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子どもたちと地球の未来のために 

アース･エコ 

メールマガジン No.5-3 

2014 年 5 月 5 日(立夏) 

特定非営利活動法人 

アース・エコ事務局 発行 
 

アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活動にご理解、ご支

援をいただいている会員外の皆様にアース・エコの活動をお知らせするた

め、月 2 回、メールマガジンをお届けしています。 

最近、ダイオウイカやリュウグウノツカイなど深海の巨大生物が捕獲され

た話を良く聞きます。大地震の前兆か、温暖化による海水温上昇が深海に

及んだ影響か、いずれにしろ大災害とは無関係であることを祈ります。  

平成 25 年度に実施した学校出前講座の成果 
アース・エコは、学校出前講座の成果を評価する尺度のひとつとして、授業を実施したことによる CO2 排出抑制

効果と、出前講座実施に伴う CO2 排出量の収支を年度毎に推定しています。平成 25 年度に実施した出前講座に

ついても CO2 排出量の収支を推定しましたので、報告します。 

平成平成平成平成 25252525 年に実施した出前講座年に実施した出前講座年に実施した出前講座年に実施した出前講座    

昨年度、横浜市の「省エネ実践学校出前講座」と神奈川県の「環境・エネ

ルギー学校派遣事業」により、小学校 9 校で出前講座を実施しました。この

うち 2 日間、授業を行った 6 校について CO2排出量の収支を集計しました。 

排出抑制効果の推定排出抑制効果の推定排出抑制効果の推定排出抑制効果の推定    

小学校 6 校で 4～6 年生児童、計 552 名を対象に 2 日間の出前授業を

実施し、1 日目と 2 日目の授業の間に平均 36 日間、子どもたちは省エネ実

践に取り組みました。1 日目、2 日目とも同じ「省エネチェックシート」(次頁)

を用いて子どもたちが日頃どの程度省エネを行っているかを調査しました。 

 

昨年度実施した出前講座の様子 

 

図 1 省エネチェックシートの各項目に対して「はい」と回答した割合の変化 
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表 1 省エネチェックシートの質問項目と実施率の増減、効果、削減量  (B、C の単位は g-CO2／日) 

 質問項目 A 増減(人) B 効果 C 削減量 

① (夏) むりのない範囲でエアコンをとめて、扇風機やうちわを使っている 10 27 282 

 (冬) 寒いときは一枚多く着て、暖房はなるべくつけないようにしている -8 59 -441 

② (夏) 冷房の温度は、28 度より低くならないようにしている 20 35 685 

 (冬) 暖房の温度は、19 度より高くならないようにしている 13 61 790 

③ 人のいない部屋のあかり（照明）はこまめに消している -8 6.3 -53 

④ 誰もテレビを見ていないときは、テレビをこまめに消している -8 37 -297 

⑤ テレビは前もって決めた番組だけを見て、見終わったらすぐに消している -5 37 -172 

⑥ 電気製品を使い終わったら、コンセントからプラグをぬいている 80 131 10,488 

⑦ 冷蔵庫を開けたらすぐ閉めている 0 8.8 3 

⑧ (冬) おふろは、間をあけないで入るようにしている 5 231 1,046 

⑨ シャワーは、使わないときには流しっぱなしにしないで止めている 3 79 269 

⑩ 水道の水を出すときは、鉛筆の太さまでにしている 86 1.67 143 

⑪ 食事は、食べ残しをしないようにしている 9 5.4 47 

 合計   12,789 
 

「省エネチェックシート」の集計結果から、省エネ実践に取り組む前後で

実践率が平均 65 %から 71 %に 6 %向上したことがわかりました(図 1)。項

目によっては 2 日目の方が実践率が低下している物もありますが、誤差の

範囲とも考えられますが、正確な理由は分かりません。 

次に、各項目毎の実践率の向上分から、その項目を実践するようになっ

た子どもが何人増えたことに相当するかを算出しました(表 1-A)。 

また、項目毎にどの程度の CO2 排出削減効果があるかをいくつかの仮

定を設けて推定しました(表 1-B)。これらから削減量を算出すると、1 日当た

り 12.8 kg-CO2 でした(表 1-C)。2012 年の家庭からの CO2 排出量は 5.270 

kg-CO2／世帯で、1 日当たりに換算すると 14.4 kg-CO2／世帯となるた

め、およそ 1 世帯分の CO2 排出量を削減できたことになります。 

授業実施に伴う授業実施に伴う授業実施に伴う授業実施に伴う CO2CO2CO2CO2 排出量の推定排出量の推定排出量の推定排出量の推定    

一方、出前講座の実施に伴い、交通機関、電力使用、配布資料の紙の

使用や印刷、機材輸送などに伴って排出された CO2 排出量は表 2 に示す

ように 168 kg-CO2 でした。移動には公共交通機関を利用しましたが、それ

でも実施時の CO2 排出量の 1/2 以上を占めることが分かります。 

まとめまとめまとめまとめ    

出前講座を実施したことによる CO2 排出の削減量は、省エネを実践した

36 日間だけでも 456 kg-CO2 になり、出前講座実施に伴う CO2 排出量を差

し引いても 288 kg-CO2 の削減効果があったことになります。 

子どもたちの省エネ実践が習慣化し定着したとすると削減効果はもっと

大きくなります。地球温暖化が自分自身の問題だと理解できれば、自分か

ら進んで省エネに取り組むようになり定着するはずです。授業を通してそん

なメッセージを伝えられるように、今後も努めたいと思います。 

講座実施の成果は CO2 排出量だけで評価できるものではありません

が、活動の成果を評価するひとつの尺度としてご覧いただけると幸いです。 

表 2 出前講座実施に伴う 

CO2 排出量推定値(kg-CO2) 

排出要因 排出量 

交通機関の使用 88.9 

実施時の電力使用 6.0 

配布資料の紙・印刷等 19.8 

事前準備等の電力使用 13.8 

機材輸送 39.3 

合計 168 

 
   ■交通機関 
   ■実施時の電力使用 
   ■配布資料の紙、印刷等 
   ■事前準備・データー整理 
   ■機材輸送 
 

表 3 CO2 排出量収支(kg-CO2) 

CO2 排出削減効果(36 日) 456 

実施に伴う CO2 排出量 168 

CO2 排出量収支 288 
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これからの活動予定 
◇ 新エネルギー施設見学(会員対象の研修旅行) 6 月 2 日(月)、3 日(火) 

岩手県葛巻町 

◇ 夏休み環境学校 7 月 30 日(水) 相模原市立環境情報センター 

(上記は計画中の予定を含みます。詳しくは事務局までお問合せください。) 

5 月の例会・勉強会月の例会・勉強会月の例会・勉強会月の例会・勉強会 

5 月 14 日(水) 13:30-16:30 かな

がわ県民センター705 会議室 

会員の皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

◇ ◆ ◇ 

会員外の皆さんも、例会・勉強会

やほとんどの活動を見学することが

できます。見学をご希望の方は事務

局までご連絡ください。 

◇◇◇◇    平成平成平成平成 26 年度通常総会開催年度通常総会開催年度通常総会開催年度通常総会開催のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    ◇◇◇◇ 

平成 26 年度アース・エコ総会を下記の通り開催します。会員の皆様には

後日メールでご案内と議案書をお送りしますので、ご出席ください。 

～～～ 記 ～～～ 

日時：5 月 28 日(水) 午後 2時～4時(午後 1時 30分受付開始) 

場所：かながわ県民センターR705 会議室 

◇◇◇◇ アジェンダの日アジェンダの日アジェンダの日アジェンダの日 2014 にににに出展出展出展出展ししししまままますすすす(予定予定予定予定)    ◇◇◇◇ 

今年度も「地球環境イベント・アジェンダの日 2014」が開催されます。ア

ース・エコは今年も「電車の競走」などの省エネ体験などを出展する予定で

す。小さいお子さんをお連れの皆様のご来場をお待ちしています 

日時：5 月 31 日(土)、6 月 1 日(日) (時間未定) 

場所：日本大通り(屋外テントブース) 

昨年度出展の様子⇒  

◇◇◇◇ さがみはら環境まつりさがみはら環境まつりさがみはら環境まつりさがみはら環境まつり 2014 にににに出展出展出展出展ししししまままますすすす(予定予定予定予定)    ◇◇◇◇ 

今年は小田急線相模大野駅に隣接した bono 相模大野サウスモール 3

階のユニコムプラザを会場に開催されます。今年のテーマは「つながるつな

がれ ひと・まち・みどり」で、アース・エコは今年も体験コーナーに出展しま

す。皆様のご来場をお待ちしています。 

日時：6 月 29 日(日) (時間未定) 

場所：bono 相模大野サウスモール 3階ユニコムプラザさがみはら 

昨年度出展の様子⇒  
 

地球温暖化やボランティア活動に関心のある方 

私たちと一緒に活動しませんか? 

アース・エコの活動に参加してみませんか。例会・勉

強会の見学も歓迎します。事前にメールでお問い合わ

せください。 ⇒ info@npo-earth-eco.com 

会員募集中！ 

私たちの活動は皆さまからの 

ご寄附で支えられています。 

アース・エコへの寄附は「よこはま夢ファンド」にお申

し込みください。インターネットまたは郵送・ファクス・Ｅメ

ールでお申込みの際に、支援したい団体に「アース・エ

コ」をご指定ください。税の優遇措置が受けられます。 

詳しくは http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/ 

アース・エコは地球温暖化防止活動に取り組むボランティア団体です。 

ホームページ http://www.npo-earth-eco.com 

お問い合わせ、お申込み、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで info@npo-earth-eco.com 

メルマガのバックナンバーはこちらから http://www.npo-earth-eco.com/mail_magazine.html 

 


