３期神奈川水源環境保全・再生実行５か年計画」より抜粋

出典：さがみはら森林ビジョン（概要版）より
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停電しても安心！
自治会館に太陽光発電＆蓄電池を設置しませんか

相模原市に補助制度が

設置費用1/2の自己資金がなくても

当協議会がお手伝い（手数料は無料）

FIT価格（国の太陽光発電の
固定価格買い取り）は毎年
下がります。
また市の補助金を受けるに
は手続き期間が必要です。
ぜひお早めにご検討を！

自治会館が
発電所に

停電しても
大丈夫！

防災の備え！
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第３期計画における特別の対策事業の内容「いきいきとした森林」を構成するさまざまなタイプの森林（50年後）
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１　水源の森林づくり事業の推進 

２　丹沢大山の保全・再生対策

３　土壌保全対策の推進

４　間伐材の搬出促進

５　地域水源林整備の支援 

６　河川・水路における
　　自然浄化対策推進

７　地下水保全対策の推進

８　生活排水処理施設の整備促進

９　相模川水系上流域対策の推進

10　水環境モニタリングの実施

11　県民参加による水源環境保全・
　　再生のための仕組み

森林の
保全・再生

地下水の
保全・再生

水源環境へ
の負荷軽減

水源環境保全・再生を
推進する仕組み

県外上流域
対策の推進

株式会社ホンマ電機の SDGs 取組紹介

■環境認証エコアクション 21 を取得し環境経営を推進しています：写真❶
■自社屋上に太陽光発電パネルを設置し、蓄電もしています：写真❷
■社用車を順次ハイブリッド車に入れ替えています：写真❸
■国際 NGO オイスカを通じ植林ボランティアに参加しました：写真❹
■工事発生材を適正に処分しています：写真❺

自治会館に太陽光発電・蓄電池（４kW以上）を設置
する際、設置費用の1/2以内、上限200万円を補助
する制度があります。

現在の相場の設置金額は例えば太陽光発電5.4kW、
蓄電池6.4kWhとするとおよそ232万円ほどです。
銀行融資は年利２％が可能で、自己資金116万円を
借り入れると「売電収入＋自家消費（自治会館で使う
分）での電気料金支払い低減分」で設置前と比べて
負担が増えることなく返済ができ、9年から10年ほど
で回収ができる試算です。それ以降、発電した電力
はすべて自治会のものです。

システム設置の際の発電量シミュレーション、設置
費用の見積り、初期投資回収シミュレーションなど
のお手伝いを当協議会が無料でさせていただきます。
お気軽に下記事務局にご相談ください。

　戦後、国策で全国に植林された杉、檜の森が手入れさ
れずに荒れ果てていた惨状が最近まで目に焼き付いてい
る。又、生活の近くに存在していた里山も手をつけられ
なくなっていた。
　原因は安い外材の輸入であり、石油や石油製品の進出
が大きい。生活のあらゆる場面で石油製品が木に取って
代わってきた。電気、ガスに代わってきたことで燃料と
しての薪や炭の減少も然りである。木がお金にならなく
なったのである。お金にならないものに手を入れる人は
少ない。この約半世紀50年で森は静かに動かなくなって
しまった。森が動かなくなって変化してきたものに、日本
の文化の衰退がある。木を使う文化、大工の技術、木製品
の技術、木を育てる技術（林業）まで幅広く影響してきた。
　また、暗くなってしまった森は生態系として生きもの
の生活の場もなくなり、食べ物を求めて人里へと進出し、
駆除の対象となり、人と動物の共生のバランスを崩して
いる。そして近年は自然災害による人命の被害や土砂災
害に膨大な資金が必要となっており、木を使う循環の輪
が切れると、負の連鎖が次から次へと大きくなっている
のが、森の現状だ。
　平成12年ごろから何とかしなくてはとボランティア団
体が立ち上がり、行政も動き出した。神奈川県は平成19
年からかながわ水源環境保全・再生事業に取り組み始め、
12の特別対策事業に分かれて目標値に向けて実施して12
年が経過したところである。そして、令和元年から国
の森林環境税が導入したところである。相模原市は平

成22年度にさがみはら森林ビジョンを策定している。
　森は二酸化炭素を取り込み、空気を清浄化し、水を貯
え浄化して飲み水となり、土砂崩れを防ぎ、人間や生き
ものの生命を維持する公益的機能という大きな役割を
持っている。森の機能を維持するためには止まっていた
森を動かさなければ将来の安定は得られない。健康な森
にするには何が必要か。
　それは、切れている森の循環を一つ一つ繋いでいくこと。
今、公的資金によって手が入り、少しずつ風通しのいい
森になりつつある。手入れだけでは森は動かない。間伐
した木を使うことが大事である。木材としての材、家づ
くりに必要な建築用材（柱材、壁材、床材など）、山の中に
捨てられているＣ材※や枝などは燃料として無駄なく
使うこと。山と消費地が隣接しているメリットを最大
限利用し、山の人間や行政の力と最も大きな市民の知恵、
応援、協力を得て循環の輪を作ることで、森を動かそうで
はないか。
　

環境を考える相模原の会　倉橋満知子

※虫食いや大きな曲がりなどがあり、そのまま利用できないもの。
　チップ化し製紙原料や燃料に使われる。

森を動かす森

さがみはら地球温暖化対策協議会事務局
電話･FAX 042-753-9550　Ｅメール info@s-ontaikyou.jpお問合せ先
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森の循環はSDGsに多く該当します。

さがみはら地球温暖化対策協議会の会員でもある弊社は、
SDGs の目標を達成するために以下のような取組を実施しています。


