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平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年 3333 月月月月     
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                 ※現状値：平成２５年度実績  目標値：平成３２年度目標 
 

     照明や照明や照明や照明や OAOAOAOA 機器機器機器機器・家電製品・家電製品・家電製品・家電製品など節電をなど節電をなど節電をなど節電をしよう！しよう！しよう！しよう！    

   

  不要な照明を消灯しよう。不要な照明を消灯しよう。不要な照明を消灯しよう。不要な照明を消灯しよう。□□□□    

 昼休みには不要な照明は消灯しましょう。また、給湯室やトイレ、会議   

準備中で誰もいない会議室など、使用していないときは消灯しましょう。   

時間外勤務時は必要な箇所のみ照明を点灯させましょう。 

 さらに、晴天時など、支障のないときは窓側の照明や明るい廊下等の照明  

は消灯しましょう。 

使用してい使用してい使用してい使用していないないないない OAOAOAOA 機器の電源は切ろう。機器の電源は切ろう。機器の電源は切ろう。機器の電源は切ろう。□□□□    

 OA 機器は、使用していなくても意外に電力を消費しています。これを待機

電力といいます。終業時に OA 機器の電源を切ることはもちろんのこと、こま

めに電源を OFF にして、節電に心がけましょう、また、電源を OFF にするのが難しい業務中は、節電

モードを活用しましょう。 

  冷暖房器具の設定温度に冷暖房器具の設定温度に冷暖房器具の設定温度に冷暖房器具の設定温度に気をつけ気をつけ気をつけ気をつけようようようよう。。。。□□□□    

夏の冷房時の室温は２８℃、冬の暖房時の室温は１９℃を目安にしましょう。会議室など冷暖房が単

独で調節できる部屋は、設定温度に気をつけるほか、冷房・暖房は必要なときだけ使用し、退出する場

合は直前ではなく、早めにスイッチを切るようにしましょう。 

さらに、ブラインドやカーテン、緑のカーテンなど有効活用して冷暖房効果を高めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っ得 ECO コラム 

■インバーター式器具がおすすめ。■インバーター式器具がおすすめ。■インバーター式器具がおすすめ。■インバーター式器具がおすすめ。        

インバーターとは、周波数変換器のこと。

家庭に届く電気の周波数を目的に合わせて

変換します。ＯＮ・ＯＦＦだけでなく、パワ

ーの調節ができるため、従来の器具に比べ、

省エネ効果があります。電球形蛍光ランプ

は、インバーターが組み込まれていて、白熱

電球と同じソケットに取り付けることがで

きます。立ち上がり時間も大幅に改善されて

います。 

 

節電

節水 

目標: 電気使用量 ６％削減 

 ＜現状値＞ 41,521 MWh → ＜目標値＞ 39,030 MWh 

目標: 水道使用量 ６％削減 

 ＜現状値＞ 544,696 ㎥ → ＜目標値＞ 512,014 ㎥ 

 

１ 

◆◆◆◆1111 灯の灯の灯の灯の点灯時間を１日１時間短縮した点灯時間を１日１時間短縮した点灯時間を１日１時間短縮した点灯時間を１日１時間短縮した場合場合場合場合    

CO
2

削減量    年間節約額 

  白熱電球  (54W)   6.9ｋｇ     約 430 円 
 蛍光ランプ(12W)   1.5ｋｇ     約 100 円 

◆パソコンを１日１時間利用時間を短縮した◆パソコンを１日１時間利用時間を短縮した◆パソコンを１日１時間利用時間を短縮した◆パソコンを１日１時間利用時間を短縮した場合場合場合場合    

CO
2

削減量    年間節約額 

  デスクトップ型    11.0ｋｇ     約 690 円 
 ノート型        1.9ｋｇ     約 120 円 

 

  

 

◆パソコン◆パソコン◆パソコン◆パソコンの電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「シの電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「シの電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「シの電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「シ

ステムスタンバイ」にした場合（ステムスタンバイ」にした場合（ステムスタンバイ」にした場合（ステムスタンバイ」にした場合（3.253.253.253.25 時間／週時間／週時間／週時間／週 52525252 週）週）週）週） 

 CO
2

削減量    年間節約額 

  デスクトップ型     4.4ｋｇ     約 280 円 
 ノート型        0.5ｋｇ      約 30 円 



 

 

 

   クールビズ・ウォームビズを実践クールビズ・ウォームビズを実践クールビズ・ウォームビズを実践クールビズ・ウォームビズを実践しよう！しよう！しよう！しよう！□□□□    
 

クールビズ・ウォームビズは、温室効果ガス削減のための省エネ対策 

の一つとして取り入れられています。 

 暑い夏の季節や冬の時期を快適に過ごせるよう、着ている服で温度を 

調整しましょう。 

 服で調節することによって、クーラーなどの冷暖房も最低限の温度で 

過ごすことが可能となり、省エネ対策になります。さらには、消費電力 

を抑えることで、節電にもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節水を心がけよう！節水を心がけよう！節水を心がけよう！節水を心がけよう！□□□□    

 手洗い等の際には蛇口をこまめに閉め、水の出しっぱなしはやめましょう。蛇口を使った後は、ポタ

ポタ水が出ないようにきちんと閉めましょう。 

また、公共施設においては節水コマを取り付けたり、トイレの消音器を取り付けるなどの工夫をしまし

ょう。 

 

その他にも、こんなことが節電・節水につながるよ！その他にも、こんなことが節電・節水につながるよ！その他にも、こんなことが節電・節水につながるよ！その他にも、こんなことが節電・節水につながるよ！    
    

・階段の積極的な利用・階段の積極的な利用・階段の積極的な利用・階段の積極的な利用    □□□□    

  体調不良や、荷物を持っている、来客者を案内中などの理由があるときを除いて、エレベーターの

使用を控えましょう。 

・・・・時間外勤務の時間外勤務の時間外勤務の時間外勤務の縮減縮減縮減縮減    □□□□    

時間外勤務をすることで、照明や OA 機器等の使用により使用電気量が増加   

します。時間外勤務の縮減に努めましょう。 

・マイポットの持参・マイポットの持参・マイポットの持参・マイポットの持参    □□□□    

        マイポットを持参することで、湯飲みを洗浄する水の節約になるととともに、  

電気ポットの使用も控えることができます。 

◆外気温◆外気温◆外気温◆外気温度度度度 31313131℃のとき℃のとき℃のとき℃のとき、、、、エアコン（エアコン（エアコン（エアコン（2.22.22.22.2ｋＷ）ｋＷ）ｋＷ）ｋＷ）

の冷房の冷房の冷房の冷房設定温度を設定温度を設定温度を設定温度を 27272727℃℃℃℃からからからから 28282828℃にした場合℃にした場合℃にした場合℃にした場合

（使用時間：（使用時間：（使用時間：（使用時間：9999 時間／日）※年間時間／日）※年間時間／日）※年間時間／日）※年間    
 

  

 

 CO
2

削減量     10.6ｋｇ 

年間節約額     約 670 円 

◆外気温◆外気温◆外気温◆外気温度度度度 6666℃℃℃℃のときのときのときのとき、、、、エアコン（エアコン（エアコン（エアコン（2.22.22.22.2ｋＷ）のｋＷ）のｋＷ）のｋＷ）の

暖房暖房暖房暖房設定温度を設定温度を設定温度を設定温度を 21212121℃℃℃℃からからからから 20202020℃にした場合℃にした場合℃にした場合℃にした場合

（使用時間：（使用時間：（使用時間：（使用時間：9999 時間／日）※年間時間／日）※年間時間／日）※年間時間／日）※年間    

  CO
2

削減量     18.6ｋｇ 

年間節約額    約 1,170 円 

 

知っ得 ECO コラム 
 

■「素材」に着目し、おしゃれに温まる■「素材」に着目し、おしゃれに温まる■「素材」に着目し、おしゃれに温まる■「素材」に着目し、おしゃれに温まる        
軽くて薄い腹巻など、より薄く、軽く、暖かく、 

機能性素材は進化しています。Ｔシャツ、腹巻き、股引、

靴下など、下着の素材を意識して、体幹を温めましょう。 

セーターなど上に羽織るものは、機能性素材を活用した

ものを選ぶことで、オフィスでの着ぶくれを防いで、暖か

さもおしゃれ度も上昇します。 
 

■マフラーやストールでこまめな体温調節■マフラーやストールでこまめな体温調節■マフラーやストールでこまめな体温調節■マフラーやストールでこまめな体温調節    
 小さくたためるマフラーやストールを用意しておき、寒

さを感じたときにさっと羽織れば、暖房に頼らず、こまめ

な体温調整が可能です。 

２ 



 

 

 

 

 

 

 
 
                 ※現状値：平成２５年度実績  目標値：平成３２年度目標 
 

    エコドライブを実践しよう！エコドライブを実践しよう！エコドライブを実践しよう！エコドライブを実践しよう！□□□□        

   

  エコドライブとは、燃料消費量やＣＯ２排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる「運転技術」

や「心がけ」です。またエコドライブは、交通事故の削減にもつながります。 

  エコドライブは、誰にでも今すぐに始めることができるアクションです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料

節約 

目標: ガソリン使用料 6％削減 

 ＜現状値＞ 225,489 ℓℓℓℓ → ＜目標値＞ 211,959 ℓℓℓℓ 

目標: エコドライブ実施率 100％ 

 ＜現状値＞   90 %   → ＜目標値＞   100 % 

 

エコドライブエコドライブエコドライブエコドライブ 10101010 のすすめのすすめのすすめのすすめ    

① ふんわりアクセル『e スタート』 

 発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう。

（最初の５秒で、時速２０ｋｍ程度が目安です。）日々の運転に

おいて、やさしい発進を心がけるだけで、１０％程度燃費が改

善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながりま

す。 

② 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転 

 走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距

離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地

では２％程度、郊外では６％程度も燃費が悪化します。交通状

況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。 

③ 減速時は早めにアクセルを離そう 

 信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセ

ルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動

し、２％程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を

下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。 

④ エアコンの使用は適切に 

 車のエアコン（Ａ/Ｃ）は車内を冷却・除湿する機能です。暖

房のみ必要なときは、エアコンスイッチをＯＦＦにしましょう。

また、冷房が必要なときは、車内を冷やしすぎないようにしま

しょう。たとえば、車内の温度設定を外気と同じ２５℃に設定

した場合、エアコンスイッチをＯＮにしたままだと１２％程度

燃費が悪化します。 

◆◆◆◆ふんわふんわふんわふんわりアクセルりアクセルりアクセルりアクセル『『『『eeee スタート』スタート』スタート』スタート』    

発進時、５秒間の省エネ意識。 

５秒間で２０ｋｍ／ｈ程度に加速、

十分な効果。 

CO
2

削減量       194.0ｋｇ 

年間節約額   約 11,370 円 

◆加減速の少ない運転◆加減速の少ない運転◆加減速の少ない運転◆加減速の少ない運転    

CO
2

削減量      68.0ｋｇ 

年間節約額    約 3,980 円 

◆早めのアクセルオフ◆早めのアクセルオフ◆早めのアクセルオフ◆早めのアクセルオフ    

CO
2

削減量     42.0ｋｇ 

年間節約額   約 2,460 円 

３ 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                近距離移動は徒歩、相乗り近距離移動は徒歩、相乗り近距離移動は徒歩、相乗り近距離移動は徒歩、相乗り、自転車利用、自転車利用、自転車利用、自転車利用を実践しよう！を実践しよう！を実践しよう！を実践しよう！□□□□    

  

合併により市域が広がり、会議や事務連絡で施設間を移動する機会が増えました。徒歩１０分程度

の移動なら、できる限り車の利用を控えましょう。また、大勢で参加する会議等の場合、他課と協力・

調整をして公用車の相乗りを実践しましょう。 

また、通勤の際にも、できる限り自転車や相乗り通勤を実践しましょう。 

⑥ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

 出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・

カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、

時間に余裕をもって出発しましょう。さらに、出発後も道路交

通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になり

ます。たとえば、１時間のドライブで道に迷い、１０分間余計

に走行すると１７％程度燃料消費量が増加します。 

⑦ タイヤの空気圧から始める点検・整備 

 タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気

圧が適正値より不足すると、市街地で２％程度、郊外で４％程

度燃費が悪化します（適正値より５０ｋＰａ（０．５ｋｇ／ｃ

ｍ２）不足した場合）。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・

エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が

改善します。 

⑧ 不要な荷物はおろそう 

 運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。車の燃料は、

荷物の重さに大きく影響されます。たとえば、１００ｋｇの荷

物を載せて走ると、３％程度も燃費が悪化します。また、車の

燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品

は、使用しないときは外しましょう。 

⑨ 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

 迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げにな

る場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車

の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。

迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を

防ぎます。 

⑩ 自分の燃費を把握しよう 

 自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の

燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。

車に装備されている燃費計・エコドライブナビゲーション・イ

ンターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使う

と便利です。 

 

※各省エネ行動ごとの削減割合は、ふ

んわりアクセルｅスタート、加減速の

少ない運転、早めのアクセルオフにつ

いては、スマートドライブコンテスト

の操作別燃料消費削減割合による。 

 アイドリングストップについては３

０ｋｍごとに４分間の割合で行うもの

とし、アイドリング時の消費燃料は「エ

コドライブ１０のすすめ」の「アイド

リングストップ」による。 

年間消費量および年間走行距離、平

均燃費は２，０００ｃｃ普通自動車／

年間１０，０００ｋｍ走行とし、平均

燃費１１．６ｋｍ／Ｌで計算。 

４ 

⑤ ムダなアイドリングはやめよう 

 待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、ア

イドリングはやめましょう。１０分間のアイドリング（エアコ

ンＯＦＦの場合）で、１３０ｃｃ程度の燃料を消費します。ま

た、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です。エンジン

をかけたらすぐに出発しましょう。 

◆アイドリングストップ◆アイドリングストップ◆アイドリングストップ◆アイドリングストップ    

５秒の停止で、アイドリングストッ

プ。 

短い時間のエンジン停止でも省エネ

効果があります。 

CO
2

削減量        40.2ｋｇ 

年間節約額    約 2,360 円 



 

 

 

 

 

 
 
 
                 ※現状値：平成２５年度実績  目標値：平成３２年度目標 
                  

ごみを減らすために大切なことが、ごみを減らすために大切なことが、ごみを減らすために大切なことが、ごみを減らすために大切なことが、3333 つのＲにつまっています。このつのＲにつまっています。このつのＲにつまっています。このつのＲにつまっています。この 3333

つを実行するつを実行するつを実行するつを実行することことことことが、ごみ減らしや資源の有効活用に役立ちます。が、ごみ減らしや資源の有効活用に役立ちます。が、ごみ減らしや資源の有効活用に役立ちます。が、ごみ減らしや資源の有効活用に役立ちます。    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

両面印刷、「両面印刷、「両面印刷、「両面印刷、「2in12in12in12in1」機能を活用しよう！」機能を活用しよう！」機能を活用しよう！」機能を活用しよう！    □□□□        

  コピー機やパソコンの両面印刷、「2in1」機能を活用して、印刷枚数を減らしましょう。また、事

前に必要部数を十分チェックして、むだな印刷をなくしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内庁内庁内庁内 LANLANLANLAN やややや EEEE メールメールメールメールを活用しよう！を活用しよう！を活用しよう！を活用しよう！□□□□    

 簡易な連絡文書等は庁内 LAN やＥメールを活用し、紙ベースでの文書配布

を減らしましょう。また、回覧も可能な限り LAN 画面で行い、プリントアウ

トする量を減らしましょう。 

 

ごみ

減量 

目標:ごみ袋購入量 ６％削減 
 ＜現状値＞ 95,820 枚 → ＜目標値＞ 90,070 枚 

目標:用紙購入量(A4 換算)６％削減 
 ＜現状値＞ 86,741〆 → ＜目標値＞ 81,536〆 

 

知っ得 ECO コラム 

◆知ってる？◆知ってる？◆知ってる？◆知ってる？「「「「2in12in12in12in1」」」」「「「「4in14in14in14in1」」」」機能機能機能機能    

 下記の方法で 2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚に集約することができ

ます。例えば、A4 原稿を「4in1」機能を使って A4 用紙 1 枚の両

面印刷にすると、８枚分の内容を１枚に集約できます。 

＜方法＞ 

① コピー機の「ページ集約」画面にタッチ 

② 「2in1」または「4in1」をタッチ 

③ 「基本」画面の、用紙のサイズを設定 

④ 自動的に倍率が変更されていることなどを確認したらＯＫ 

3333 つのつのつのつの    

Ｒ 

Reduce
リ デ ュ ー ス

(減らす) Reuse
リ ユ ー ス

(再使用) Recycle
リ サ イ ク ル

(再生利用) 

ごみを減らすごみを減らすごみを減らすごみを減らすここここ

と。と。と。と。    

残った資源を材残った資源を材残った資源を材残った資源を材
料に戻し、料に戻し、料に戻し、料に戻し、再び新再び新再び新再び新
しい製品にしてしい製品にしてしい製品にしてしい製品にして
使用すること。使用すること。使用すること。使用すること。    

繰り返し使用す繰り返し使用す繰り返し使用す繰り返し使用す
ること。使えるもること。使えるもること。使えるもること。使えるも
のは最後まで使のは最後まで使のは最後まで使のは最後まで使
うこと。うこと。うこと。うこと。 

Reduce 

５ 



            

その他にも、こんなことに取その他にも、こんなことに取その他にも、こんなことに取その他にも、こんなことに取りりりり組んでみよう！組んでみよう！組んでみよう！組んでみよう！    
 

 Eco チェック 

□ 自席ごみ箱を撤去して、ごみ箱は各課 1 つにしよう。 

□ 雑古紙やペットボトル・缶の分別を徹底してごみを減らそう。 

□ 詰め替え可能な洗剤、文具などを使おう。 

□ 物品を大切に使い、長期間使おう。 

       

 
 
 

    

使用済み用紙や封筒を有効に使用済み用紙や封筒を有効に使用済み用紙や封筒を有効に使用済み用紙や封筒を有効に活用しよう！活用しよう！活用しよう！活用しよう！    □□□□        
 

 使用済み用紙については、個人情報が掲載されていないかを十

分確認したうえで、裏面を内部資料等の印刷やメモ用紙に活用し

ましょう。 

 プリンターやコピー機にカセットが複数ある場合は、使用済み

用紙を入れておく場所をあらかじめ決めておくなどの方法で、協

力して積極的に裏面印刷に取り組みましょう。 

また、使用済み封筒も、庁内連絡用やお弁当代の支払などに再

利用しましょう。 

さらに、ファイルなどの消耗品も可能な限り再利用しましょう。 

 
 
 

    

再生利用製品を優先して購入再生利用製品を優先して購入再生利用製品を優先して購入再生利用製品を優先して購入しよう！しよう！しよう！しよう！    □□□□        

豊川市グリーン購入推進指針に基づき、

再生利用品を優先して購入しましょう。ま

た、公共工事を行う際には、リサイクル資

材を積極的に活用しましょう。 

 

 

Reuse 

Recycle 

◆豊川市役所エコ・アクション「職員ガイドブック」に掲載されているＣＯ◆豊川市役所エコ・アクション「職員ガイドブック」に掲載されているＣＯ◆豊川市役所エコ・アクション「職員ガイドブック」に掲載されているＣＯ◆豊川市役所エコ・アクション「職員ガイドブック」に掲載されているＣＯ
２

２２

２

削減量や年間節約額に削減量や年間節約額に削減量や年間節約額に削減量や年間節約額についついついついては、ては、ては、ては、

経済産業省資源エネルギー庁発行「家庭の省エネ大辞典」経済産業省資源エネルギー庁発行「家庭の省エネ大辞典」経済産業省資源エネルギー庁発行「家庭の省エネ大辞典」経済産業省資源エネルギー庁発行「家庭の省エネ大辞典」より引用より引用より引用より引用。。。。 

こんなにあるよ！再生利用製品 

       ・再生インクトナー 

      ・再生プラスチック使用の文房具 

      ・古紙使用のフラットファイル 

６ 



        エコ・アクションをみんなでチェック！エコ・アクションをみんなでチェック！エコ・アクションをみんなでチェック！エコ・アクションをみんなでチェック！    

 

 

 

節電・節水節電・節水節電・節水節電・節水 

★個人のエコ・アクション 評価点 できなかったこと・改善したいこと 

①不要な照明の消灯   

②ＯＡ機器の節電   

③退庁時などの待機電力の削減   

④クールビズ・ウォームビズの実践   

⑤階段の積極的な使用   

⑥時間外勤務の縮減   

⑦マイポットの持参   

⑧手洗い・トイレ等での節水の励行   

 

★職場のエコ・アクション 評価点 できなかったこと・改善したいこと 

⑨電気ポットの原則使用禁止   

⑩空調の温度管理   

燃料節約燃料節約燃料節約燃料節約 

★個人のエコ・アクション 評価点 できなかったこと・改善したいこと 

⑪エコドライブの実施   

⑫近距離の公用自転車、徒歩や相乗り実施   

ごみ減量ごみ減量ごみ減量ごみ減量 

★個人のエコ・アクション 評価点 できなかったこと・改善したいこと 

⑬両面印刷・「2in1」機能の活用   

⑭必要部数のみの印刷   

⑮庁内 LAN・E メールの活用   

⑯使用済み用紙の裏面利用   

⑰使用済み封筒の再利用   

 

★職場のエコ・アクション 評価点 できなかったこと・改善したいこと 

⑱ごみ箱の１こ所設置   

⑲雑古紙・缶等の分別徹底   

⑳再生利用品の優先購入   

 

 

＜採点基準＞ 

確実に実行している（５点）  ほぼ実行している（４点） 

だいたい実行している（３点） あまり実行していない（２点） 

実行していない（１点）    該当しない（－） 

点／点／点／点／100100100100 点点点点    


