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知っていますか？地球温暖化のこと

ＣＯ２を出す量をどれくらい減らせばいいの？

木津川市における脱炭素に向けた取り組みについて

COOL CHOICE のイベント開催予定です！！
COOL CHOICE の具体的な取り組みは？

木津川市の COOL CHOICE の取り組みへの
 賛同をお願いします！

クールチョイスで
笑顔あふれる未来へ！

COOL CHOICEってなに？
COOL CHOICEは、地球温暖化対策のための国民運動で、クールビズ、ウォー
ムビズをはじめ、地球にやさしいライフスタイルの選択や省エネ家電への買い
替えなど、日常の身近なところで「賢い選択」を推進する取り組みです。
また、COOL CHOICEは、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の13番目の国際目標
「気候変動に具体的な対策を」を達成するための地球温暖化対策の具体的な行
動として位置付けられています。

地球温暖化とは、大気中におけるＣＯ２（二酸化炭素）などの温室効果ガスの濃度が高ま
り、熱の吸収が増えたことにより、気温が上がることです。
地球温暖化は自然環境への影響だけでなく、気候の変化によって大雨や豪雨の頻度も
増え、私たちの生活をおびやかすものとなっています。
木津川市でも50年前と比べて年間平均気温が約２℃上昇しているほか、近年は局地的
な豪雨の発生が多くなっています。木津川をはじめとする河川の水害など自然災害へ
の対策は喫緊の課題となっており、もはや、地球温暖化は他人事ではありません。

気温は、ＣＯ２を出せば出すほど上昇するため、世界では2050年まで
に“二酸化炭素排出実質ゼロ”を目指す取り組みが始まっています。

“二酸化炭素排出実質ゼロ”にすることを「脱炭素」や「カーボンニュー
トラル」ともいいます。
“二酸化炭素排出実質ゼロ”を実現するためには、エネルギーを無駄
なく上手に使う「省エネ」と、必要なエネルギーを太陽光・風・水などの
自然のエネルギー「再生可能エネルギー」でまかなうことが必要です。
COOL CHOICEは、こうした“二酸化炭素排出実質ゼロ”につながる
取り組みを推進しています。
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※実質排出量ゼロ：CO₂などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、
 森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成すること

大人向けエコドライブ体験や、子ども向けソーラーメロディハウス工作など
１２月１３日（月）～１２月１９日（日）
エコ住宅体験ツアー
１２月８日（水）
大人向けエコドライブ体験や、子ども向けソーラーメロディハウス工作、環境啓発アニメ「ガラスの地球を救え！」上映など
１１月１９日（金）～１１月２３日（祝・火）

未来の地球を体感できるＶＲシアター
１１月６日（土）～１１月７日（日）

このＱＲコードを読み込んでいただき、ニックネーム等の入力をしてい
ただくと、簡単に賛同の登録ができます。
また、メールアドレスを入力すると、環境省の地球温暖化対策に関する
メールマガジンを受け取ることもできます。

日本における温室効果ガス排出量の推移
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出典：京都府地球温暖化防止活動推進センター資料
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地球にやさしい暮らしはじめませんか？

実
質

木津川市においても、脱炭素社会の実現に向けて取り組みを進めています。

ごみ焼却時の
熱エネルギー利用による
発電や太陽光パネルの設置

太陽光パネルや
グリーンカーテンの設置など

環境の森センター・きづがわ市公共施設
太陽光発電・蓄電設備の設置や
生ごみ処理容器・雨水タンクの
購入に対する補助

市民向けの補助

◀市役所の
グリーンカーテン

平成30年7月豪雨による被害（市道加2106号線）

環境の森センター・きづがわの▶
蒸気タービン発電機

木津川アート会場

イオンモール高の原

アル・プラザ木津

積水ハウス「納得工房」

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントの中止・延期、内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ＨＰをご覧ください。
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木津川市は365日木津川市は365日 COOL CHOICECOOL CHOICE
かしこい せんたく

春 夏

秋

通勤通学は公共交通機関や自転車を活用しよう！

エアコンの効率的な使い方を
意識しよう

乗り物によって CO２の排出量は違います。（右ページ参照）
徒歩や自転車は環境だけじゃなく健康にもやさしい移動手段。

地産地消 ! 旬のタケノコを食べよう！新茶を飲もう！
地元の旬の食材を調理して食べることで、食材の輸送やハウス栽培に必要なエネルギーを大幅に
減らすことができ、環境にやさしいだけでなく、新鮮なうちにおいしく食べることができます。

クールビズなどを活かして賢く熱中症対策！

❶ 扇風機を上手に使って空気を循環させよう。
❷ 2週間に1度は、フィルターの掃除をしよう。
❸ 室外機の吹出口に物を置くと、冷暖房の効果が下がります。
❹ カーテンで窓からの熱の出入りを防ごう。
❺ 新型コロナウイルス対策のためには、
 30分に5分程度、窓を全開にする換気が効果的。
 換気後は、エアコンの温度をこまめに再設定しよう。

涼しい服装で過ごすように工夫して、体調を考慮しながら
無理のない範囲で冷やしすぎない室温調整を心がけましょう。

グリーンカーテンで快適に過ごそう！
ツル性の植物で日差しをさえぎったり、
庭に打ち水をすると快適に過ごしやすくなります。

新生活の家電買い替えは省エネ家電を
選ぼう

出典：（一財）家電製品協会「スマートライフおすすめ BOOK 2021）」

こんなことも気をつけたい！

スイカを食べると身体を冷やす効果があります

こんなことも気をつけたい！

春は新茶の

季節です。

電気代がお得に！ すばやく快適に！

冬

★マークがついている「統一省エネラベル」は
以下の品目などが対象です。

家電を買い替える時は ★ の数を参考に！

参考・出典：経済産業省資源エネルギー庁「2021年省エネラベルガイドブック」
 （一財）家電製品協会「省エネDEスマートライフ」（https://shouene-kaden2.net/）

これを見れば、省エネ性能や
年間にかかる電気代が比較できます。

電気便座エアコン

テレビ電気冷蔵・冷凍庫 照明器具（家庭用）

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

112 249

6,720 円

4.2

RFR-R0211

省エネ性能

年間消費電力量省エネ基準達成率

目標年度2021年度 ％ kWh/年

※品目によって年度表記の有無や年間目安エネル
ギー料金表示など、若干デザインが異なります。

地球にやさしい暮らしはじめませんか？

地元でとれた柿 ・

　　　　　　　ぶどうを食べよう

外出時には、マイ箸・マイボトルを！
お買い物にマイバッグ、お出かけにはマイ箸や、マイボトルを持って
行くことで資源の消費を減らすことができます。

学びの秋はオンライン学習で！
自宅で過ごす時間が長くなったときこそ、おうち時間を
活用して、安心・安全・省エネで環境について学ぼう！

行楽シーズンは
エコドライブで楽しもう

こんなことも気をつけたい！

燃料代がお得に！

ふんわりアクセル「ｅスタート」

最初の5秒で時速20キロが目安！
少し緩やかに発進すると
10％程度燃費が向上します。

速度にムラのある走り方をすると加減速の
機会も多くなり、その分市街地で2％程度、
郊外で6％程度燃費が悪化します。

年間で
ガソリン

83.57ℓの省エネ
約 13,263 円の節約

アイドリングストップ

17.33ℓの省エネ　
約 2,750 円の節約

※レギュラーガソリン価格：158.7円/ℓ（2021年９月29日 経済産業省資源エネルギー庁調べ）消費税込
　年間削減量および年間走行距離、平均燃費は2,000cc 
　普通乗用車/年間10,000km 走行とし、平均燃費11.6km/ℓで計算。

一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値を使用しています。

加減速の少ない運転

年間で
ガソリン

29.29ℓの省エネ　
約 4,648 円の節約

年間で
ガソリン

ゆっくり発進
車間距離は
余裕をもって

アクセルから足を離して
エンジンブレーキで減速

宅配便は
１回で受け取る工夫を

こんなことも気をつけたい！

お鍋の具材は
地元でとれた
春菊や水菜で

こんなことも気をつけたい！

ムダを減らして快適に！

時間帯指定の活用 コンビニ受取りの活用 自宅への宅配ボックスの設置

再配達防止のためのサービスを活用しましょう！

一人暮らしや
共働き世帯の増加によって
宅配便の再配達が増加してます。

宅配が

再配達
されている割合は

全体のおよそ

２割

住まいの断熱で、
省エネかつ健康で快適に過ごそう！

急激な寒暖差は心筋こうそくなどのヒートショックのリスクが高まります。
厚めのカーテンや二重窓などで、窓から入ってくる冷気を防ぎましょう。
また厚着・湯たんぽなどで、体温を調整しましょう。

(2021年度）

家庭からでる二酸化炭素排出量

人 1 人が 1km 移動する時の
二酸化炭素の排出量

COOL CHOICE

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（https://www.jccca.org/）

出典：国土交通省ウェブサイト「運輸部門における二酸化炭素排出量」
　　　（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html）

（世帯当たり、用途別）

出典：経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ
 （https://www.enecho.meti.go.jp/）

2019 年度
家庭からの

二酸化炭素排出量
〈用途別内訳〉

約3,971
［kgCO₂/ 世帯］

水道から1.9％

暖房から
15.7％

冷房から
2.8％

給油から
14.2％

キッチンから
5.3％

照明・家電製品
（冷暖房除く）などから

29.8％

自動車から
26.4％

ゴミから3.8％

データで見る

二酸化炭素を減らせる量

年間で電気18.78kWhの省エネ、
CO₂削減量9.2kg

冷房・暖房は必要なときだけつける

年間で電気53.08kWhの省エネ、
CO₂削減量25.9kg

冬の暖房時の室温は 20℃を目安に

年間で電気30.24kWhの省エネ、
CO₂削減量14.8kg

夏の冷房時の室温は 28℃を目安に
外気温度31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を
27℃から28℃にした場合（使用時間：9時間／日）

外気温度6℃の時、エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を
21℃から20℃にした場合（使用時間：9時間／日）

冷房を1日1時間短縮した場合（設定温度：28℃）

年間で電気40.73kWhの省エネ、
CO₂削減量19.9kg

暖房を1日1時間短縮した場合（設定温度：20℃）

（g-CO2/人キロ）

自家用
乗用車 130

航空 98

バス 57

鉄道 17

50 100 150 2000
夏涼しく 冬温かい

　　　　　　　　　で
快適省エネ生活！
クールチョイスクールチョイス

高効率
給湯蓄電池

太陽光発電など
再エネを

利用しよう

高効率空調で
上手に空調！

高効率照明で
賢く明るく！

太陽光
発電

日射
遮蔽


