
STOP！地球温暖化

　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。

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

出典：鼓ヶ浦公民館おじさんセミナー

　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

地球温暖化の原因は？

　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。

「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

「気候変動」とその対策

つまり・・・ 「緩和策」と「適応策」が
　　　　補完し合うことが必要！

　　　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。
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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。

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。
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　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。

気候変動をもたらす
地球温暖化を防ぎましょう

次ページで
身近な取り組みを
紹介します
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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の
市・事業者・個人の取り組み

市
　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。

教育（教育環境の向上）
環境（温暖化対策）×

　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。

▲稲生小学校屋上太陽光発電

▲市役所グリーンカーテン 

地域に寄り添うエコドライブ活動 

三重執鬼株式会社

▲環境に優しい天然ガスを使用したトラック

声 
事業者の

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。 

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。 

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
事業部門

2019年度

　一人一人が少しずつでも

温暖化対策について考え、

行動することが大切です。

参考として市内の小学校で実施している

ECO２プロジェクト（環境啓発授業）の家

庭での省エネ活動を紹介します。皆さん、

できることから、始めましょう。 
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年間　約820円節約

年間　約17.8kgCO2削減

年間　約510円節約

年間　約11kgCO2削減

年間　約860円節約

年間　約18.8kgCO2削減

年間　約6,880円節約

年間　約87kgCO2削減 

年間　約450円節約

年間　約9.9kgCO2削減

年間　約1,180円節約

年間　約25.7kgCO2削減

年間　約3,300円節約

年間　約29kgCO2削減
年間　約160円節約

年間　約3.6kgCO2削減

109

2
+1℃ 

地球温暖化対策のために家庭から始める
す 　 ず 　 か 　  え こ つ ー

OFF 

OFF 

※上記のCO2削減量と節約効果は、「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 春夏秋冬”（2017年8月

発行）」を参考にしています。 

冷房は必要なときだけ使い、
運転時間を1時間短くする 

いつもより冷房の温度を
+1℃に設定する

エアコンのフィルターを月に
１回か2 回掃除する

シャワーを使う時間を 1 分
間短くする 

冷蔵庫の扉を開けている時間
を短くする

冷蔵庫内にものを詰め込み
すぎない

パソコンを使わないときは電
源を切る

部屋を片付けてから掃除機を
かける

テレビを見ないときは消す時間をあけずに、続けて入浴
する

※設定温度を27℃から28℃にし
た場合

※45℃のお湯を流す時間を1分
間短くした場合 

※詰め込んだ場合と半分にし
た場合との比較

※4.5℃下がったお湯200リット
ルを追い炊きした場合と比較

※ テレビ（32V型・液晶）を見る
時間を1日1時間短くした場合

※掃除機を使用する時間を1分間短
くした場合

※パソコンを使用する時間を1時間短くし
た場合（①デスクトップ型、②ノート型）

※開けている時間を20秒から
10秒にした場合

年間　約150円節約

年間　約3.2kgCO2削減

年間 ①約850円 ②約150円節約

年間 ①約18.5kg ②約3.2kgCO2削減 

Suzuka-Eco2プロジェクト 

　382‐7954　　　382‐2214

　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

今回の特集に関する

ご意見・ご感想は環境政策課  

※「鈴鹿エコモーション 6」
　①冷房は28℃・暖房は20℃に設定しよう
　②蛇口はこまめに閉めよう
　③アイドリングをなくそう
　④エコ製品を選んで買おう
　⑤ごみを減らそう
　⑥照明をこまめに消そう

　本市では、地球温暖化を防止するた

め、クールチョイスを推進し、「鈴鹿市

環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）

と鈴鹿エコモーション6（※）」に全庁的に取

り組んでいます。

　また、市民の皆さんに向けても地球

温暖化防止の啓発活動を行っており、

今後もより多くの市民の皆さんに、環

境を考えるきっかけを作っていきたいと

思います。

　「地球温暖化対策」と聞くと非常に大

きなテーマである印象を受けますが、

皆さん一人一人の行動の積み重ねが必要

です。例えば、夏場におけるエアコン

の適切な温度設定など、少しずつの意

識・行動変化が結

果的に大きな力に

なります。

　皆さんと一緒に

地球温暖化防止に

取り組み、本市が

誇る恵まれた美しい

自然環境とその風

景を次世代の子ども

たちに残しましょう。 鈴 木  佳 明

環 境 部 長
すず　　き　　　よし　あき


