平成23年度

一般社団法人

地球温暖化防止全国ネット

事業計画

（平成23年3月1日

第１回社員総会承認）

平成17年２月に発効した京都議定書の第一約束期間を迎え、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった地球温暖化
防止活動への取組みが一層求められています。今後、政府が展開する「チャレンジ25キャンペーン」の促進に寄与するなど、
当法人の平成22年8月の設立から2年目となる平成23年度は、地域において地球温暖化防止活動を実施する団体の自治組織
として、参画する団体の活動をより効果的なものとするための技術的支援等を行い、中間支援機能の役割を一層果たしてい
くことにより、低炭素社会実現のため民生分野の地球温暖化対策の推進を図ります。

全国地球温暖化防止活動
推進センター事業の推進
平成22年10月1日付けで温暖化対策
推進法第25条に基づく全国地球温暖
化防止活動推進センターの指定を受
けたことを踏まえ、その責務と役割
を果たすため、次の事業を円滑かつ
的確に行います。
地域センターに係る情報交流並び
に情報の整理及びデータベース等
の作成
地域で活動するNPO支援・連携
促進事業に係る統括的サポート

年間スケジュール
（予定）
全国ネット
通信
春号発行

第1回
理事会

第1回
運営
委員会

5月

全国ネット
通信
夏号発行

6月

定期
社員総会

7月

第2回
理事会

家庭エコ診断
推進基盤整備事業

全国ネット
通信
秋号発行

9月

第2回
運営
委員会

10月

第3回
理事会

全国ネット
通信
冬号発行
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出前環境教室の開催

環境教育教材使用のイメージ

低炭素杯2012の開催

12月

平成24年
1月

第3回
運営
委員会

環境教育教材の一例

情報誌「全国ネット通信」の発行

温暖化防止月間行事の実施

11月

情報の収集及び提供

・環境教育教材の開発及び更新の促進
・環境教育教材の貸出
・環境教育に係る指導者の育成
及び現地指導

メディア、インターネットによる
情報提供

温暖化防止にかかる環境教育教材
の開発と提供

8月

民生部門の温室効果ガス排出実態・
削減方策に係る調査・研究
環境教育及び人材育成に係る
支援事業

「普及啓発・広報計画」を作成し、計
画的に法人の情報誌、ホームページ、
e-mail、新聞・TV・ラジオ等のマスメ
ディアを通じて積極的に情報提供を行
い、また国、自治体広報紙、賛助会員
企業等の広報媒体も積極的に活用し、
タイムリーな情報を提供していきます。

ミニセミナー、イベントの開催

平成22年度に実施したうちエコ診断事
業の実施により得た様々なノーハウ・資
産を活かしつつ事業を推進します。

うちエコ診断事業のイメージ

平成23年
4月

普及啓発・広報事業の推進

第4回
理事会

2月

3月

臨時
社員総会
低炭素杯2011の様子

東北地方太平洋沖地震に伴う電力不足に対応するための

「家庭ですぐ出来る節電 21」を提案
3月11日に発生した、東北地方太平
洋沖地震により、東北や関東地方の地
球温暖化防止活動推進センターの事務
所でも被害が確認されました。多くの
被災された方々に対し心よりお見舞い
申し上げるとともに、一日も早い復興
を願っています。
現在、当該地域では電力需要のバラ
ンスが極めて厳しい状況になっていま
す。今、私たちができることのひとつ
は
「節電」
です。
私たちひとりひとりが少しずつでも節
電の努力をすることによって、被災地
の復興と安定した電力供給、さらには
地球温暖化防止へとつながります。
全国ネットでは、昨年度の「うちエコ
診断事業」の対策効果にもとづいて、
「家庭ですぐ出来る節電21」を提案
しています。この震災への対応として
家庭ですぐに出来る対策を優先してい
るため、冬期における対策を中心に、
また、省エネ家電等への買い替えは除
いた項目で構成されています。
この危機を皆で克服するとともに、
低炭素社会づくりに向けてライフスタ
イルを見直しましょう。

地域の活動紹介

対象

分野

節電
対策

（Wh)

1. 暖房の温度設定を控えめ(20℃)にする。
2. こたつやホットカーペットなどの
部分暖房を活用する。

暖房

（注1、2）

3. 暖房時に、窓に空気層のある

232

4. 暖房時にカーテンを閉める。
5. エアコンのフィルターを掃除する。

100

暖房の使用時間を可能なかぎり短くする。
6. (就寝前に1時間消すなど)
暖房時に部屋のドアやふすまを閉め、

テレビ
保温

台所

調理
冷蔵庫
食器洗い
（注1）

お風呂
洗濯
トイレ
その他

お風呂
（注1）

洗濯
トイレ
待機電力

53

1,665
362

7. 暖房範囲を小さくする。

照明

419
511

断熱シートを貼る。

リビング

21

1時間あたりの
削減消費電力量の目安

8. 暖房時に家族がいっしょの部屋で過ごす。
9. 照明を使う時間を可能なかぎり短くする。
10. テレビの画面を明るすぎないように調整する。
11. 電気ポットの保温をやめる。
12. 炊飯ジャーの保温をやめる。
13. 冷蔵庫を壁から適切な距離を離す。
14. 冷蔵庫の温度設定を強から中にする。
15. 食器洗いでお湯を流しっぱなしにしない。
16. シャワーの利用時間を可能なかぎり短くする。
17. お風呂の自動保温を止める。
18. 衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能を使わない。
19. 保温便座の温度設定を下げる。
20. 使わないときには便座のふたを閉める。

1,790
158

34
30
30
8
9

（注3）
（注3）

185
912

4
4

使用していない電気機器はコンセントから抜き、
21. 待機電力を減らす。

14

注１：暖房や給湯は、電気を使用している場合に限り電気の削減につながります。
注２：暖房項目については、複数取り組んでも単純に加算されるわけではありません。
注３：電気の給湯器は、モード設定や利用形態により、削減できる消費電力が大きく異なります。

今回は、低炭素地域づくり全国フォーラム〜低炭素杯2011〜の環境大臣賞グランプリを
はんがい えいじゅ
受賞した「環境ＮＰＯオフィス町内会」の代表 半谷栄寿さんにお話を聞きました。

低炭素杯2011環境大臣賞グランプリを
受賞されて、率直な感想をお聞かせください。

壁にはサポーター企業・森林組合・
製紙会社などからの電報やメールが
貼られていました

「森の町内会」の５年間の活動を直接、環境分野の第一人
者である審査員の先生方の目の前でプレゼンさせていただ
き、深い認識を頂戴したということに、有り難い達成感を
持っています。

取り組みについて、簡単にお聞かせください。
「森の町内会」活動は、サポーター企業に使用してもらう
「間伐に寄与する紙」に上乗せした支援費の全額（15円/kg）
を間伐促進に充当する新たな仕組みです。現在、東京をは
じめとした4地域で207社が参加し、紙の使用量は835t/年
に及び、58ha/年の間伐を促進し、491t-CO2/年を吸収す
る元気な森づくりに貢献しています。

低炭素杯グランプリを受賞されて、
周囲の反響はありましたか？
想像以上の反響がありました。サポーター企業・森林組合 ・
製紙会社の3者の「チーム・森の町内会」で受賞しました 、
という旨の結果報告をメールで送信したところ、電報やメー
ルなど、40通ほどの反響をいただきました。サポーター企業
からは「ワクワク感が伝播してきた」「一体感を感じた」
「社内全員に周知した」などの声をいただき、また、森林組
合からは「山側の誇りと責任を感じる」というメッセージも
届きました。 モチベーションを高める グランプリのチカラ
を改めて感じています。

森の町内会の活動を、
今後どのように発展させ、
広めていこうと
されていますか？

全国各地に国産材の地産地消を
広めていきたいですね。国産材
右はグランプリトロフィー
を使う市場を構築し、産業とし
ての林業の再生を支援することがCO 2を吸収する元気な森
づくりにつながります。「木は切ってはいけない」ではなく
「地域の木を使うことにより地域の森を健全に育む」とい
うマインドを消費者に持ってもらえるよう、活動地域を拡
大していきます。

地域で活動されている方にメッセージを！
自分たちの活動をどう相手に伝えるか？ 思い だけではなく、
仕組みやデータを形にした 活動の見える化 や、地域での
パートナーシップネットワークづくり を模索している方
は、ぜひ、お声がけください。私達の今までの蓄積やノウハ
ウをほかの団体さんに伝えることができれば、今回の低炭素
杯2011のグランプリに対する恩返しになると思っています。
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