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講座 ませんか？
前
出
境
環
を開催し
「温暖化について詳しく知りたい」
「家庭でも取り組める活動を紹介してほしい」といったご要望がございま
したら、各地域の推進員に出前講座の開催を依頼することができます。楽しい教材に子供たちも大喜び！みな
さんも環境講座を開いてみませんか？

無料
主婦向け

家庭でできる省エネ講座

エアコンやテレビ、冷蔵庫など、講座を受けてすぐに実践でき
る省エネ講座。家計の節約にもなりますよ。
29

子ども向け

環境学習講座でエコまなぼ
まなぼ

工作 編

-大人も子どもも楽しめる-

4

▲イベントに出展の様子
▲イベン
ベント
トに出展の様
様子

ちょっぴり難しい省エネも、ゲームを通して楽しく学べます。
く学べます。
省エネは子どもたちから率先してする時代へ。

エコバッグづくり
グづくり
り

新聞紙を再利用して、エコバッグを作る講座。
新聞紙がオシャレなエコバッグに変身しま〜す！
▲新聞エコバッグ
▲新聞
▲新
聞エコ
エコバッ
バッグ
バッ
グ

その他にも、様々なテーマに対応した講座が実施可能。
実施可能。

<<出前講座開催までの流れ>>
開催条件
１ 出前講座開催の申し込み

実施予定日の１か月前 までに申込書をセンターへ提出してください。

２ センターから各推進員へ連絡・日程調整

※開催場所は県内
に限ります！

学習の時間 ／ 原則午前１０時〜午後５時までの間９０分以内
講

師

料 ／ 無料(講座に必要な材料等を用意していただく場合がございます。）

※曜日、
時間等はご相談ください。なお、
諸事情によりご希望に添えない場合がございますが、
あらかじめご了承ください。

３ 出前講座受付確定・実施
出前講座申込者へセンターから実施確定の連絡があり、
当日推進員が伺います。

お問い合わせ

ؾሊᛢ

※5人以上から
開催可能です！

ー

センターのホームページ(http://nccca.jp)より申込用紙がダウンロードできます。

エコまち
●波佐見町
●川棚町

特集/低炭素杯受賞者
●諫早農業高等学校
●佐賀市上下水道局(佐賀県)
●九州版炭素マイレージ制度推進協議会
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「エコ naga＋」
とは…

県央地区推進員

CONTENTS

｢エコnaga＋｣ は「長崎県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」が制作している環境冊子です。
長崎県環境政
策課より発行され、県民の環境への意識を啓発するた
めの内容となっています。
環境の最新情報や環境コラ
ム、また県内企業や個人、団体の環境の取り組みなど
も紹介し、楽しく読める盛りだくさんの内容となって
います。発行：４回／年

長崎県地球温暖化防止活動推進センターとは…

長崎県地球温暖化防止活動推進員とは…
「長崎県地球温暖化防止活動推進員」
とは、地球温暖化防
止のために自ら省エネルギー、省資源に取り組むとと
も
に、地域住民の方々へ温暖化に関する情報の提供と温暖
化防止活動の普及を進めてくださる方々です。県から委
嘱を受け 2 年間の任期で推進活動を実施します。
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川棚幸子さん
ƖǒǓᲛ
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「地球温暖化防止活動推進センター」
は、各都道府県に
設置されており、長崎県の当センターもその中のひと
つです。地球温暖化防止活動に関する「啓発・広報活
動」
、
「活動支援」
、
「調査」
などを行っており、その一環
として「
、エコnaga＋」
で情報を発信しています。
※本誌内では〈
、センター〉
と表記

次
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配布先：各行政機関等（当センターへお尋ねください）
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まずは、ご近所さんから一緒に活動。
楽しみながら続けていると、推進活動も楽しくなりました。
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未来のために、いま選ぼう。
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※本誌内では、
〈推進員〉と表記

長崎県の
エコドライブ

今号の取材
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特集

低炭素杯2017
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●自ら地球温暖化防止に資する行動を実践

ѣƷૅƑƴƳƬƯƍǔƦƏưƢŵǇƨŴ൦ဃဃཋᛦ௹ƷᨥŴ

●市町や住民などの依頼に基づき、住民に
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対する普及啓発活動を行うほか、
自ら活動

ᜱᎍŴᘍƷႏƞǜƱɟደ
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県内推進員の活動を紹介

みんなで
取組んだ活動

●県内の各種団体等が行う地球温暖化防止

ʻࢸƸŴ؏עƷʴƨƪƱɟ

に関する活動への協力

ደƴƳƬƯŴႾǨȍѣǍ

●地球温暖化対策に関する情報、事例、意見

ฌੈѣƦƠƯȪǵǤǯȫ

等を県・市町及び住民へ提供

ѣƳƲǛŴɭˊǛឬƑƯ
࠼ǊƯƍƖƨƍƱᇰ᫊ưᛖ
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長崎県からの
お知らせ

県からの委嘱を受け、
現在71名の推進員が
県内各地で推進活動を
行っています。
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計画を企画し、自主的な普及啓発活動を
行うこと

ƴӕǓኵǜưƍǔƦƏưƢŵ
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すること
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波 佐 見 町 は、人 口 約

15,000 人。古くから焼き
物の町として有名です。
最近、古い建物を活かし
たスポットが注目を浴び
ています。
エコなが + スタッフは、
その注目スポットをエコ
の視点から取材してきま
した！
 ࠰ˌɥƷഭӪǛਤƭžඬ˱ᙸſ
ŵࡌൟƷƖཋƱƠƯᚃƠǇǕžƘǒǘǜƔᄡſƱǋԠƹǕǔඬ˱ᙸƸŴ
ɣپưлǕƴƘƘ᪭Ƴ̖ưƴλǔƜƱƕཎࣉưƢŵஙᇌƷɶƴǫȕǧȷȬǹȈȩȳǍᩃᝣދƳƲƕໜנ
ƢǔƜƷᙱƷҾƸŴǋƱǋƱ࠳ޛᨓᑽƱƍƏ൶ৎˊƔǒҗˊƴǘƨǓඬ˱ᙸǛဃငƠƯƖƨᇁΨƕփǉᙌ
ᨓžᅦ࠳ᙌᨓſƕƋǓǇƠƨŵ
̅ǘǕƳƘƳƬƨƜƷᅦ࠳ᙌᨓǛᝰƍӕǓŴᒉᨓᑸܼƕᐯဌƴ̅ƑǔئǛ˺ǔƜƱǛᎋƑƯƍƨᙱෙᨓ
֥ఇࡸ˟ᅈƷݱƞǜŵɟʴƷᒉᨓᑸܼƴئǛ੩̓ƠƨƱƜǖŴࢬǛ᫂ƬƯிʮƔǒஹƨᒉᎍƕǫȕǧǛ
ڼǊŴƦƷࢸᩃᝣދǍ᠉ދƕưƖŴʻƴᐱƬƯƍǇƢŵ  ࠰ƴƷஊ࢟૨҄ᝠƴႇƞǕŴӷ࠰Ŵᧈ
߃ჄƷǇƪƮƘǓᚇငƱƠƯǋႇƞǕǇƠƨŵƦƷ᭽щ
ǛᎥƖƭƚƯŴʻưƸჄϋٳƔǒٶƘƷᒉᎍƕƜƜǛᚧǕƯƍ
ǇƢŵ

古さを生かしたやさしい場所

ែ᩿ƴžƱƪſǛ̅ƬƯಮǛ˺ǓЈƠƯƍǇƢŵ

お話を伺った、
西海陶器株式会社
常務取締役
小林義輝さん
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ࡑఄƴƳƬƨܖఄƔǒࡽƖ
ӕƬƨதǍౝ܇ǛՠԼƷȇǣ
ǹȗȬǤƴ̅ဇƠƯƍǇƢŵ
背もたれがぼろぼろの椅子。
カバーをかけたら見栄えが良くなりました。

ᙱƷҾưƸܼދƩƚưƸƳƘŴᆸǍƳƲφǋ࢘ƷཋǛ̅Ƭ

ཋƕǨǳƳƩƚưƸƳƘŴ́ᚨᚨž.KDTCT[

ƯƍǇƢŵᇁƸᇁƴႺƠƞǕŴȔǶƖƳƲƴ̅ဇƠƯƍǇ

ᲢƸƞǈᲣ
ſưƸŴǋᚨƚƯƓǓŴᔺƸμƯထ

ƢŵᆸᡀƴƸǖƘǖួƱƠئƕʻǋസƞǕŴᣐᩓႴǋ࢘Ʒǋ

ൟƴԠƼƔƚƯᨼǊǒǕŴඬ˱ᙸထᧈǋஜǛਤƪᡂǜ

ƷƴૼᙹƷǋƷǛᡙьƠƨƩƚŵɧឱƷφƸထϋưᚐ˳ʖܭ

ưɦƞƬƨƱƍƏƜƱưƢŵ

ƷܼދǍܖఄƔǒࡽƖӕǓϐМဇƠǇƠƨŵǇƨŴעϋƍƨǔ

ᙱෙᨓ֥ƷݱƞǜƸžസƠƯƍƘƨǊƴƸŴǄǜƷ

ƱƜǖƴႸƴ˄ƘɺƍಮƸŴ
࢘ƷᇁᛄǊᢊφƷɟᆔžƱƪ 

ƪǐƬƱƩƚǛьƑƯƔƢƜƱŵƦƠƯưƖǔƩ

Ʒ˺ԼƷƘƬƭƖ᧸ഥ ſǛМဇƠƯƍǇƢŵ

ƚǴȟǛЈƞƳƍǑƏٻЏƴ̅ƏŵƦƏƠƨ࣬ƍƕʻ

ༀଢƴǋƜƩǘǓŴދఌǛƘǓᝦƖᐯήǛӕǓλǕႾǨȍƴ

ƷˊƴӳƍŴᒉᎍǛᨼǊƯƍǔƷƔǋƠǕǇƤǜƶ

ѐǊƯƍǔ˂ŴƜƜưƸμƯƷᚨưᕢǹȈȸȖƕ̅ǘǕŴ௩

ſ
ŵӞƍǋƷŴɧ̝ƳǋƷǛƲƏဃƴӕǓλǕǔƔŴ

ǒƔƳၷƠƷᆰ᧓ƱƳƬƯƍǇƢŵᕢǛ̅ƏƜƱưŴౕૢͳ

پƠƳƕǒ̅ƍዓƚǔƜƱǋŴǇƨྶעภଡ଼҄᧸ഥ

ƕᘍǘǕŴౕԈӓƴǑǔ %1 Ъถƴǋ݃ɨƠƯƍǇƢŵ

ƴǋጟƕǔƷƔǋƠǕǇƤǜƶŵ
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P7

P6

平成 28 年度実施結果について
紹介

ᧈ߃ჄưǋƬƱǋʚᣠ҄໗እЈлӳƕٶƍƷƕಅѦƦƷ˂Ʒᢿᧉŵμ˳Ʒ ᲟǛҩǊƯƍǇƢŵഏ
ƴٶƍƷƸᢃᢿᧉŵμƷͼӼƱ٭ǘǒƳƍƷưƢƕŴܱƸᧈ߃ჄưƸᢃᢿᧉƴƓƚǔʚᣠ҄໗እ
ЈлӳƕƱƯǋٻƖƍƷưƢŵƸŴ  ࠰ࡇƷȇȸǿưŴμרƴൔǂƯ  ȝǤȳȈࢊǋл
ӳƕ᭗ƘƳƬƯƍǇƢŵ

お陰さまで 27,141cc
èᲽᲽǯȸȫȁȧǤǹ

žᲽ᳆Ჽ᳂᳃ᲽᲿſƱƸŴ ࠰ࡇƷภܴјௐǬǹƷЈǛ  ࠰ࡇൔư ᲟЪถƢǔƱ
ƍƏႸᢋƷƨǊƴŴଐஜƕɭမƴᛍǔႾǨȍȷ˯໗እƷᙌԼȷǵȸȓǹȷᘍѣƳƲŴภଡ଼҄ݣሊƴ
ƢǔƋǒǏǔžជƍᢠ৸ſǛ̟ƢൟᢃѣưƢŵ̊ƑƹŴǨǳǫȸǛᝰƏŴǨǳ˰ܡǛƯǔŴǨǳܼᩓ

ࡑూཋ

൦ᢊ 
Ჟ

ƴƢǔƱƍƏžᢠ৸ſ
Ŵ
᭗јྙƳༀଢƴஆƑǔŴ
πσʩᡫೞ᧙ǛМဇƢǔƱƍƏžᢠ৸ſ
Ŵ
ǯȸȫȓǺǛƸơǊŴ
˯໗እƳǢǯǷȧȳǛܱោƢǔƱƍƏȩǤȕǹǿǤȫƷžᢠ৸ſ
ŵ
ǈǜƳƕɟɺƱƳƬƯภଡ଼҄᧸ഥƴƢǔᢠ৸ǛᘍƬƯǋǒƏƨǊŴወɟȭǴȞȸǯǛᚨܭƠŴࡅȷင
ಅမȷіမȷᐯ˳ȷ021 ሁƕᡲઃƠƯŴ࠼ƘൟƴԠƼƔƚƯᘍƖǇƢŵ
ᧈ߃Ⴤưǋʻ࠰  உƴᲭᲪᲪᲪᲪʴƷឃӷᎍԠƼƔƚǛႸƴܭǊŴภଡ଼҄᧸ഥѣਖ਼ᡶՃƕɶ࣎ƱƳǓŴ
ӲעưឃӷᎍǛѪǓǇƠƨŵƦƷኽௐŴႸƴƸӏƼǇƤǜưƠƨƕŴƓᨏƞǇưᲬᲱᲪᲪᲪʴឬƷឃӷ
Ǜ᪬ƘƜƱƕЈஹǇƠƨŵƜǕƸŴμᲮˮƷឃӷᎍƱᚕƏʙưŴჄൟƷׇኽщŴਖ਼ᡶՃƞǜƷܱᘍщǛ
ોǊƯज़ơǇƠƨŵਖ਼ᡶՃƞǜŴឃӷǛ᪬ƍƨჄൟƷႏಮŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨᲛƜǕƔǒǋǨǳƷ
ॖᜤǛ᭗ǊƯǇƍǓǇƠǐƏᲛ

ǨȍȫǮȸ᠃੭
Ჟ

ငಅ

ǨȍȫǮȸ᠃੭
Ჟ

ࡑూཋ Ჟ
ಅȗȭǻǹᲟ
ƦƷ˂Ჟ

ಅѦ
ƦƷ˂

ᢃ
Ჟ

Ჟ

ܼࡊ
Ჟ
Ƃᧈ߃Ⴤ  ɢȈȳƃ

ငಅ
Ჟ

ᢃ
Ჟ
ܼࡊ
Ჟ

ಅѦ
ƦƷ˂
Ჟ

Ƃμ ᲫᲮΕ  ɢȈȳƃ

ᧈ߃ჄƷƜƷǑƏƳཎࣉǛ៊ǇƑƯŴମ࠰ உŴᧈ߃ࠊϋƷʙಅᎍƷ૾ŷƴңщǛࢽƯŴǨǳȉȩǤȖ
ǛܱោƠƯƍƨƩƖǇƠƨŵʻׅƸǷȧȸȈȐȸǸȧȳŵ
ᡵ᧓ƸƜǕǇưƷᢃ᠃ƲƓǓƴƠƯƍƨƩƖŴ
ƦƷࢸ  ᡵ᧓ǛǨǳȉȩǤȖǛॖᜤƠƯᢃ᠃ǛᘍƬƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
ዅƷᨥƷǪȉȡȸǿȸᲢឥᘍុᩉᚘᲣƷૠ͌ƱዅǛᚡ᠍Ŵ࣏ƣǿȳዅǛᘍƏƜƱưŴᛡưǋ
ቇҥƴǨǳȉȩǤȖƷኽௐǛჷǔƜƱƕưƖǇƢŵʻׅӋьƠƨƷƸ  ᅈ  ӨŵᲟƷɲƴ༓ᝲ
ӼɥᲤƕᛐǊǒǕŴμ˳ƱƠƯ ᲱᲟƷ༓ᝲӼɥྙƱƳǓǇƠƨŵମ࠰ܱƠƨǪȸȫᧈ߃ჄưܱƠ
ƨኽௐᲢᘙӋༀᲣưƸŴᲮȶஉ᧓ư רᲟƷ༓ᝲӼɥྙưƠƨŵƜǕƱൔ᠋ƢǔƱŴᧈ߃ჄƷؾ
ሊƷॖ፯ƩƚưƳƘŴ༓ᝲӼɥƴǑǔǳǹȈЪถƦƠƯƳƴǑǓܤμᢃ᠃ѕᘍƴƭƍƯҗЎྸᚐƞǕ
ƯƍǔƜƱƕǘƔǓǇƠƨŵ
Ფ༓ᝲӼɥ  இИƷ  ᡵ᧓Ʒר༓ᝲƴൔǂƯǨǳȉȩǤȖܱࢸƷר༓ᝲƕӼɥƠƨ

ųႸ


Ⴘ



ׅӓ

ʙಅᎍлӳ

  ࠰ࡇ
0%%%# ʙಅ

  ࠰ࡇ
ஜʙಅ

Ჟ

Ჟ

 Ө

ᲫᲰӨ

˂ʙಅưׅӓ



Ӌьႇɲૠ



ܱೞ᧙

 ȶஉ

Ძȶஉ



μ˳༓ᝲӼɥྙ

Ჟ

Ჟ

 ᳸ Ჟ

Ჟ



༓ᝲӼɥлӳ
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ᧈ߃

ᙱࢬ

ჄҤ

Ⴤځ

˱ɭ̬

Ⴤ҅

ɥʞ

ʞ

٤ޟ

ݣᬔ ǻȳǿȸ ƦƷ˂

ŪǨȍȫǮȸ᠃੭  ႆᩓሁ

èᢿᧉƷɼƳϋܾ

Ūငಅ  ئʙಅϋሁ

ᲫᲰ࠰ᲮஉኺฎငಅႾ

ŪಅѦƦƷ˂  ʙಅǍܫπ࠻ሁ Ūಅȗȭǻǹ  ಅဃငᢅᆉ

žӲᢿᧉƴƓƚǔǨȍȫǮȸ

Ūܼࡊ  ܼࡊƷ˰ܡϋ

ឪเ %1 ЈƴƭƍƯſ৷ቦ Ūᢃ  ʴȷཋƷᡛȷᢃ

Ūࡑూཋ  ࡑూཋϼྸᢅᆉ
Ū൦ᢊ  ൦ᢊϼྸᢅᆉ

07

P8

低炭素杯とは？

P9

ž˯໗እſƸŴμƷࠊൟȷ˖ಅȷܖఄȷᐯ˳ƳƲƷٶಮƳɼ˳ƕӕǓኵǉŴ؏עǍ˳ׇƷཎࣱƴࣖơƨࣱ̾ႎƳภ
ଡ଼҄᧸ഥƷѣǛŴࠊൟǍ˂Ʒѣ˳ׇƴႆᘙƢǔƜƱƴǑǓŴӕኵƷȎǦȏǦǍऴإǛʝƍƴσஊƠŴƞǒƳǔѣ
ƴӼƚƯᡲઃǍॖഒǛоЈƢǔžئſƱƳǔƜƱǛႸਦƠŴ  ࠰ࡇƔǒ͵ƠƯƍǇƢŵ
ž˯໗እ ſưƸŴ
ƞƔƳǯȳǛǢȳȐǵȀȸƴᡇƑŴ
žࠊൟᢿᧉſ
ž˖ಅᢿᧉſ
žܖఄᢿᧉſ
žᐯ˳ᢿᧉſƷ  ᢿᧉư͵ƍƨƠǇƠƨŵǇƨŴ
ٻؾᐫចǍӲ˖ಅចሁŴഏɭˊƴӼƚƯ˯໗እᅈ˟ƷನሰǛႸਦƢμӲעƷ˯໗እƳѣƕᘙࢧƞǕǇƠƨŵ

ᅵ
இΟ
҄ច
ࣱ

 ؏עὅᚡࣞᝠׇ
ỶἾἨ
ἍἨὅ

᭗ఄဃƩƔǒЈஹƨᲛ
ᠾಅࡑూཋƷஊјМဇඥ
ཎƴᙹٳƔǅƪǌƱ
ƭǔƷ˄ь̖͌ݣሊ

ᧈ߃Ⴤᇌଔᠾಅ᭗ሁܖఄᴾᵆ ᧈ߃Ⴤ ᵇ
  ࠰  உ  ଐƴŴภଡ଼҄᧸ഥѣƴӕኵǉ˳ׇƷɶƔǒᢠƹǕƨȕǡ

˯໗እ࢘ଐỊ
ؘẉểẲẺ
ἩἾἎὅἘὊἉἹὅὲ

ǤȊȪǹȈ  ˳ׇƴǑǔȗȬǼȳȆȸǷȧȳƕᘍǘǕǇƠƨŵƦƷɶưᧈ߃Ⴤ
ˊᘙƱƠƯЈئƕൿǇƬƨᧈ߃Ⴤᇌ᛫ଔᠾಅ᭗ሁܖఄƸŴᙹٳƔǅƪǌƱࡑూ
ƞǕǔƭǔǍᓶƷဇƴƭƍƯŴ؏עƱᡲઃƠƨӕኵǛႆᘙƠǇƠƨŵ

˯໗እ࢘ଐƷȗȬǼȳȆȸǷȧȳưƸŴǘƔǓǍ
ƢƘǇƱǊƨᛟଢƴьƑŴƔǅƪǌƷᘮǓཋǍܱᨥ
ƴ̬Ꮛטሁư̅ƏኡᑮއǛᅆƠƯŴݙ௹ՃƷ࣎Ǜ
ƙƬƱƭƔǈǇƠƨŵؘŷƱƠƨႆᘙǛᘍƍǇƠƨŵ

᭗ఄဃầႆకẲẺ
ᠾಅࡑూཋỉஊјМဇ

ƦƠƯעΨƷᠾܼǍᓑ܇ᙌᡯ˖ಅŴԧኡᙌᡯ˖ಅŴ

ƔǅƪǌƷဃငƕμ  ˮǛᛍǔᧈ߃ჄƸŴᙹٳ

ចƠǇƠƨŵȗȬǼȳȆȸǷȧȳƴᐮǜƩ  ࠰ဃ

ԼƱƠƯϼЎƞǕƯƍǔǋƷƕμ˳Ʒ ᲟƴƷǅǓ

ƸዬࢌƠƨ᩿ਤƪưƠƨƕŴǍǓƖƬƨᘙऴưӕ

ǇƢŵ᛫ଔᠾಅ᭗ఄưƸŴᙹٳƔǅƪǌǛьƠƯ

ƴࣖݣƠƯƘǕǇƠƨŵžƱƯǋዬࢌƠǇƠƨƕŴ

ጀǓƜǜƩɶᓙᓑ܇žஉſǛႆŴƴʻǇưƸ

ʻǇưࣖੲƠƯƘǕƨ૾Ʒ᫊Ǜ࣬ƍЈƠƳƕǒŴज़

ҲϼЎƞǕƯƍƨƭǔǍᓶǛˡወᑸԼưƋǔԧኡƴ

ᜓƷൢਤƪǛਤƬƯŴؘŷƱႆᘙƢǔƜƱƕưƖǇ

ьƢǔƜƱǛŴဃࢻƕɶ࣎ƴƳƬƯᎋƑǇƠƨŵ

ƠƨŵſƱǳȡȳȈŵ

▲発表後にほっとひと息

ǇƨသܖဃǍ᛫ଔࠊŴƞǒƴ̬ᏋטƳƲŴ࠼Ƙᡲઃ
ƕӕǕƯƍǔƜƱƕᚸ̖ƞǕŴஇǋ؏עƷࣱ҄ƴ
ᝡྂƠƨƱᚸ̖ƞǕǔžஇΟᅵࣱ҄؏עចſǛӖ

▲プレゼンターのセブンイレブン記念財団の方と記念撮影

؏עỆ࠼ầỦѣ
உƷႆưƸŴǤșȳȈưɟᑍʴ  ʴƴᚾ

ẮủẦỤỊ Ὁ Ὁ Ὁ

ǛƠƯǋǒƍŴǢȳǱȸȈǛӕǓŴᓑ܇ᙌᡯ˖ಅƱ
ોᑣǛƶС˺ƠǇƠƨŵˡወᑸƷԧኡႆưǋŴ

ႆకᎍưƋǔ˱ŷஙᓔઇƞǜǛИǊƱƢǔ  ࠰ဃƸŴ

עΨƷᙌᡯ˖ಅƱңщƠŴ˴ࡇǋᣐӳǛஆƑƳƕǒ

ʻ࠰ҡಅƠŴƦǕƧǕƷᢊǁᡶǈǇƢŵʻࢸƴƭƍƯ

ႆƴƍƨǓǇƠƨŵƞǒƴѣǛ؏עƴ࠼ƛǔƨ

žƜǕƔǒǋŴǇƩǇƩᑥŷƳᛢ᫆ƕƋǓǇƢŵѣ

ǊŴ̬ᏋטƷ܇Ʋǋᢋƴ˺ǓƷኡᑮއǍኡƢƖ˳

ƸࢸƴࡽƖዒƗǇƢƕŴᅶᢋǋࢸƷƱƜǖǁ˟ƍ

᬴ǛᡫƠƯܱᨥƷѣƴƭƍƯჷƬƯǋǒƍǇƠƨŵ

ƴᘍƖƨƍưƢŵſƱʻࢸƴƭƍƯภƔƳ࣬ƍǛज़ơ

˺ǓƷƔǅƪǌƷƔƿǓཋƸŴ܇Ʋǋᢋƴǋٻʴ

ǔƜƱƕưƖǇƠƨŵ

ൢưƢŵ
▲かぼちゃのかぶり物で、紙芝居の実演中

08

▲学校でもたくさん練習しました！

09

P11

P10

ӕẲộẲẺὲ
ʻ࠰ƸȕǡǤȊȪǹȈƴʋ߸ƷˊᘙƕƨƘƞǜസ
ǓǇƠƨŵƦƷɶưǋŴ˱Ⴤƕ˯໗እƷǰȩȳȗȪǛƱǓŴ
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昔に帰る未来型
- 佐賀市下水浄化センターを「宝を生む施設」に -
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九州エコライフポイント ( 九州版炭素マイレージ制度 )
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九州地域の住民が「家庭の電気使用量の削減」、「間伐・植樹など
の環境保全活動への参加」や「省エネ製品の購入」を行った場合に、
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地域のスーパーやコンビニ、道の駅での買い物等に使用できるポ

˯໗እȷࣅᅈ˟ǛܱྵǁÜŵ˱ࠊɦ൦҄ǻȳǿȸưƸŴ

イント券「九州エコライフポイント」を交付する仕組みです。ポ
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イント券や懸賞品の交付が、参加者のインセンティブとなるうえ、
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取扱店でのポイント券使用による地域経済の活性化や特産品 PR
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につながっています。
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九州全体で取組んでいる節電行動の参加者は年間約
10000 人(夏冬合計 )。この大きな広がりが、評価され
た 1 つの要因となりました。
この節電行動をきかっけに電気料金や CO2 排出量を
気にするようになった方々、あるいは検針票の見方
が分かった方など、県内でもたくさんの声を耳にし
た方など、県内でもたくさんの声を耳にし
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▲授賞式の模様

▲日本初の CCU( 二酸化炭素分離回収活用システム )

▲藻類培養施設
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ます。そして節電できた方の中から抽選でエコライフポイント
ント
の駅
が当たることが最大の楽しみ。これは各地のスーパーや道の駅
で使うことが可能です。
が当
そしてもうひとつの楽しみは、抽選で各地ご自慢の県産品が当
たること。今年の冬の賞品として、長崎県からは対馬産の高級
高級
魚「のどぐろ」の一夜干しが提供され、節電後のご褒美として、
して、
九州のどなたかがきっとゲットしていることでしょう！
コツをつかむと節電も楽しくなるもの。そして検針票を見るこ
るこ
とが楽しみとなり、家族でも節電談義に花が咲きそうですね。
今年の夏も、またこのエコライフの取組が始まります。このエ
のエ
コなが通信でもまたご紹介いたしますので、ぜひご参加くださ
ださ
いね！
▲お馴染みの節電チラシ
▲お馴
染みの節電チラシ
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長崎県地球温暖化防止活動
推進員を募集中です

県内で、推進員が協力して取り組んだ学習会やイベント等の事例を紹介します。

上五島地区

県では、地球温暖化防止のために地域住民の方々への情報提供と
温暖化防止活動の普及を行う推進員を募集しています。

力を合わせてエコしよう！！
平成 29 年 2 月 5 日に行われた上五島地区生活学校連絡協

応募資格

県内に居住している満 18 歳以上（平成 29 年 4 月 1 日現在、高校生を除く。）の
方で、応募要領に掲げる活動を実施でき、また、県などが開催する研修会や催し
物に積極的に参加できる方を対象とします。

議会で、長崎地区推進員による出前講座が実施されまし
た。推進員の中本さんを筆頭に、「力を合わせてエコしよ
う！！」という演題のもと、地球温暖化についての最新
の話が行われました。また同時に行われたエコ寸劇では

任

期

委託日〜平成 30 年 3 月 31 日

長崎地区の推進員が協力し、笑いからエコを学べる学習
会となりました。

募集期間
諫早地区

応募方法
ブース出展で協力しました！
平成 29 年 2 月 19 日には、諫早ボランティアフェスティ
バルに出展しました。推進員とセンターが協力して出展

随時募集中
応募申込書に必要事項を記入の上、下記申込先まで提出ください。
※応募申込書は HP でダウンロードできるほか、県環境政策課より郵送いたします。
希望される場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

県 HP

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/kankyohozen-on
dankataisaku/ondanka/suishin

したブースは、うちエコ診断、エコバッグ作り、楽器の
カリンバ作り、そしてクールチョイスの普及啓発等を行
い、地球温暖化にあまり関心のない方にも地球温暖化防
止対策等について知っていただくことができました。

壱岐地区

推進員はこのような活動を行っています。
地域のイベントへの出展

環境学習会の実施

推進員研修会

エコドライブコンテスト二冠達成！
平成 29 年 2 月 19 日には、いきのしま地球温暖化防止こ
どもシンポジウムが開催されました。今年度、壱岐で実
施されていたエコドライブコンテストでは、おなじみ推
進員の長岡さんが 1 位の成績を収めました。また壱岐市
地球温暖化防止対策協議会では COOL CHOICE 普及啓発
も約 1 万人の COOL CHOICE 賛同者を集めていただきま
した。
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お申込・お問合せ先
長崎県環境政策課 長崎市江戸町 2-13
電話：095-895-2512 E メール：s09010@pref.nagasaki.lg.jp

