
Q1

～どっちが地球にやさしいの？～

夏の冷房はどっちが省エネ？

エアコンのみを使う エアコンと扇風機を
どちらも使うA B

ホットカーペットを
床にじかに敷く

ホットカーペットの下に
断熱マットを敷くA B

フタを開ける フタを閉めるA B

付け合せの野菜も
一緒に焼く

付け合せの野菜は
別に調理するA B

落し蓋をする 落し蓋をしないA B

Q5 煮物をするときは・・・

Q4 グリルで肉や魚を焼くときは・・・

Q3 温水洗浄便座、使っていないときは・・・

Q2 冬にホットカーペットを使うときは・・・

ホントはどっちが
省エネなのかな？

正解を
みてみよう～！

みんなの体験
きかせてね！

地球温暖化の問題はますます待ったなしの状況となり、

私たち一人ひとりの生活の中で省エネの取り組みがとても重要となっています。

でも、『何かを我慢したり、省エネ製品を買ったりするのはすぐには難しい・・・』と思っている皆さん！

日頃の生活の中でちょっとした使い方の工夫で、快適な生活を保ちつつ省エネ対策ができます。

あなたは日頃、どれくらいやっていますか？

Q&Aおうちでできる省エネ

お問い合わせ

まずは下の５問に答えてみてください！

さいたま市地球温暖化対策地域協議会について
　「さいたま市地球温暖化対策地域協議会」は、平成18年11月に市内の事業者や団体、個人の有

志と市で地域ぐるみの地球温暖化対策を進めるため、設立されました。協議会は、省エネルギー

対策に取り組む「CO₂排出量削減推進ＷＧ(ワーキング)」、温暖化の環境学習と情報提供を後押し

する「環境学習・情報提供推進WG」、新エネルギーについての普及・啓発を進める「新エネルギー

WG」の３つのWGで活動を行っています。

　暮らしに関する省エネ情報を募集しています。断熱カーテンや窓用断熱シート、
ベランダでの打ち水や朝顔カーテン、すだれ利用など、あなたが実行して効果があっ
た（または効果がなかった）省エネ方法を教えてください。応募していただいた情報
は、さいたま市地球温暖化対策地域協議会のホームページに掲載します。
　暮らしの省エネ耳より情報の応募は、さいたま市地球温暖化対策地域協議会の
ホームページの応募フォーマットからお願いいたします。

詳細は、さいたま市地球温暖化対策地域協議会のホームページをご覧ください。

CO₂排出量
削減推進WG

※上記の取り組みは、実施予定の事業も含んでいます。

●暮らしの省エネ耳より情報を募集し、ホームページに掲載

●さいたま市と共催でエコドライブ講習会を開催

●夏季（６～ 7月）および冬季（12月）にエコライフDAYを実施

●省エネナビ（家の電気の使用量をリアルタイムに表示する測定器）をモニターに貸し出し、
家庭の省エネチェックを実施

環境学習・情報提供
推進WG

●コラボさいたまに出展

●温暖化対策講座の講座情報をホームページに掲載

新エネルギーWG
●新エネルギー施設見学会を開催

●新エネルギーやバイオマス燃料に関する情報をホームページに掲載

http://www.saitama-sgw.jp/

http://www.saitama-sgw.jp/mimiyori.html
暮らしの省エネ

耳より情報 を募集します

さいたま市地球温暖化対策地域協議会事務局（さいたま市環境局環境共生部環境総務課）

住所： 〒330‒9588　さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話：048‒829‒1324　FAX：048‒829‒1991　E-mail：kankyo-somu@city.saitama.lg.jp



省エネ効果は？
年間で ...

Q1

～どっちが地球にやさしいの？～

夏の冷房はどっちが省エネ？

答え エアコンのみを使うA エアコンと扇風機を
どちらも使う

エアコンの設定温度を1℃上げて、
扇風機をつける

設定温度を低めにする

B

答え ホットカーペットを
床にじかに敷くA ホットカーペットの下

に断熱マットを敷くB

答え フタを開けるA フタを閉めるB

答え 付け合せの野菜も
一緒に焼くA 付け合せの野菜は

別に調理するB

答え 落し蓋をするA 落し蓋をしないB

同じ涼しさや暖か
さで、

　　　　省エネが
できるんだね！！

Q&Aおうちでできる省エネ

　エアコンと扇風機を併用すると、床にたまりがちな
冷気を循環させることができるので、エアコンの設定
温度を1～ 2℃あげても涼しく感じられ、また、扇風
機の消費電力とあわせても省エネになります。

　床にじかにホットカーペットを敷くと、熱が床に逃げて効率が下
がります。ホットカーペットの下に断熱マットを敷くと、床に熱が
逃げないため、設定温度を低くしても暖かく感じます。

Q3 温水洗浄便座、使っていないときは・・・

　温水洗浄便座のヒンヤリ防止に温め機能を使っているときにふたを開けた
ままにすると、便座の表面温度が下がり消費電力量が増えてしまいます。
使用していないときには、ふたを閉めた方が効率的です。

　つけあわせの野菜をメインの肉や魚と同時に並べて焼くと効率的に
調理できます。また、野菜はグリルで焼くと味が濃縮されて甘味など
も増し、おいしく仕上がります。

　煮物などの料理をするときに落しぶた（木ぶた、アルミホイル、パラフィン紙
など）を使うと、鍋に伝わる炎の熱をより多く利用でき、味もしみ込みやす
くなります。

Q4 グリルで肉や魚を焼くときは・・・

Q5煮物をするときは・・・
Q2 冬にホットカーペットを使うときは・・・

さらに省エネ情報をお知りになりたい方は

夏はエアコンと扇風機の併用は省エネ効果があります。

使っていないときにフタを閉めると省エネになります。

グリルで同時調理をすると省エネになります。

煮物のときには落とし蓋をすると省エネになります。
ホットカーペットの下に断熱マットを敷くと省エネになります。

出典：東京電力のHP「くらしのラボで調べてみました」  (http://www.tepco-switch.com/life/labo/research/aircon/q_g-j.html）

出典：省エネルギーセンターHP「家庭の省エネ大事典」(http://www.eccj.or.jp/dict/index.html）

出典：東京ガスHP「ウルトラ省エネBook」(http://www.tokyo-gas.co.jp/ultraene/enest11.html#enest11_04）

出典：東京ガスHP「ウルトラ省エネBook」(http://www.tokyo-gas.co.jp/ultraene/enest10.html#enest11_04）

ウルトラ省エネBook（東京ガス）http://www.tokyo-gas.co.jp/ultraene/index.html
家庭の省エネ大事典（省エネルギーセンター）http://www.eccj.or.jp/dict/index.html
くらしのラボで調べてみました（東京電力）http://www.tepco-switch.com/life/labo/research/index-j.html

出典：省エネルギーセンターHP「家庭の省エネ大事典」(http://www.eccj.or.jp/dict/index.html）

もう１つの省エネ！

ほかにもある！ 冷房の省エネ！

暖め機能は寒い季節だけにしましょう。

エアコンの室外機を風通しのよい場所に
設置しましょう。

エアコンのフィルターを月に 1～ 2回
掃除しましょう。

使わない季節にはコンセントを抜くと
待機電力のカットになります。

もう１つの省エネ！ パスタと具を一緒に茹でるなど、
コンロでの同時調理も省エネです。

もう１つの省エネ！ お湯を沸かしたり、麺類を茹でるときには
フタをする習慣をつけると省エネです。
ガスコンロでは、炎は鍋底からはみ出さない
程度が最も効率的です。

省エネ効果は？
年間で ...
電気 34.90kWhの省エネ
電気代 770円の節約
CO₂ 削減 14.3kgの削減

* 貯湯式の温水便座のフタを閉めた場合と
  開けっぱなしの場合の比較

省エネ効果は？
年間で ...

電気 185.97kWhの省エネ
電気代 4,090円の節約
CO₂ 削減 76.2kgの削減

*3 畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合 (1日5時間 )

省エネ効果は？

扇風機の風があた
るため、設定温度
が高くても涼しく
感じます

* 24cmの鍋で大根の煮物をした場合。
  1日1回×365日として算出

省エネ効果は？
年間で ...
ガス 6.8m³ の省エネ
ガス代 867円の節約
CO₂ 削減 15.1kgの削減

ガス 21.7m³ の省エネ
ガス代 2,757円の節約
CO₂ 削減 48.0kgの削減

*グリルを使って、鶏モモ肉とナスを同時に焼く場合と
  別々に焼く場合。1ヶ月16回×12ヶ月として算出
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新エネルギーWG
●新エネルギー施設見学会を開催

●新エネルギーやバイオマス燃料に関する情報をホームページに掲載

http://www.saitama-sgw.jp/

http://www.saitama-sgw.jp/mimiyori.html
暮らしの省エネ

耳より情報 を募集します

さいたま市地球温暖化対策地域協議会事務局（さいたま市環境局環境共生部環境総務課）

住所： 〒330‒9588　さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話：048‒829‒1324　FAX：048‒829‒1991　E-mail：kankyo-somu@city.saitama.lg.jp


