地球にやさし い
“ ていたん” 生活って、何だろう？
（ 低炭素な ）

温暖化の主な原因である CO₂は、
みんなの家庭生活から も 出ています!
ごみを出す・
水道を 使う

9%

生活のいろんな
場面からCO₂が
発生して
いるんだね

「 電気やガスを使う 」
と いう こと は、
CO₂を出して
いること
になるんだね

車に乗る
（ ガソリ ン・ 軽油）
電気を 使う

22%

49%

灯油・ ガスを 使う
（ 都市ガス・ LPG）

20%

生活から 出るCO₂の内訳（ 全国平均）
※全国地球温暖化防止活動推進センタ ー公表資料を元に作成

“ ていたん” 生活のポイント
省エネ・ 節電
●こまめに省エネ・ 節電し よう
不必要な家電の利用を減らすのも大切だけど、
設定を少し 変えるだけでも 簡単に節電できるよ

●家電の買い替え時に省エネタ イプを選ぼう
最近は省エネ性能が高く なっていて、
長い目でみれば
「 お得」な場合も あるよ

外壁や内窓の取り 付けなど、
お家の断熱効果を高めるのも大きな効果があるよ

取り 組み前と 後で、
電気やガスの使用量を比べてみよう

▲５ ％の省エネ

ご協力をお願いし ます。

お問合せ

車
（ マイカ ー）
●エコな運転を心がけよう
●電車・ バスなどの
公共交通機関を利用し よう

●買い替え時は
エコカーを選ぼう

ごみ
●ごみの量を減らして 、
分別に協力し よう

「 地球にやさしく 」は、家計にもやさし い

家庭生活における取組の目安は
2020 年度までに
１ 世帯あたり

詳し く は
「 裏面」を見てね

省エネ・ 節電は光熱費の節約に繋がり 、家
計も 大助かり 。無理や我慢をするのではな
く 、かし こく・ 楽し く 行う こと が大切です。

北九州市環境局温暖化対策課 Tel.093-582-2286
北九州市印刷登録番号 第1612042C号
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やってみよう !!“ ていたん” 生活
（ 低炭素な）

CO₂削減・ 節約効果

一年を通じ て取り 組めるも の

※資源エネルギー庁公表資料、
及び市データ を 元に試算

※効果は目安です

テレビ

見ないと きは消す、画面は明るすぎないよう に

約21㎏/年
約1,000円/年

（ 32型）を見る時間を減らし 、画面の輝度を最適化
（ 最大値→ 中央値に調節）した場合
※液晶テレビを、1日１ 時間

冷蔵庫

も のを詰め込みすぎない、温度設定は適切に

約21㎏/年
約1,000円/年
※詰め込んだ場合と 、半分にし た場合と の比較

お風呂

入浴は間隔をあけずに、こまめにフタ を閉める

約87㎏/年
約6,500円/年

※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）

ガス給湯器

食器を洗う と きは低温に設定

約20㎏/年
約1,500円/年

（ 水温20℃）を使い、湯沸し 器の設定温度を40℃→38℃にし 、２ 回/日手洗いした場合
※65リ ット ルの水道水

自動車

ふんわり アク セルやアイド リ ングスト ッ プなどのエコ な運転

約194㎏/年
約13,000円/年
※5秒間で20km/ｈ 程度の加速を徹底した場合

ごみの減量化、分別

プラごみの分別、古着リ サイクル

約18㎏/年
約1,400円/年

CO₂削減効果は焼却ごみ中のプラ 割合を▲１％にし た場合。節約効果は家庭ごみ
（ 週2回： 大袋→ 中袋）、プラごみ
（ 週１ 回： 小袋→ 大袋）にし た場合

夏に効果が高いも の
エアコン

冷房時の温度設定は28℃を目安に

約15㎏/年
約700円/年

（ ９ 時間/日）
※外気気温31℃の時、設定温度を27 ℃→28℃にし た場合

シャワー

（ １ 分短縮）
不必要に流し たままにし ない

約29㎏/年
約3,200円/年

※45℃のお湯を流す時間を１ 分間短縮し た場合(節約効果には水道代を含む）

緑のカ ーテン・ よしず

緑のカ ーテンやよし ずなどで
日差し を 和ら げよう

約60㎏/年
約2,600円/年

※エアコンの消費電力を10％
（ 120W ）節電とし た場合
（ 9時間/日）

冬に効果が高いも の
エアコン

暖房時の温度設定は20℃を目安に

約26㎏/年
約1,200円/年

※外気気温６ ℃の時、設定温度を21℃→20℃にし た場合
（ ９ 時間/日）

電気カ ーペット ・ こ たつ

設定温度は低めに
広さ に合った大きさ を

約91㎏/年
約4,100円/年
※３ 畳用で、設定温度を「 強」→「 中」にし た場合

ガス・ 石油ファンヒータ ー

室温は20℃を目安に

約25㎏/年
約1,000円/年

（ ９ 時間/日）
※石油ファンヒーターで、外気温6℃の時、暖房の設定温度を21℃→20℃にし た場合

買い替え時に省エネタイプの家電や環境にやさし いエコカーを選ぶことも重要です

