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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 133（令和３年８月１日現在）

個人 45名　事業者 53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。

太陽光発電システムの設計施工販売
を主として1998年に創業しました。
太陽光発電所を作って終わりではな
く、そこで発電した電気をお届けした
いという思いから、2017年11月に小
売電気事業者登録を行ない「ヨコハマ
のでんき」というサービス名で、神奈
川県内を含む東京電力エリアの方に
再エネを重視した電気を供給してい
ます。
横 浜型地 域貢献 企業や、かながわ
SDGsパートナーに認定されています。
https://ykd.co.jp/

    

1964年に新磯で創業し、印刷業を
通して「地元相模原」に地域貢献でき
る会社を創りたい、という想いから「日
本の相模」の意味を持つ「日相印刷/
日相出版」という社名が生まれました。
今後は、デジタル技術を積極的に活
用し、紙の使用量削減の推進、脱プ
ラスチック化を促進する商品販売の強
化など実施するとともに、印刷・出
版の本業をベースに、CSR・SDGs推
進、シビックプライド醸成事業を強化
してまいります。
https://www.print-nisso.com/

株式会社横浜環境デザイン 株式会社 日相印刷／日相出版

私たちは、市民の力を合わせて作っ
た電力会社です。
原子力や化石燃料ではない、再生可
能エネルギー 100％の電気の供給を
目指しています。しかも、再エネな
ら何でもよいというわけではなく、
環境への配慮はもちろん、市民が事
業主体になり、市民のお金を集めて
作られた、エシカルな電気にこだわっ
ています。
ご自宅はもちろん、お店も会社も学
校の電気も、簡単に切替できます。
どんなことでもお問合せください。
03-6274-8660（平日9：00 ～ 17：00）
https://www.greenpeople.co.jp/

グリーンピープルズパワー株式会社

出前講座実施中
さがみはら地球温暖化対策協議会では、「家庭の省
エネ対策」や「気象現象から考える防災の心得」など
をテーマにした無料出前講座を実施しています。
ぜひ自治会、公民館、こどもセンターなどの事業に
ご活用ください。また親子向け、大人向け、子ども
向け、それらをいくつか
組み合わせた講座も可能
です。お気軽に当協議会
事務局にお問い合わせ
ください。

相模原市「COOL　CHOICE」事業の一環で相模原市所有のゴミ収集車
（塵芥車）のマグネット広告に今年も当協議会のキャラクター「さがぼー
くん」が登場します。毎日のお買い物にエコバッグを持参して、レジ
袋や紙袋を減らしましょう！

相模原市ゴミ収集車と共に「さがぼーくん」が市内を走ります！

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８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。

さがみはら地球温暖化対策協議会は「さがぼーチャンネル」を
開設しました。 地球温暖化のこと、自分たちにできる温暖化
対策、新しい太陽光発電の活用法、相模原の木材の利活用など、
楽しく役立つ動画がいっぱいです。
さがぼーくんかるた、ソーラーラン
タン工作 、ソーラークッカー工作は
ご家庭や地域のイベントでも活用して
いただける内容です。現在13動画
配信中！スマートフォンでも見られ
ます。ぜひご覧ください！

地球温暖化防止のために
みんなにできることはなにかな？

さがぼーくんと一緒にやってみよう！見てみよう！

さがぼーチャンネル8
木を使うことで森を守る

～一般社団法人さがみ湖森・　　　
　　　　モノづくり研究所～ 

もっと相模原産の木材を使おう！

さがぼーチャンネル１
地球温暖化ってなんだろう 
まずは仕組みと対策を知ろう！

さがぼーチャンネル6さがぼーくんのうた
～ストップおんだんかマーチ～みんなで元気に歌ってね♪♪

さがぼーチャンネル9
2050年

カーボンニュートラル 

「脱炭素社会」を2050年に

実現するためにボクたちに

何ができるかな？

さがぼーチャンネル5
ソーラークッキング講座

太陽の熱だけで、ベランダ
で、 サツマイモケーキを焼
くよ！

さがぼーチャンネル4
木もれびの森の仲間たち

part１ 

南区の「木もれびの森」は
市街地に ある貴重な緑地。
近年、南方系の蝶 ツマグ
ロヒョウモンが見られるよ
うになった！

さがぼーチャンネル2
地球温暖化防止

さがぼーくんかるた

温暖化対策を
楽しく遊んで
学べるよ！

さがぼーチャンネル10クールチョイスでSTOP ! 温暖化
賢い選択、クールチ ョ イ ス が 地 球環境を守ることにつながる！

さがぼーチャンネル３
ソーラーランタンを

作ろう！
ペットボトルや紙コップなど

の身近な材料で作る太陽光発

電のランタンだよ！

さがぼーチャンネル11簡単ソーラークッカーを作ろう！

次ページで詳しく紹介しているので見てね！

さがぼーチャンネル7
相模原初！

ソーラーシェアリング

～株式会社さがみこファーム～
太陽光発電と農業を合体させて、
食とエネルギーを守る新しい
取り組みだよ！

さがぼーチャンネル12COOL CHOICE低炭素物流編× 　　　　　       ノジマ相模原ライズ
さがぼーチャンネル13COOL CHOICEカーシェアリング編×                       三菱重工相模原              ダイナボアーズ

相模原市をホームタウンとするアメリカンフットボールチームとラグビーチームのメンバーがクールチョイスを呼びかけているよ！



考えていきましょう！　カーボンニュートラルのこと！

地球温暖化を防ぐため、2050年までに国内の温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする
カーボンニュートラルの実現に向けた動きが加速しています。
省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入することが求められています。

室温の目安（環境省HPより）

みんなで創ろう！未来の相模原を

相模原市「第2次相模原市地球温暖化対策計画」より引用

2050年までの削減目標気候変動の主な要因
資料：IPCC第5次評価報告書より環境省作成
出典：環境省「令和２年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

IEA Global CO2 emissions in 2019、IPCC1.5℃
特別報告書に基づいて構成

相模原市内の気温も上昇傾向に！

年平均気温

「相模原市統計書」をもとに市環境政策課作成

「地球温暖化対策を学ぶ」啓発プレゼン
テーション資料（2021年3月版）

九都県市　啓発ポスター
九都県市首脳会議環境問題対策委員会ポスターより引用

国内の温室効果ガス
の排出量は、消費
ベースでみると、約
６割が家庭生活によ
るものとされていま
す。私たちに出来る
事、今から実行して
いきましょう！
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さがぼーチャンネル11
簡単ソーラークッカーを作ろう！
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相模原塗装・防水業協会（相模TOBOU会）のSDGs取組紹介

塗装や防水の業界にこだわらない異業種交流会を2か月に一度、色々な
分野のスペシャリストを招き、講演会・演奏会・技術講習などを開催し
ています。SDGsの取り組みは、遮熱塗料の普及促進を推奨致しており
ます。遮熱塗料※は、省エネ、ヒートアイランド対策で地球温暖化抑制
に役立つ塗料です。日本は世界一エコ塗料がございます。エコ塗料につ
いてのご質問は当協会まで。相模原塗装・防水業協会（㈱鹿沼内
TEL042-752-7372）
※太陽からの熱（赤外線）を効率よく反射し、建物が受ける熱の影響を
低減する効果がある塗料を指します。建材の温度上昇を低減することで、
建材自体の保護に加え、室内温度の上昇、輻射熱、ヒートアイランド
現象を防ぐことが期待できます。

坂本前会長、竹田新会長の新旧
交代の挨拶の為、相模原市本村
賢太郎市長を表敬訪問しました。
当日は、北村対策部会長お手製
の「みんなの行動で地球温暖化を
ストップさせよう！」のプラカードを持った「さが
ぼーくん」も一緒に訪問し、お部屋に置いてもらえる
ことになりました。坂本前会長、当協議会の運営に
ご尽力いただき、ありがとうございました。

当日は津久井産材で作成した
素敵な登録証が本村市長より
授与されました。これから多
くのパートナーの皆様と一緒
にSDGsの目指す「誰一人取
り残さない」持続可能な社会
を実現するために、連携して
取り組んで行きます！

相模原市では、楽しみながらSDGsを学ぶことのでき
るオリジナルSDGs学習ゲームを作成しました。
このゲームでは持続可能な世界の創り方やパートナー
シップの大切さを学ぶことができます。４人１組でグ
ループを作り、資源カードを使って順番にアイテムカー
ドをゲットするゲームです。アイテムカード（家、車、
漬物など）にはそれぞれポイントがあり、ゲットしたア
イテムの合計ポイントで競います。
１度使った資源カードはゴミ箱に移動しますが、一部の

資源カード（木材、動物、植物）は１ターンごとに回復
します。
個人戦、チーム戦の２回プレイをすることで、持続可能
な世界の創り方やパートナーシップの大切さを学ぶこと
ができる仕掛けとなっています。
カードには相模原市の取り組みや市の名産品なども
登場し、SDGsを身近に感じることができます。
詳しくは相模原市SDGs推進室へお問い合わせください。
https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgs-cardgame/

このソーラークッカーの本体は銀色のガス台マットで、材料は全部100円ショップで買えるものです。
こんな簡単なクッカーでも晴れた日にはカップケーキやプリン、目玉焼きなどを作れます。
動画ではソーラークッカーの作り方とソーラークッキングの方法をわかりやすく説明しています。
さがぼーチャンネル５「ソーラークッキング講座」もあわせてご覧ください。

色々な遮熱塗料

6月17日（木）相模原市長
表敬訪問に行ってきました！

7月28日（水）「さがみはらSDGｓパートナー」
盾授与式に参加しました。

相模原市のオリジナルカードゲームで「あなたもレッツトライ！」
～子どもから大人まで楽しみながらSDGｓを学べる！～

さがぼー
チャンネ

ル

からのご
紹介

自然エネルギー活用の
環境学習にピッタリ！

アイテムカード

資源カード


