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１ 温暖化対策地域協議会について



1.1 温暖化対策地域協議会について

名称 ：横須賀市地球温暖化対策地域協議会

活動目的：横須賀市域での地球温暖化対策の

取り組みを推進する

構成員 ：市民・市民団体・事業者・市など



1.2  地域協議会の構成
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1.3  省エネルギー推進PTについて
・ＰＴの活動目的

温暖化対策を進め、

子供たちの未来に、

住み良い地球を残す

・私達の活動

節電コンクール、緑のカーテンコンテスト等の実施

節電、省エネ活動の普及、啓発、実行

⇒ パリ協定のＰＲ

地球温暖化問題を考えるきっかけを作る



２ 応募・入賞状況

小学生 中学生

応募 １０ １３８

最優秀賞 １ １

優秀賞 ０ ３

佳作 ３ １２

努力賞 ６ ０

団体特別賞
最優秀賞

横須賀市立
鴨居中学校

応募 ２７

最優秀賞 １

優秀賞 ４

佳作 １０

継続賞 １

緑のカーテンコンテスト節電コンクール



３ 講評



3.1節電コンクール 中学生の部
最優秀賞

・やったこと
①７つの節電にチャレンジ

②使わない機器のコンセントを抜く

③冷蔵庫は開ける前に取り出すものを考える

④テレビ、洗濯機、炊飯器等の使い方の工夫

⑤冷房時は家族が同じ部屋で過ごす

・効果
①電気代の節電目標を達成した

②家族の節電意識が高まった

③家族の絆が深まった

最優秀作品を添付



3.1節電コンクール 小学生の部
最優秀賞

・やったこと 節電の道具を作る実験

①エアコンの設定温度をあげても
部屋を涼しくする方法を考える

②考えたこと 氷に塩水をかけ風を送る
⇒ 冷たい風を作る

③考えた事を実験で確かめる

・効果、学んだこと
①エアコンと一緒に使うと効果が出る
②風を送るのは、扇風機が良い
③エアコンは
便利だが地球温暖化につながる

最優秀作品を添付



3.1節電コンクール 小学生の部
最優秀賞

最優秀作品を添付



3.2 節電コンクール
優秀賞

・やったこと エアコンの使い方改革
①設定温度を上げて扇風機と一緒に使う

②温度を26度～28度にして違い、効果を確認

③風を上向きにする

④点けたり消したりを減らす

・効果
①電気の使用量が10％減った

②節電の大切さを学んだ

③家族と協力して、これからも続けたい

最優秀作品を添付



3.3 節電コンクールで気づいた事

・節電意識が高まった
・節電が
家族団らんに繋がった

・家の中と外の温度差が小さく
なり、健康管理に役立つ

・お金を使わなくても出来る
節電がある

最優秀作品を添付



3.4 緑のカーテンコンテスト
最優秀賞

・工夫・自慢
①朝顔とゴーヤのコラボで作った
「緑の小道」

②幅8m 高さ4.2mの大規模カーテン
③毎日の水やりと「天までとどけ」の

祈りで大きく育った

・効果
①日差しの強い日ほど増すカーテン効果
温度差 8度の日も・・・

②エアコンは28度設定で充分だった

最優秀作品を添付



3.4 緑のカーテンコンテスト
優秀賞

・工夫・自慢
①50本のゴーヤで23畳の大規模カーテン

②南、東、西の3面をカーテンで囲んだ

③小まめな摘心で均一化

④室内からの眺めも素敵に変身

・効果
①10度以上の温度効果

②夏日にも室温は28～29度で

エアコン不要？ エコに貢献した

優秀賞作品を添付



3.4 緑のカーテンコンテスト優秀賞

クーラー不要
電気代が節約出来た

蒸散作用で涼風と癒し
5℃の温度低でクーラー不要

緑とグリーンのシルエットに癒
やされる エアコンで省エネ



4  地球温暖化対策、
節電・省エネのお願い



4.1  温暖化対策世界の動き

・世界規模での気温上昇、異常気象の頻発

危機意識から温暖化対策は実行の段階に

⇒ パリ協定（国際条約）合意：2015年
同、発効：2016年11月4日
2018年末：具体的削減計画、ルールを策定予定

2020年～：ルールに従い削減実行 2100年までも続く
（5年毎に削減量見直し）



4.2 パリ協定の大切さ①
・決まったこと （全世界の合意、目標）

①世界平均気温の上昇を産業革命前と比較して

２℃以下にする また、1.5℃以下にとどまるよう努力する
② 21世紀後半に温室効果ガスの排出を実質０にする

2050年では全世界で40％～70％のCO2削減
・パリ協定を受けての日本の動き

政府計画案策定 温室効果ガスの削減

2030年目標：2013年比26％の削減
2050年目標：2013年比80％の削減



4.2 パリ協定の大切さ②
地球温暖化で日本も世界も大変な影響を受ける

昔（50年前） 今(1℃上昇) 30年後(２度上昇)

猛暑日（東京） 無し 年数回 今の２倍以上

台風の強さ
(瞬間風速）

強い
（50～65m）

非常に強い 21号
(65～80m）

猛烈
(80m以上）

ゲリラ豪雨・
大洪水

無し
（夕立程度)

西日本豪雨
他、頻発

今の２倍以上の
頻度

海面上昇 0m ５～１０cm程度 ３０～９０cm



4.3 パリ協定発効後の世界の動き

・温室効果ガス(二酸化炭素、他）の削減
ヨーロッパ（EU)：2030年 少なくとも40%, 1990年に比べ
日本 ： 2030年 26%,  2013年に比べ
アメリカ： 2025年 26～28% 2005年に比べ
ブラジル： 2025年 37% 2005年に比べ

・電気自動車（EV)の導入 ＥＶシフト
英・仏：2040年までにガソリン・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車の販売禁止 100％EVへ
ｵﾗﾝﾀﾞ：2030年までにガソリン・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車の販売禁止 100％EVへ
中国 ：英・仏と同様の方針を検討開始

インド：2030年までに新車販売はＥＶ限定の目標



4.4  ２０５０年(３２年後）の世界では

×かものもの ○ のもの

ガソリン車 ガスコンロ 電気自動車 ＩＨコンロ

CO2が80％削減されると
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4.5 パリ協定を先取り お得な節電①

・本格的節電、省エネは大きな買物時がチャンス

① 家、マンションを買うとき、建てる時（35年ﾛｰﾝは2052年まで）
・屋根：ソーラパネル、太陽熱温水器

・窓 ：ひさし＋緑のカーテン用フック、カーテン、二重サッシ

・庭 ：土を残す、植木を植える

・部屋：天井を高くしない 空調、照明の節約につながる

・照明：LED化
・他 ：全電化への転換が出来やすい事



4.5 パリ協定を先取り お得な節電②

・本格的節電、省エネは大きな買物時がチャンス

② 自動車の買い換え、新規購入

・電気自動車（EV)、プラグインハイブリッド車（PHV) 等
③ 家電の買い換え、新規購入

・節電、省エネ技術の進歩が著しい

・最新の省エネ設計品を選ぶ

テレビ、冷蔵庫、空調機、扇風機、LED照明



4.6 お願い

・パリ協定を良く知ろう

・節電、省エネを夏休みだけで無く、継続して行う

・節電、省エネの大切さを、まわりの人に広める

・今回の受賞をきっかけに

環境や、温暖化対策の勉強を始める



５ まとめ

・たくさんの応募ありがとうございます

これからも、節電、省エネを進め、地球温暖化を防ぎましょう

・節電コンクール
① 実験で節電の道具を作ってしまった 素晴らしい試み

② 冷房の他、冷蔵庫、テレビ等、様々な工夫で節電している

③ ソーラーパネル設置での大規模節電が増えた

・緑のカーテンコンテスト
① １０坪以上の大規模カーテンを、楽しみながら作っている

② １０℃以上の温度低下も 節電に大きく貢献

③ グリーンのシルエットは癒し効果大


