
主催 : 横浜市地球温暖化対策推進協議会・横浜市

横浜市地球温暖化対策推進協議会（会長・中原秀樹）問合わせ : 事務局長　佐藤一子　
電話 : 045-681-9910 　  E メール : yokohama@ontaikyo.org

最終エネルギー消費量の内訳（2012 年度）最終エネルギー消費量の内訳

横浜市
（部門別）

産業
16%

業務
24%

家庭
23%

自家用乗用車
９%

その他の運輸
22%

全国
（部門別）

産業
43%

業務
20%

家庭
14%

自家用乗用車
8%

その他の運輸
16%

横浜は全国に比べて家庭のエネルギー消費の
割合が多く家庭の省エネが大切です。
省エネチェックシートに取り組み、

自分の家のエネルギー消費を減らしてみましょう !!

出典：横浜市エネルギーアクションプランより

冷やすより暖める方がエネルギー消費は大！

日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」をもとに作成
キ
リ
ト
リ

家庭における冬の夜の消費電力（例）

照明を LED電球に買い換えましょう
￼ 口金 E-26 口金 E-17
白熱電球相当W形 lm￼（ルーメン） lm￼（ルーメン）

25形 230〜
40￼形 485〜 440〜
50形 640〜 600〜
60￼形 810〜 760〜
100形 1520〜 1430〜

Wと lm（ルーメン）の両方を見て買いましょう。
電球形 LED ランプに取り替える
年間で電気 89.20 kWh の省エネ　約 2.430 円節約

原油換算　22.48 ℓ 　CO2 削減量 50.8 ㎏
54W の白熱電球から 9W の電球形 LED ランプに交換

照明の消費電力は冷蔵庫やテレビより多いにゃ〜
LED 電球に変えると、電気代もお得だにゃ〜

※電球の明るさを示す単
位を lm（ルーメン）とい
います。同じ 40W を買っ
て も lm（ ル ーメ ン ） が
485 以下であれば 40W
の明るさに達しません。

毎月届く「電気ご使用量のお知らせ」「ガスご使用量のお知らせ」
を見て、番号順にチェックシートにご記入下さい。

電気 　　２ヵ月はチェックしてみて下さい。

　①今月分使用量�
　②前年同月使用量�
　③増・減％�

自家用車の利用用途・頻度

省エネチェックシート

車の有・無：①持っている　②持っていない
	 ③エコカーに買い換えた
用途：	 ①通勤　　②通学　　③買い物
頻度：	 １週間に　日　　使用時間　　時間

●お住まい 	 横浜市　　区　（一軒家　集合住宅）
●世帯数 	 	 １人　２人　３人　４人以上
●年代 	 	 ２０代未満　	２０〜３０代　	４０〜５０代　	６０代以上
●性別　　 	 	女性　 	 	男性

冬の省エネ取り組み項目（ 	 	 	 	　）

11 月 12 月 1 月

今年度使用量① kWh kWh kWh

前年同月使用量② kWh  kWh kWh

増・減③ 増・減
％

増・減
％

増・減
％

11 月 12 月 1 月

今年度使用量④ ㎥ ㎥ ㎥

前年同月使用量⑤ ㎥  ㎥ ㎥
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温水洗浄便座  2%
電気ポット  2%

電気カーペット  4%
食器洗い乾燥機  2%

電気こたつ  1%
パソコン  2%

ジャー炊飯器  2%
洗濯・乾燥機  2%

待機電力  5%

④今月分使用量

⑤前年同月使用量

ガス 　　２ヵ月はチェックしてみて下さい。

家庭のエネルギー消費量が
多いですよ！
ワンワン

寿命 : 白熱電球は 1000 時間（１年〜 2 年）
 LED 電球は 40,000 時間（10 年以上）

★提出・投函締切 28 年2 月２9日（月）

もっと知りたい方

東京電力、東京ガスのインターネットサービスに登録すると、過去２年分の使用量・料金な
どが見られます。登録は無料です。ご家庭での省エネに活かしてみてはいかがですか。

エネルギー関連企業の情報を活用してみませんか

tvk ハウジングプラザ横浜では、家庭用蓄電池、太陽光発
電設備、LED 照明などを設置した省エネ住宅が見れます。 

一般社団法人日本照明工業会より

・東京ガス「myTokyoGas」
　http://mytokyogas.com

・tvk ハウジングプラザ横浜
　http://www.tvk-plazayokohama.jp/

・東京電力「でんき家計簿」
　http://www.tepco.co.jp/kakeibo/

FAX : 045-681-3934

FAX で送付の方： 下記省エネチェックシートを記入して、このページをそのまま事務局へ送付してください。　

このままだと大変…地球温暖化

省エネチェックに挑戦！

家庭の省エネに参加を！

冬こそ省エネ！



やってみよう！冬の省エネ！

エアコン

ガス給湯器（お風呂）

												冷蔵庫

電気ポット

ガスファンヒーター
室温を 20℃に設定すると…
年間で電気 53.08 kWh の省エネ　約 1,430 円節約

原油換算 13.38 ℓ 　CO2 削減量 30.3 ㎏
外気温度 6℃の時、エアコン（2.2KW）の冷房設定温度を 21℃から
20℃にした場合（使用時間：9 時間／日）

暖房は必要な時だけつける。
年間で電気 40.73 kWh の省エネ　約 1,100 円節約
原油換算 10.26 ℓ　 CO2 削減量　23.2 ㎏
暖房を 1 日 1 時間短縮した場合（設定温度 20℃）

冬は20℃
室温を 20℃に設定すると…
年間でガス 8.15 m3 の省エネ　約 1,390 円節約

原油換算 9.45 ℓ  　CO2 削減量 18.6 ㎏
外気温度 6℃の時、暖房の設定温度を 21℃から 20℃にした場合

（使用時間：9 時間／日）

暖房は必要な時だけつける。
年間でガス 12.68 m3  の省エネ

電気 3.72 kWh の省エネ　合計約 2,270 円節約
原油換算 15.65 ℓ  　CO2 削減量 31.0 ㎏
1 日 1 時間運転を短縮した場合（設定温度 20℃）

・重ね着をする、厚手の靴下をはく、首回りを
温かくすると体感温度がアップ！

・エアコンの省エネ性能は年々アップしてます。
エアコン本体に消費電力や電気代が表示さ
れるエアコンもあるので、思い切って買い替
えるもよし！

・窓を背にして置くと、暖房効果
大です。

・厚手のカーテンで窓から入る冷
気を塞ぐと省エネ！

電気カーペット
設定を「強」から「中」にすると…
年間で電気 185.97 kWh の省エネ　約 5,020 円節約

原油換算　46.86 ℓ　 CO2 削減量 106.0 ㎏
3 畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合（1 日 5 時間使用）

広さにあったカーペットの大きさを。
年間で電気 89.91 kWh の省エネ　約 2,430 円節約
原油換量　22.66 ℓ 　 CO2 削減量 51.2 ㎏
室温 20℃の時、設定温度が「中」の状態で 1 日 5 時間使用した場合、
3 畳用のカーペットと 2 畳用のカーペットの比較

設定温度は適切に。省エネ効果大！
年間で電気 61.72kWh の省エネ　約1,670 円節約

原油換算　15.55 ℓ 　 CO2 削減量 35.2 ㎏
周囲温度 22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合

長時間使用しないときは、プラグを抜く。
年間で電気 107.54 kWh の省エネ　約 2,900 円節約
原油換量　27.10 ℓ 　CO2 削減量 61.3 ㎏
ポットに満タンの水 2.2ℓ を入れ沸騰させ、1.2ℓを使用後、6 時間保
温状態にした場合と、プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用し
た場合の比較

入浴は間隔をあけずに。
年間でガス 38.20 m3 の省エネ　約 6,530 円節約

原油換算　44.31 ℓ CO2 削減量 87.0 ㎏
2 時間放置により 4.5℃低下した湯（200ℓ）を追い焚きする場合（1 
回／日）

シャワーは不必要に流したままにしない。
年間でガス 12.73 m3 の省エネ約 2,180 円節約
年間で水道 4.38 m3  の省エネ約 1,000 円節約

約 3,180 円節約
原油換算 14.77 ℓ 　CO2 削減量 29.0 ㎏
45℃のお湯を流す時間を 1 分間短縮した場合

・お風呂の蓋は必ず閉める！
・水を沸かすよりお湯から入れる
  と省エネ！

・電気カーペットやこたつの下に断熱材を
敷くと熱を逃がさず保温力アップ！

・使用するところだけ温めると省エネ！

ふんわりアクセル「e スタート」
年間でガソリン 83.57ℓの省エネ　約 13,040 円節約
原油換量　74.63 ℓ　 CO2 削減量 194.0 ㎏
※ふんわりアクセル e スタートは、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
災害時等電気自動車にためた電気から家庭の電気に使用可能（インバー
ターの設置が必要の車もあります）

自動車

・誰も居なくても1日中再沸騰を繰り返し
ています。

・中が魔法瓶タイプの電気ポットに買い替
えると省エネ！

経済産業省資源エネルギー庁の家庭の省エネ徹底ガイド、〈省エネ性能カタログ春夏秋冬版〉から抜粋
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郵 便 は が き

横浜市中区真砂町４ -43 
木下商事ビル４階

横浜市地球温暖化対策
推進協議会 行

省エネチェックシートに挑戦！
地球にもお財布にも優しい暮らし

はじめましょう。
電気とガスの冬の使用量をチェックしましよう
チェックは毎月来る「電気ご使用量のお知らせ」、

「ガスご使用量のお知らせ」の今月の使用量と前年
同月の使用量を書くだけです。

11月・12月・1月のうち2カ月分をチェック！
（1 カ月だけでも 3 か月でも OK です）

昨年度より減らしてみましょう！！
チェックシートの記入方法は、はがきの裏
面に詳しく書いてあります。

記入後の省エネチェックシートの送り方
①ハガキを切り取ってポストに投函（切手は不要）

② FAX で送信（FAX 番号：045-681-3934）

③ HP からダウンロードしてメールで送信

HP : http : //yokohama.ontaikyo.org
E メール : yokohama@ontaikyo.org

最近は異常気象。
あまり無理は
しないでね！

住まいの省エネ

既築の家では、家全体に断熱材を貼るのは大変で
すが、断熱効果の高い窓から取り組みましょう。

★ペアガラスを設置しましょう。
★既存の窓の内側に新しく内窓を設置して、二重窓に

しましょう。

　太陽光発電システムを活用しましょう。

★エネルギー源が太陽なので発電時に二酸化炭素が発
生しません。

★一般家庭の 1 世帯当たりの年間の総消費電力は約
5000kWh/ 年
約 5kW のシステムを設置すると電力は太陽光発電
でまかなえます。

★余った電気は電力会社に売電できます。
★無駄な電気は省エネする事により、二酸化炭素の削

減にもなり、さらに余った電気を売る事も出来て、
設置コストも早く回収できます。

★地震・台風等による停電時は、切り替えれば天気の
良い日中は太陽光発電の電気が使えます。

★蓄電池の設置により、停電時・夜間でも太陽光発電
の電気が使えます。

マンションの大修繕などの時にペアガラスに
する様に働きかけてみませんか。雷等の音等
の防音効果も大で、省エネ効果も抜群です。
窓に遮熱マットを貼るのも効果大（特に夏）

冬の暖房時の熱が
開口部から
流出する割合　

58％

-2.6℃
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屋根	
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外へ逃げていく熱

33.4℃

27℃
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11%

開口部 73%

床 3%

換気 6%

外壁 7%

外から入ってくる熱

外へ逃げていく熱

★提出・投函締切 28 年2 月２9日（月）

横浜港局
承認
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平成 28 年 2 月
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出典：日本建材・住宅設備産業協会から抜粋

出典：スマートライフジャパン推進フォーラムから抜粋

江畠
スタンプ




