
　地球温暖化が進み、私たちの生活に影響を及ぼしはじめています。みんなが笑顔でいつづけるために
も一人一人が考え、行動し、地球温暖化を防ぎましょう。
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STOP！地球温暖化

たちの生活環境はそれぞれの地域の気候に大き
く影響を受けています。その気候が、地球規模で
変わりつつあります。 

　20世紀半ば以降、短期間で急激に気温や海水温が上昇し
ています。氷床や氷河は縮小し、平均気温の上昇、異常高温
（熱波）や大雨・干ばつの増加など、さまざまな気候の変化が
起こっています。
　地球温暖化の影響は、生物の活動や水資源・農作物など、
自然の生態系だけでなく、私たち人間社会でもすでに現れて
います。
　将来、地球の気温はさらに上昇すると予想され、特に、
生態系、水、食糧、沿岸域、健康などで、より深刻な影響が
生じる恐れがあります。 
　地球温暖化に伴う気候の変化がもたらすさまざまな自然・
社会・経済的影響に対して、世界各国・各都市が協力体制
を構築し、解決策を見いだしていかなければなりません。
　皆さんも一緒に「地球温暖化と気候変動」について考えましょう。

私
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　現在、地球温暖化が急速に進んでいます。動植物だけでなく、私たちの生活にまで影響を及ぼす温暖化を
防ぐため、今すぐ考え、行動することが求められています。
　現在、地球温暖化が急速に進んでいます。動植物だけでなく、私たちの生活にまで影響を及ぼす温暖化を
防ぐため、今すぐ考え、行動することが求められています。

　海面上昇による砂浜の減少で、ウミガメの産卵
場所が少なくなってきています。また、砂中温度
の上昇で子ガメの死亡リスクが高まっています。

　海面上昇による砂浜の減少で、ウミガメの産卵
場所が少なくなってきています。また、砂中温度
の上昇で子ガメの死亡リスクが高まっています。

出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー

出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー



「緩和策」　温室効果ガスの排出量を減少させる対策
●再生可能エネルギーや省エネルギーの推進（削減策）
●森林の適切な整備や保全（吸収策）　など

「適応策」　人間社会や自然のあり方を調整し、
　　　　　気候変動の影響を回避・軽減させる対策
●大雨による氾濫、浸水被害を防ぐためのインフラ整備
●農作物における品種変更　など
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地球温暖化の原因は？地球温暖化の原因は？

「気候変動」とその対策「気候変動」とその対策

　人間の活動によって排出される温室
効果ガスは、海や陸などの地球の表面か
ら地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、
地球の表面に戻す性質（温室効果）があ
ります。これにより、
地球の表面付近の
大気が暖められ、適
度な気温が保たれ
ています。

　18世紀半ばの産業革命以降、
化石燃料の使用や森林の減少
などにより、大気中の二酸化
炭素などの温室効果ガスの濃
度は急激に
増加しました。
※化石燃料：
石炭・石油

　など

　こうして急激に増加した温
室効果ガスにより、大気の温
室効果が強まりすぎたこと
が地球温暖化の原因と考え
られています。
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人間活動による温室効果ガスの増加が、地球温暖化の原因である可能性が　
極めて高く、さまざまな「気候変動」を引き起こしていると考えられています。

つまり・・・ 「緩和策」と「適応策」が補完し合うことが必要！つまり・・・ 「緩和策」と「適応策」が補完し合うことが必要！
全国（アメダス）1時間降水量50mm以上の年間発生回数

　　　気候は、自然の影響や人間活動による影響
により変化、変動しており、このような変化や変動を
広く「気候変動」と呼びます。この気候変動が私た
ちの生活の安全を脅かしています。
　特に、人間活動による二酸化炭素などの温室効果
ガスの増加は、気候変動の中でも「人為的な要因」と
され、気温の上昇、局地的な大雨・豪雪など、人々 の
生活に深刻な影響を与えています。

　これまで見てきたように、県内においても身近なとこ
ろに地球温暖化のさまざまな影響が出ています。
　さらに地球温暖化が進めば、市内の海（伊勢湾）・山
（鈴鹿山脈）・川（鈴鹿川など）の日常の風景まで変わっ
ていく可能性があります。
　地球温暖化は待ったなしです。皆さんのご協力をお
願いします。

極端な高温や大雨の
回数が増えているのを
ご存じですか？

極端な高温や大雨の
回数が増えているのを
ご存じですか？

　近年、局地的な大雨に
よる河川の氾濫などの災
害で、甚大な被害が生じ
ています。これも気候変
動の影響と考えられてい
ます。

（データ）気象庁より抜粋

2019年は
377回！
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10年間で
平均287回／年10年間で

平均258回／年

10年間で
平均327回／年

気候変動をもたらす地球温暖化を防ぎましょう防防

次ページで身近な
取り組みを紹介します

地球温暖化を
　防ぐためには・・・

対　策現　状現　状

椎名　謙環境政策課
しい　　な　　　　　けん



地球温暖化を防ぐための
市・事業者・個人の取り組み

地域に寄り添うエコドライブ活動 三重執鬼株式会社

▲稲生小学校屋上太陽光発電

▲環境に優しい天然ガスを使用したトラック

▲市役所グリーンカーテン 

声 
事業者の

市

事業者

トラック輸送の環境負荷イメージを払拭したいと
いう思いから、2005 年からエコドライブ活動を開
始しました。随時、取り組みを見直し、数々の取り組

み内容や成果を毎月発行の「TORUKI！（トルキ）通信」に
掲載し、社員やその家族に広く周知しています。さらに、地域
社会との交流、環境イベントへの参加などを通じて、日頃の
感謝とともにエコドライブの重要性を伝えています。 

環境（温暖化対策）×教育（教育環境の向上）

2013年度比 【エコドライブ活動の成果】
事故件数75％削減（重大事故） 6％燃費向上（中型車）

　日頃から地球温暖化対策に取り組んでいただいている市内事業者の皆さん。その中で、三
み

重
え

執
とる

鬼
き

株式会社が、
（公財）交通エコロジー・モビリティ財団主催の全国的なエコドライブ活動のコンクールにおいて、事業部門
315件の中から「優秀賞」に輝きました。 ※事業部門の内訳・・・国土交通大臣賞1件、優秀賞6件 

エコドライブ、再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入など

　事業活動の一環として、地球温暖化対策に取り組むことで、大幅な温室効果ガス削
減が見込めます。事業活動での温室効果ガスの排出状況を把握し、計画的に削減しま
しょう。 

　他にも、環境省が奨励している、クールチョイス（※）の
推進やグリーンカーテンの設置なども行っています。
※低炭素な「製品の買い替え」や「ライフスタイルの選択」など
の地球温暖化対策に貢献する「賢い選択」を促す国民運動

　夏場の熱中症対策の観点から、学校施設への空調設備の整備が急
務となっています。一方で、空調設備を整備すると二酸化炭素の排出
量が増加してしまいます。 そこで本市では、環境省の「公共施設等先
進的CO２排出削減対策モデル事業」を活用し、全ての小・中学校に
空調設備を設置するとともに、照明のLED化、太陽光発電による再生
可能エネルギーなどを活用する全国に先駆けた先進的な空調モデル
を構築しました。これにより、二酸化炭素の排出量を抑制し、温暖化対
策と教育環境の向上の両立を実現させています。

　本市では、地球温暖化防止のために、さまざまな取り組みを行っています。その一つに、
二酸化炭素の排出量を抑制し、小・中学校での教育環境の向上を図る取り組みを行って
います。

エコドライブ活動コンクール

【事業所でできる取り組み】

本社営業所 

優秀賞優秀賞
事業部門

2019年度
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　 地球温暖化を防ぐためには、行政、事業者、市民がそれぞれ対策に取り組むことが大切です。それぞれがで
きることを考えましょう。 
　 地球温暖化を防ぐためには、行政、事業者、市民がそれぞれ対策に取り組むことが大切です。それぞれがで
きることを考えましょう。 





※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。　※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

対象／初心者の方　とき／6月
21日㈰10時～12時　ところ／三
重交通Gスポーツの杜鈴鹿　参
加料／300円　申込み／6月14
日㈰までに氏名、年齢、電話番号
をファクスで

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、
マルクスを生んだ国ドイツの研
究会、原書購読ウィキペディア
「ドイツ史」、ドイツ語会話ヒューバ
社「ラグーネ」　参加料／無料　
申込み／氏名、電話番号をファ
クスで

内容／仕事関係や人間関係など、
悩みを持つ方の相談を受け付け
ています。企業勤務、大学講師の
経験を生かし、精神的なバック
アップやアドバイスをします。　
相談料／無料　※詳しくは電話
でお問い合わせください。

対象／老若男女　とき／毎週土曜
日18時～21時　ところ／市内公
共施設など　内容／定期公演に
向けた演劇練習　料金／入団
1,000円、月700円(高校生以下無
料)　※役者だけでなく、裏方やヘ
アメイク、衣装管理などがあります。

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／6月10日㈬
13時～15時　ところ／牧田コ
ミュニティセンター　内容／悩
み相談、情報交換、介護家族と
の交流　参加料／100円

対象／0歳～シニア世代　とき／講
座：6月27日㈯・30日㈫10時～12時、
ワークショップ：7月4日㈯・7日㈫10時
～12時30分　内容／多言語の自然習
得活動紹介　参加料／無料　申込み
／開催日1週間前までに電話または
ファクスで　※オンラインで開催します。

対象／どなたでも　とき／6月30日
㈫10時～11時30分　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／懐メロを
歌いながら、椅子を使って身体を動
かします。　講師／金光正子さん　参
加料／200円　申込み／6月26日㈮
までに電話または電子メールで

対象／小・中学生　とき／毎月第
2土曜日10時～11時30分　とこ
ろ／男女共同参画センター　内
容／春夏秋冬のきれいな花で、
簡単な生け花をします。　参加
料／月1,200円(花代込み)

とき／6月16日(火)13時30分～16時　ところ
／武道館(江島台2-6-1)　内容／講座「スマ
ホのつぶやき」　スマホは話せば口の周りの
筋肉が強まり、触れば手や指の血流をよくし
ます。スマホを活用して、認知症予防や健康
寿命の増進につなげましょう。　講師／平山
実さん(スマホ講師)　参加料／無料

対象／どなたでも　とき・ところ
／火・木曜日19時～21時：鈴鹿高
専、土曜日9時～12時：神戸高校
または武道館　申込み・問合せ
／電話またはホームページで　
※みんなで楽しく、強くなりま
しょう。

鈴鹿レディーステニス　山田
 　080-4221-9378　 385-2248

石垣　佶
　090-4185-2132　378-8577

重田隆康　372-1951
劇団花さつき

長谷川　080-5106-9978 下野和子　370-4620 言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　090-4057-4976　 346-6305

すずか生涯学習インストラクターの会事務局
一尾  　090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp

藤田初美　382-3562 100歳大学　090-4083-1648 鈴鹿錬成会　090-7609-2450

つよし

お母さんたちのテニス会 鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

劇団花さつき
団員募集

認知症の人と
家族の会のつどい

「7カ国語で話そう」
講座＆ワークショップ

懐かしい曲で
やさしい体操

いけばなこども教室
参加者募集中

100歳大学
公開講座

鈴鹿錬成会
柔道教室

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
● 申 込 み／6月8日㈪～12日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクス
　または電子メール（〒513-8701 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）
　で情報政策課へ 。なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・
　氏名・電話番号を電話で情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／営業、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む) 。

次回の募集は８月５日号掲載分です

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

2020・6・56

長寿社会課　　382 - 9 8 8 6　　38 2 - 7 6 0 7
　cho jushaka i@c i ty .suzuka . lg . jp

　自身や周りの人が症状に気付き、早めの対処につなげましょう。

自宅で気軽に認知症やロコモ（運動器症候群）の
チェックをしてみましょう
自宅で気軽に認知症やロコモ（運動器症候群）の
チェックをしてみましょう

認知症・ロコモチェック情報館❶

認知症簡易チェックサイトで簡単にチェック ！
　加齢によって記憶力が低下して起こる物忘れと、認知症によって起こる記憶障害には違いがあります。
また、「ロコモ」とは「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」の通称で、骨・関節・筋肉などの体を動かす
運動器が衰えることを言います。
　下記の「チェックサイト」で認知症やロコモかどうかを確認してみましょう。本人向け、家族・介護者向けがあります。

「市ホームページのトップページ→福祉・介護→認知
症とロコモ（運動器症候群）のチェック」をご覧ください。
また、携帯電話・スマートフォンをお持ちの方は、右の
二次元コードをご利用ください。相談先もお知らせ
しています。

レッツ　
チェック！
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広 報すずか 　2 0 2 0 年６月 5 日 号
　新型コロナウイルスの影響で、季節の変化を楽しむ
余裕はなく、いつの間にか桜が散り、夏の訪れを感じま
す。昨年の夏は猛暑に見舞われ、汗だくで過ごしたのを
覚えています。年々、気温は上昇しこれから先、さらに
暑くなる中で、どう過ごせばいいのか、不安を感じます。
　今回の特集は「地球温暖化」。暑さだけでなく、食糧
不足や災害の発生など、私たちの生活や命に直結する
問題です。「地球温暖化」を少しでも食い止めるため、

私たちにできることはたくさんにあります。エアコン
の温度調整、エコ商品の利用、節水・節電など、みんな
でやれば、効果があります。自分のため、みんなのた
め、地球のためにも今できることをやっていきましょ
う。さしあたり、私は今年の夏、エアコンの使用を極力
抑え、エアコン使用時には28℃設定で乗り越えよう
と思います。皆さんはどんなことに取り組みますか。
（恵）

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表） http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

　鈴鹿サーキットの事業の大きな柱の一つが交通教育
です。拠点となる交通教育センターでは、4輪・2輪の安
全運転と運転技術の指導・講習が行われ、官公庁・企
業・個人が学んでいます。
　鈴鹿サーキットが完成した1962年（昭和37年）ごろ
のわが国は、本格的な車社会が幕を開けたばかりでし
た。高速道路もなく、そもそも安全運転の体系的な理
論もありませんでした。

　交通教育への取り組みは、1964年（昭和39年）に
中部管区警察局の要請で行われた、白バイ隊員のた
めの高速安全運転講習がきっかけでした。前年に開
通したばかりの名神高速道路での運転技術と知識習
得の場として、鈴鹿サーキットが活用されたのです。そ
の際、教官として活躍したのが、サーキット走行に精通
した元2輪選手でした。
　充実した訓練コースや講習設備を備え、国内有数の安
全運転のノウハウを誇る交
通教育センター。事故のな
い未来を目指し、変化する
車社会に向けて、安全を訴
えています。

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

車社会の歩みと共に
鈴鹿サーキット交通教育センター

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局長）

図書館の魅力
『ド・レ・ミ♪』 

ぬれた路面でのブレーキ訓練ぬれた路面でのブレーキ訓練

提供 鈴鹿サーキット 提供 鈴鹿サーキット 

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける憩
いの場「図書館」。その魅力についてお伝えしていき
ます。今回は6月のテーマコーナー『ド・レ・ミ♪ 』か
らオススメ本をご紹介します（7月6日㈪まで）。

　音楽って何だろう？　
モーツァルトは知っていた！
音楽は私たち1人1人の心の
中にあるものだって……。
さあ、音楽に会いに出かけ
よう。

【紹介文は玉川大学出版部ＨＰの内容説明より引用】

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】
　片神貴子／訳　玉川大学出版部）

（サイモン・バシャー／絵　ダン・グリーン／文
『科学キャラクター図鑑  音楽  音を楽しむ！』

　オットセイのオーケスト
ラ、ワオキツネザルのピア
ノ・デュオ、ガラガラヘビ
のメゾソプラノ…。15のプ
ログラムでゆかいなアーテ
ィストたちが演奏するよ！
十五夜の満月をお祝いす
る動物たちのコンサート
を描いた絵本。

　音楽には、脳を活性化させたり、リラックス
させたりする効果があるといわれています。新

型コロナウイルス感染症
の影響により精神的、肉
体的なストレスが多い
今、音楽の力で乗り越え
ていきましょう。

（二宮由紀子／文　みやざきひろかず／絵　文研出版）

『ドレミファどうぶつコンサート』


