～みんなで地球環境を考えた夏休みを過ごし、二酸化炭素をへらしました～

鳩ヶ谷小 1 年
差間小 1 年

前川小 5 年

参加者 9,028 人
83％のお友だちがこれからも続けたいと思っています。

賛同者
738 人

夏休み中に減らせた
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※樹齢(じゅれい)100 年で、
1ha(ヘクタール)あたり
500 本のブナの森林が
１日に吸収する量で換算

～ご協力ありがとうございました～
３年目の今年は、昨年に比べて参加者がさらに 40％増え、市内の小学生の３人に１人が参加してくれました。
エコライフは特別なものではなく、電気や水やものを大切にするあたりまえの行動だという多くの声に、エコ
ライフの環の広がりを感じました。
地球温暖化が進むと異常気象の増加が心配されますが、今年は「異常気象」という言葉を、日本だけでなく世
界各地で何度聞いたことでしょう。現在、地球温暖化の現状を伝え対策を訴える映画「不都合な真実２：放置さ
れた地球」が 11 月から全国各地で上映されています。映画を観ると、世界各地で想像以上に深刻な被害が出て
いることに驚かされます。
今後、世界全体で地球温暖化防止に向けた「パリ協定」に取り組んでいくことと
なりますが、この達成に向けて、私たちには何ができるのでしょうか？
その答えが、まさに今回のみなさんの取り組みです！一人ひとりの身近なエコライ
フは、やがて社会全体を持続可能なものに変えていく大きな力になることでしょう。
川口市地球温暖化防止活動推進センターでは、ブログやホームページ等から市内
© 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
のエコ活動やエコ情報をお伝えしています。他のみなさんの取り組みも参考に
崩れ落ちる氷河とアル・ゴア氏
しながら、これからも楽しくエコライフを続けてください。

エコライフバケーションについて
チャレンジする３つのエコライフ項目を選び、夏休み期間中にエコライフを続けてもらう取り組みです。
毎年 6 月に実施しているエコライフ DAY の夏休みバージョンとして、小学生を対象に実施しています。今年度は、ワ
ークシートと保護者用参考資料（今年は「ごみと３R」）を申込みのあった 32 校、13,831 人に配布し、取り組んでい
ただきました。また、環境省が推進している「COOL CHOICE」の賛同も呼びかけました。

参加者の学年

低学年(１～３年生)選択項目

内訳
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①部屋の明かりを消す
②テレビを消す
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2年生
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③ゲームの時間を決める
④ごはんを残さない
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⑤節水に気をつける
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⑥公共交通機関を使う
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高学年(４～６年生)選択項目
4年生
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内訳
4年生

①部屋の明かりを消す

⑨レジ袋は貰わない

➁テレビを消す

⑩マイボトル持参

③ゲームの時間を決める

60%
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⑪エコ商品を使う

④主電源を切る・プラグを…
⑫ごみ出しルールを守る
⑤冷暖房設定温度を控えめに
⑬節水に気をつける

⑥お風呂は続けて入る

⑭シャンプー等を使いすぎ…

⑦ご飯を残さない

⑮公共交通機関を使う

⑧地産地消
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みなさんのコメントには、
「エコバック・マイボトルは当たり前」という声が多く、夏の冷房を工夫しながら使っ
ているご家庭も多かったです。また、家族で声をかけあいながら、がまんするのではなく、楽しみながら取り組んで
いる様子も伝わってきました。身近なエコライフから１歩進み、
「LED」「節水型シャワー」「エコ家電（エアコンや
冷蔵庫など）
」のような省エネ型製品に買い換えたご家庭も多数ありました。
電気や水、モノや食べ物を大切にしたいというみなさんの取り組みはどれも素晴らしく、紙面では一部しか紹介で
きませんでしたが、ホームページ「みんなの家のエコアイデア」コーナーに出来るだけ掲載していきたいと準備を進
めています。現在、昨年までの約 200 世帯のエコアイデアを紹介中。順次アップしていきますのでどうぞお楽しみ
に！
HP にみんなのエコ
掲載中 みてね！

～ お友だちのコメントや絵・メッセージ ～
～おともだちのコメント～
・テレビをけしたら、えほんをよむじかんがふえました。(十二月田小 1 年)

慈林小 5 年

・パパはでんきもテレビもつけっぱなしでソファでねてしまうのでわたしがかわりにけしてあげました。(本町小 1 年)
・おねえちゃんやお母さんがへやのあかりを消しわすれていたことがなんどかありました。わたしはまい回ちゅうい
をして自分で消しました。まい日お母さんから「ありがとう」と言われてうれしかったです。(安行東小 2 年)
・にさんかたんそをへらすにはいっぱいどりょくがひつようなんだと思いました。家族みんなできょう力することが
とても大切なんだと気づきました。(芝西小 3 年)
・夏休みにリサイクル工場へ見学に行きました。ペットボトルのラベルを取ってあるかないかだけでリサイクルする
時に大量の水を使ったりします。リサイクルしやすいようにごみを出すことも大事だと思いました。(並木小 4 年)
・少しのことでエコが出来ることがあらためてわかりました。買い物に行った時、買い物ぶくろやリサイクルできる
ものを持っていきました。(根岸小 4 年)
・私は牛乳パックでぶんぶんゴマを作って遊んでいます。(上青木小 5 年)
・私はこれからの未来の地球の為に環境についていつも心にとどめながら日々生活したいと思います。今回、エコラ
イフに参加してエコを考えながら生活することは最初、少し手間だなと思ったけれど続けていくことで身について
自然と気を付けることが出来るようになりました。(仲町小 6 年)
・ペットボトルを買わないようにするのはとても大変でした。水とうの飲み物よりもジュースがみりょく的にみえて
つい買ってしまいました。ふくろやむだな買い物をしてしまったので少しずつなおしてみたいです。(朝日西小 6 年)

鳩ヶ谷小 2 年

前川東小 2 年

舟戸小 1 年
神根小 4 年

戸塚小 4 年

木曽呂小 3 年
幸町小 4 年

安行小 4 年
東本郷小 4 年
南鳩ヶ谷小 4 年

中居小 5 年

神根東小６年

～ みなさんからのエコアイデア集～
実用的なエコアイデアを沢山お寄せいただきました
≪冷房・暖房≫
・家族で一つの部屋で過ごす
・エアコン使用時、部屋の扉を閉める
・エアコンを使用する時にはサーキュレーターや扇風機
を併用する
・エコ自動運転でエアコンを使用する
・省エネタイプのエアコンを使用している
・夏は太陽の熱を部屋に入れないようにする
・冬は南側のカーテンを開け太陽の熱で部屋を暖める
・外出する３０分前にエアコンを消す
≪車≫
・夏でも少し涼しい日は車のエアコンを使わない
・エコドライブを実践している
・低燃費車に買い換えた

≪水≫
飯塚小 2 年
・お風呂の残り湯は洗濯など再利用
・節水シャワーヘッドを使用している
・プール遊びが終わった後、洗車・玄関掃除に利用する
≪暮らし≫
・余熱調理をする
・冷蔵庫に食材をつめこみすぎない
・セールでも使わない物は買わない
・1 週間のメニューを考えてから買い物をし、食材は 1
週間以内に使い切る
・不用品をフリマアプリやオークションに出してリサイ
クルする
・早起きをして外が明るい間に活動すると電気をつけな
くて済む
・洗剤やシャンプーは詰め替え用を買う
・フライパンや鍋についた汚れは新聞紙や使わなくなっ
た服のハギレでふき取ってから洗う

最初は意識して始めたエコも今ではすっかり日々の暮らしに定着しているようです。

私のパート先では使い切らなかった料
理が大量に破棄され、洗い物や解凍の際に
大量のムダな水が使われます。
個人ももちろん大切なことは分かってい
ますが、企業のムダも早く対策を考えてい
ただきたいです。(新郷東小)
洗い物を少なくするようにお皿の使い
方を考えたり、水道の水をこまめに止めた
り、気づいたエコはとにかく実行すること
を心がけています。これからもつづけてい
きたいです。合言葉は「もったいない」で
す。(朝日東小)
)
ダムへ家族で見学に行き、水は飲むだけ
ではなく、電気を生み出すなど色々な役割
をはたしている事を改めて知りました。
森林も保水してくれていてわき水がとて
もおいしかったです。子ども達の世代も
木々が沢山残っていて欲しいと思いまし
た。(芝樋ノ爪小)

物があふれている今の世の中で必要な
物以外の物が沢山ありすぎると思ってい
ます。一時的な思いで手に入れたものはす
ぐに不要になり、そしてごみになる。その
ごみは出した後、どうなっていくのか子ど
もたちがもっと知るべきだと思ったので、
それを学びにスキップシティへ学びに行
きました。少しでも頭の片隅に残るといい
なと思います。(青木北小)
「地球のため」と言うと規模が大きすぎ
てピンと来ないようですが、見えている範
囲にいる虫や鳥や草木の為にいつまでも
この地にいてもらえるように自然を守ろ
うと言うと 1 つ 1 つのエコに対する意識
が高くなったように思います。
毎年家の近くで出会えるカブトムシやク
ワガタが何十年先も出会える存在であっ
てほしいと切に思います。(慈林小)

小学校に入学してからは、エコライフの
活動が定期的にあるので、節水、節電を中
心に普段からも家族全員で意識して習慣
的に行動できるようになってきていると
思います。一人一人の力は小さいけれどみ
んなで取り組めば大きなものになる。娘が
ブナの木に色を塗っているのを見ながら
夏休みの間、コツコツ取り組んだ成果が感
じられ、達成感を味わいました。(芝南小)
わが家は使用頻度が多くなかった自家
用車をやめてカーシェアリングにしまし
た。近所にある車を使えるので特に困って
いません。(上青木南小)

舟戸小 6 年

多くの学校の皆様に参加していただきました。(50 音順)
青木北小学校、朝日西小学校、朝日東小学校、安行小学校、安行東小学校、飯塚小学校、飯仲小学校、上青木小学校、
上青木南小学校、神根小学校、神根東小学校、木曽呂小学校、幸町小学校、差間小学校、芝西小学校、芝樋ノ爪小学
校、芝南小学校、慈林小学校、十二月田小学校、新郷東小学校、戸塚小学校、中居小学校、仲町小学校、並木小学校、
根岸小学校、鳩ヶ谷小学校、東本郷小学校、舟戸小学校、本町小学校、前川小学校、前川東小学校、南鳩ヶ谷小学校
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川口市地球温暖化防止活動推進センター
※川口市長から指定を受けた「NPO 法人川口市民環境会議」が運営しています

〒332-0001 川口市朝日 4-21-33 朝日環境センター・リサイクルプラザ 4 階
TEL048-222-9050 FAX048-222-9051
http://www.ecolife-kawaguchi.org
川口市地球温暖化防止活動推進センターは、川口市における地球温暖化防止活動を推進するための事業を行っています。
この報告書は、平成 29 年度環境省「地域における地球温暖化防止活動促進事業」により作成しました。
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