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2017年冬の一斉行動週間 
2017年２月13日(月)～19日(日)の７日間 
 

各自で工夫したこと 
 
取り組み内容は次のＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄの行動 

Ａ ノーマイカー 
・通勤や買物の際に、公共交通の利用、徒
歩、自転車、相乗り、より環境負荷の少
ない乗り物への乗換えなどのノーマイ
カーに取り組みましょう。 

Ｂ 室温が20℃を超えないようにする。 
・湿度を50％前後にあげると体感温度が上

がります。 
Ｃ 夏場｢中｣にしてあった冷蔵庫の 

設定温度を｢弱｣にする。 
・扉を開ける時間をできるだけ減らし、食
品を詰め込めないようにしましょう。 

Ｄ 自動車(バイクを含む)のタイヤの 
空気圧を適正にする。 
・タイヤの空気圧が規定値よりも低いと燃
費が悪化します。 

・一斉行動期間前１ヶ月以内に実施してい
る場合も可とします。 

 

一斉行動の取り組みを実践するにあたって、 

｢各自で工夫したこと｣として報告のあったもの。 
(順不同・表現の違うものはなるべく紹介) 

…………………………………………… 

◆Ａ…ノーマイカー◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・原付バイクによる通勤。 

・徒歩 15 分程度以内の距離への移動はなるべく歩い
ている 

・無駄なアイドリングはしない 

・歩いていけるところは歩いていく 

・近所の買い物は徒歩で行いました。 

・近くの買い物等は、自転車で行く。 

・普段から徒歩や自転車で通勤している。 

・休日の移動は、自転車又は徒歩 

・ハイブリッド車で通勤しています。 

・車を使う際は用事を１回にまとめて行動しています。 
・雨天時以外の移動手段は、スクーター及び自転車を
使用。 

・近所には散歩で行くよう心がけている。 

・事業所間の相乗り。 

 

…………………………………………… 

◆Ｂ…室温◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・エアコン、ファンヒータ等、暖房の温度設定を下げ
た。またこまめに消す。 

・ヒーターの設定温度を17℃と低めに設定しています。
体が慣れると室内温度が低くても過ごすことができ
るようになりました。 

・暖房器具と加湿器を併用すると、室内温度を高くし
なくても暖かく感じることができ風邪予防にもなる
と思います。 

・部屋の湿度を上げるため洗濯物を部屋干ししたり、 
・エアコンの使用は、朝晩のみにし日中は使用を控え
ました。 

・発熱素材の下着を使用しています。ストーブでお湯
を沸かし湯たんぽを使用しています。 

・「メイン暖房+サブ暖房」を組み合わせて暖かく過ご
しています。 

・厚着をして暖房の使用を控えた 

・常に室温は18℃～19℃に設定している 

・エアコン作動中に洗濯物を干して湿度を調整した 

・厚着をして暖房の温度管理をしているとの意見は多
かった。 

・電気カーペットは省エネモードで使用する 

・暖房器具の設定温度を１℃下げる 

・全ての窓に、断熱カーテンライナーを取り付けた。 

・公共の場で過ごし、暖房器具の節電。 

・服の重ね着をして、寒さに対応している。 

・ヒーターに専用ダクトをつけ、コタツに送風。 

・室内に温度計を置いて、暖房器具を適宜調節してい
る。 

・日当たりの良い窓辺のカーテンを開けて、日光を部
屋に入れ室温を上げるようにした。 

・寒いときは厚着をした。 

・室温を控え上着を1枚余分に羽織る。 

・ストーブ、こたつ両方使わないようどちらかにする 

・就寝時は電気毛布を使用せず湯たんぽを利用し、そ
のお湯を翌日の洗濯で使用している。 

・暖房器具の設定温度を１８℃にしている。 

・暖房器具の使用を極力控えた。 

・自宅居室のファンヒーターを12度に設定。 

・家にいる時間を少なくして暖房を控える。 

・冬の暖房をファンヒーター・エアコンから反射式ス
トーブに変えてお湯を沸かし、湯たんぽにして、電
気毛布を使用しないようにした。 

・部屋がある程度暖かくなったらエアコンを切り、コ
タツを利用している。 

・部屋で厚着  

・ストーブを使用する際、控えめモードにしている 

・加湿器を使用し体感温度を UP、エアコン設定温度
を20 度以下に設定 
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…………………………………………… 

◆Ｃ…冷蔵庫の設定を｢弱｣に◆◆◆◆ 
・冷蔵庫の整理をしました。この状態を保てるよう、
まとめ買いをやめる努力をしていきたい。節電モー
ドの積極的使用。 

・今回の取り組みを機に、冷蔵庫の設定温度を変えた。
もっと早めに変えられればなお良かった。 

・冷蔵庫の開閉時間の短縮、整理。 

・冷蔵庫に食品を詰め込み過ぎ無いこと 

 

…………………………………………… 

◆Ｄ…タイヤの空気圧◆◆◆◆◆◆◆ 
・月に1度タイヤの空気圧をチェックしている。 

 

…………………………………………… 

◆その他◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

・照明をこまめに消す。 

・電気自動車の活用 

・湯たんぽの使用。シャワー温度を40→38度に変更。 

・エコバックの活用。 

・工場として休み時間の消灯、未使用区域の消灯。 

・レジ袋をもらわない 

・エコバックを常時車に携帯している 

・A4 のコピー紙（使用済み）をメモ用紙として再利
用する 

・米のとぎ汁を残して、ペットボトルの洗浄など、す
すぎ以外に利用している 

・電気は使用したらすぐ消す。待機電力をなくす為、
使用しない時は元から抜く 

・毎日、薪でお風呂を沸かしています。 

・取り組み期間だけでなく、常にエコ活動・省エネ活
動を行っています。 

・使わない電気は消し、コンセントも抜くようにして
います。 

・太陽光発電設備を取り入れました。 

・家中の照明器具はすべてＬＥＤを使用しています。 

・週末は薪ストーブを使用。 

・買い物時のマイバック使用はすでに当たり前になっ
ています。 

・給湯器を買い替えたことにより、省エネの成果もあ
げられました。 

・踏切・信号待ち等の長い待ち時間は車のエンジンを
切るようにしています。 

・こまめにコンセントを抜く 

・買い替えの際は、エコカーや省エネ家電を選ぶよう
にしている。 

・車の暖機運転を短くしている。 

・エコ運転を心がけている。 

・買い物時、マイバックや買い物カゴを持参している。 

・ゴミの分別を行っている。 

・〈エコ豆知識〉にある、水道管凍結防止ヒーターの節
電器を取り付けた。 

・昼休みにPCの電源を落とした。 

・玄関の電気をセンサー式に変えた。 

・風呂の水を洗濯に使用した。 

・買い物袋を持参し、レジ袋を削減。 

・エコバックを使用 

・風呂は、出来るだけ続けて入る。 

・太陽光発電の設置 

・エコキュートの設置 

・節水型洗濯機の導入と風呂残り湯の利用 

・こまめにPCの電源を切る。 

・照明などはこまめに消灯しています。 

・エコバックを利用しています。 

・エコドライブに心掛けている。 

・凍結防止帯用サーモスタッドを取り付け、照明を
LEDに変更。 

・薪ストーブを使用している。 

・自家用車の燃費を常にチェックしている。 

・洗濯はまとめて実施する。 

・ボイラーの設定温度を下げて使用。 

・暖気運転を極力控えた。 

・使用しない家電はコンセントを抜いている。 

・早寝して節電した。 

・集会等にはできるだけ相乗りで行った。 

・急ブレーキ、急発進を避けて燃費を向上させる。 

・噴出口からフレキシブルパイプにてコタツへ熱を送
る。 

・夜間、部屋の電気を間接照明へ切り替える。 

・外食を控える。 

・なるべくエンジンが回らない運転をする。（ハイブリ
ッド車） 

・コンビニ利用の際でもレジ袋が要らないようにして
いる。 

・極力エアコンを使用せず、省エネを心がけている。 

・洗濯のまとめ洗い。 

・買い物のエコバック持参している。 

・照明はLEDを使用している。 

・寝る前、出かける前に使用していない電化製品のコ
ンセントを抜く。 

・お風呂の追い炊き2時間まで。 

・使用していないコンセントを抜く 

・子供達と屋外で遊ぶ 
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・下り坂は出来るだけニュートラルにして惰性走行を
行い、エンジンの回転数を上げないようにしている 

・車を運転する際、ecoモードにしている  

・室外の水道は、サーモ付の凍結防止ヒーターを取り
付け節電している 

・ファンヒーターの熱風をダクトでコタツに利用して
いる 

・太陽光発電9.3kW取り付け済み  

 

…………………………………………… 

◆意見等◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
・全体の取組み結果を公表する際、グラフなど図示で
きるものがあれば分かりやすいかなと思います。 

・風邪などで体調が悪く、ノーマイカー・室温調整の
活動へ積極的に取り組めなかったが、家庭での台
所・風呂の水量に注視しました。 

・家族でエコについて会話することで、家庭でもエコ
に対する関心が高まった。 

・各自の小さな取り組みが大きな効果を生むと思うの
で、今後も継続していきたい。 

・普段から取り組んでいる人、一斉行動の期間だけ取
り組む人、年間通して取り組まない人がいて取り組
む意識に温度差が多くあると感じます。 

・公務員は率先模範するべきだと思います。 

・意識しないとなかなか取り組めません。良い機会に
なりました。 

・電気ストーブを止め、薪ストーブを使用している。
ＣＯ２削減に貢献できている？ 

・体調管理の観点より、室温20℃は実施しない 

・積極的に取り組みたいと思う 

・弊社の立地上、相乗り意外の取り組みは難ありです
が休日ノーマイカーで数が伸びています。 

・実際に行動にうつすことが大切。 

・限りある資源を大切にしたいと思います。 

・常に温度や設定弱に気を配り、普段からエコを心が
ける。 

・着るものを工夫して、適正の温度でも暖かく生活で
きるようにしています。 

・このような取り組みがあると、普段環境をあまり意
識していない人でも意識し活動できるので、定期的
に行うと良いと思う。 

・通勤はノーマイカーは無理 

・いろいろな取り組み方法があり、勉強になりました。 

・一斉行動期間中だけでなく、常に環境に対する意識
を持ち行動している。 

・これからも常にエコを意識した行動を心掛けたい 

・一人一人の行動こそが大切であると感じた。 

 

 

 

…………………………………………… 

◆一時◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
・湯たんぽを使用する。 

・暖房を使用しなければいけないぐらい寒い時は、家
族ができる限り一部屋にまとまって過ごす。 

・食品のトレー、牛乳パックは、ゴミとして捨てるの
ではなく、お店の回収ボックスへ入れる。 

・この取り組みが、もっと周知されたものになるよう、
子どもたちと一緒に取 

・普段からエアコンを推奨温度で使用している。 

・レジ袋をもらわない。（マイバック持参） 

・室内の温度管理で燃料使用量の削減 

・電気毛布を使用しないようにした 

・窓に断熱材を付けて、暖房効果を良くした 

・レジ袋をもらわない 

・電球をLED化 

・車の暖気運転を５分以上しない 

・加湿器を使用し体感温度を上げている 

・近所での買い物は車を使わないで自転車を使う 

・外気温の上昇に合わせて暖房の設定を下げる 

・エコ運転を心がける、急の付くことをしない 

・夜間、車の窓に凍結防止シートを掛け暖気運転時間
の削減 

・寒さには着込んで耐える。 

・自分の部屋で暖房を使わない 

・いつもエコ活動を意識して行動したい 

・洗濯は2～3日分まとめて実施 

・節水・節電に心掛ける 

・なるべく部屋でストーブを使用しない 

・家のエアコンのフィルター掃除 

・家電の省エネモードに切り替え 

・レジ袋や段ボール箱の利用 

・車に常時レジ袋(エコ袋）を置いてノーレジ袋の対応 

・エコバック持参 

・買い物袋を持ち歩く 

・エコバック常備 

・ストーブを利用して湯たんぽのお湯を沸かす 

・夜寝る時、電気毛布の温度を一つ下げて使用する（4

枚） 

・暖房をつけている時は人が居ない部屋は扉を閉める 

・冷蔵庫はいる物を出して直ぐ閉める 

・エコバックの活用 

・エコバッグの使用 

・車のアクセルを踏み過ぎない 

・こまめに家の電灯を消す 

・買い物時にエコバック使用 

・LEDに変更 

・冷蔵庫の整理・物が多過ぎないようにする 

・家庭用太陽光発電・蓄電池の活用 

・エコカーへの買い替え 

・外出時には家電のコンセントを抜く 
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・小排気量（低燃費）のバイクで通勤 

・暖房器具は深夜電力のみで使用 

・普段よりエコ活動に対する意識が高まり、積極的に
取り組めた 

・１部屋にみんな集まる 

・ペットボトルリサイクル 

・食品トレー、牛乳パックリサイクル 

・電子レンジのコンセントを抜く 

・晴れていればカーテンを開けて電気をつけない 

・ティッシュを１枚１枚にして使用 

・車に載っている不必要なものをこまめに降ろしてい
る（燃費率向上） 

・電気をこまめに消す 

・冷蔵庫は開けたらすぐ閉めるよう気を付けた 

・夜は早めの消灯（毎日） 

・車の暖房をつけない 

・節電 

・水を出しっぱなしにしない 

・ゴミの分別 

・なるべく生ゴミを出さないように工夫 

・エアコンの温度を高くしない 

・なるべく暖かい服装を心掛けた 

・寒い日は着込む。 

・窓際に冷気防止マットシートを置いた 

・ゴミは細かくして捨てる 

・未使用のプラグを抜いた 

・土、日 薪ストーブによる暖房、沸かした湯を洗い
物に使う 

・資源のリサイクル(ゴミの分別、、回収ステーション
の利用) 

・エアコンは基本使わない。 

・意識してこまめな電源OFF 

・連間中間に「スクリーンカーテン」設置。居場所縮
小で暖房効果を上げた（自動運転=16℃設定） 

・缶、瓶の飲み物は冷蔵庫に入れず、家内の寒気場所
へ存置させている 

・冬期に限り、家の床下換気口（基礎外部）はスチロ
ール材で閉鎖し冷気が入らないよう実施中 

・同じ部屋でも石油ファンヒーターは外気温の状況に
合せ大小の機器入替を順次している 

・外出、就寝前の暖房は直前ではなく 30 分程度前に
止めている 

 

・朝の暖気運転抑制（お風呂の残り湯でフロントガラ
ス等の霜取り実施） 

・就寝前や外出時には照明器具の消し忘れ点検を必ず
実施。部屋によってはタイマー機器へ交換 

・コンセントに「テーブルタップ」を使用し、一斉遮
断をしている（社内・各自宅） 

・風呂湯量を最小限にし、家族入浴を連続的にし短時
間の運転に努めている 

・水道凍結防止ヒーターの点検とセンサー部の清掃実

施（社内・各自宅） 

・魔法瓶の残り湯にて毎朝の清掃実施（社内） 

 

・入浴時 シャワーを控え 浴槽の湯を使う 

・室内照明を少しずつLEDに変えていく 

・部屋のドアを閉める 

 

・朝のアイドリングをやめた。空ふかしをしない。  

・エアコンは日中消すようにする。 

・部屋のドアは細まめに開閉し、室温をさげない 

・石油ファンヒーターの設定を常に１９℃にしてあり、
ほぼ１９℃～２０℃で保っています。 

・出勤前の車のフロントガラス凍結を防止する為シー
トカバーをしてアイドリングレスを実施。 

・ヒーターの温度設定をエコ設定にして温度が上がる
とヒーターが待機中になるようにしてある。 

 

・ゴミの分別を確実にする。エコバックの利用。まと
め洗い。 

・家電のコンセントをこまめにぬく。電気のこまめな
消灯。 

・箸をｍｙ箸にしてゴミを減らしました。スプーンも
同様実施。 

・意識を高める為にこの様に取り組む事は大切な事だ
と思う。 

・洗濯機は節水節電のため短時間設定で回している。 

・缶ビール・瓶ビールは、この時期を利用し室外での
保管を行った。 

 

・冷蔵庫設定を弱にするため、ドア開閉回数を減らす。 

・加湿器併用。ぬれタオルを部屋に掛ける。 

・生ゴミのコンポスタによる自家処理。洗濯に井戸水
使用。不使用コンセントを抜く。 

 

・室温をまめに調整して、必要のない暖房は消すよう
に心がけました。 

・LED電球への交換を進めている。 

・薪ストーブを利用している。 

 

・牛乳パック・トレイのリサイクル 

・買い物袋持参 

・細目に消灯 

・朝日が当たりだしたら暖房機の電源を切る 

・衣服の調整とエアコン温度の細目な調整 

・アイドリングストップ、マイカー通勤を控え徒歩か
乗合 

・エアコンの使用を控える 

・エアコンを使用する際は扇風機も使用する 

・冷凍食品は自然解凍 

・室温２０℃ 

・洗濯はまとめ洗い 

・家電の深夜時間使用 
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・湯たんぽ活用 

・風呂湯の再利用 

・暖房の設定温度１８℃ 

・自動車暖気を控える 

・雨戸を使い暖房効果高める 

・冷蔵庫内の整理整頓 

・冷蔵庫の温度設定弱 

・自転車通勤増やす 

・加湿器の使用 

・重ね着 

・部屋のドアはキッチリ締める 

・エコドライブ 

・ごみの分別 

 

・ふんわりアクセル 

・こまめに電気を消す 

・公共交通機関を活用する 

・電気毛布をやめ、湯たんぽを使用 

・厚着をする 

・毛布を2枚重ねて使う 

 

・タイヤ空気圧の点検は高速道路に乗るとき以外は怠
りがちなので、定期的に行うよう気をつけたい。 

・部屋の壁に断熱シートを置いて冷気を遮断して暖房
使用を低減。部分暖房の利用。 

・家庭で出るペットボトル、トレーなどはリサイクル
ステーションへ持ち込む。 

・日中は出来るだけ、日差しの入る暖かな部屋に居る。 

・自宅で薪ストーブを利用。 

・生産者コーナーの食材を選び、地産地省を心がける。 

 

・エコバックを使う 

・居間の窓ガラスにプチプチシートを貼っている 

・家庭内にて余計な電気の節電を心がけてます 

・使用しない電源・コンセント抜く 

・出来る時は１部屋に集まり、暖房・電気使用を減ら
す 

 

・カーテンの窓側にビニールカーテンを掛けている。 

電気毛布を使わず、湯たんぽを使用している。 

・なるべく一つの部屋に家族が集まるようにする。 

・洗濯物を部屋に干すことで、湿度を５０％以上にし
て体感温度が上がるようにした。 

・冷蔵庫、冷凍庫を整理し不要物を捨てて冷気がいき
わたるようにして設定温度を下げた。 

 

・車の暖気を最小限にする。 

・毎日，軽めの運動を実施して体温を上げ，室内の温
度を低めにすることを実行する。 

・エアコンは 1～2 時間くらいの外出ならつけたまま
のほうが節電になるそうなので、2 時間以内の外出
の際に実施している。 

・入浴はなるべく家族が立て続けに入るようにする。 

 

・買い物をする際には、事前に買い物をする場所を決
めておく。 

・節電／節水モードのある家電は必ず利用している。
冬場は湯たんぽを使う 

・断熱材として気泡緩衝材を使用 

・自室では暖房を使わない。 

・車の暖気を最小限にする 

・洗濯物を部屋に干すことで、湿度を５０％以上にし
て体感温度が上がるようにしました。 

・もうすぐスタッドレスからの履き替えの時期が来ま
す。  

・環境だけでなく安全の面からもタイヤ空気圧は適正
となるよう行動したい。 

・カーテンの窓側にビニールカーテンを掛けている。 

電気毛布を使わず、湯たんぽを使用している。・ 

・冷蔵庫、冷凍庫を整理し不要物を捨てて冷気がいき
わたるようにして設定温度を下げました。 部屋の
温度は20℃に設定し、後はエコ運転にしました。・ 

・ノーマイカーの実施は難しい。それ以外でエコ生活
が習慣になるように努力したい。 

・自室での暖房の使用は極力控え厚着をする事で寒さ
対策をする。 

・毎日，軽めの運動を実施して体温を上げ，室内の温
度を低めにすることを実行する。 

・車内にて、ブランケット等をひざにかけるようにし
て、エアコンをあまり入れないようにしています。 

・家でも厚着をして、なるべくストーブの温度をあげ
ないようにしております。 

・湿度上昇のため、洗濯物を暖房している部屋に干す
ようにしている。 

・エアコンは 1～2 時間くらいの外出ならつけたまま
のほうが節電になるそうなので、2 時間以内の外出
の際に実施しています。 

・急な加減速をしないように運転を心がけている。 ・
洗濯は２日に１回するようにしている。 

・洗濯は毎日→２日に一度にするようにしたところ、
電気・水道共に減少しました。 

・断熱カーテンを使用し、暖房の熱が逃げるのを防ぐ。 

・エアサーキュラで部屋の空気を滞留させ、局所的に
暖房の熱があたるのを防ぐ（ストーブの設定温度が
低くても部屋が満遍なく暖かくなる）。 

・なるべく一つの部屋に家族が集まるようにする。 

・ストーブからの熱をコタツの中に入れるダクトを買
って、暖房費を節約。 

・子供と一緒に寝て、夜の暖房費を節約。・ 

・普段から早めのアクセルオフを心がけて、燃料を節
約。 

・寝る前に使っていない電気機器のコンセントを抜い
て、待機電力をカット。 

・冷蔵庫を開ける時間をなるべく短くする エアコンの
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フィルターをこまめに掃除する 

・就寝の30分～1時間前に暖房のスイッチを消す。  

・入浴はなるべく家族が立て続けに入るようにする。 

・こたつを使っているので、なるべく暖房は使わない
ようにしている。  

・窓に断熱材を貼っている。 

・エコ運転 

・普段からエアコンやストーブはなるべく使わないよ
うにしている。 

・近所への買い物は徒歩で行くことにしている。 

・マイバッグ持参。 

・生ゴミ処理機で可燃ごみ削減 

・加湿器、サーキュレータを動かして、暖房効率を上
げている。 

・タイヤは履き替え時実施 

・保温性の高い衣服を着用するよう心がけています。 

・暖房の温度設定をあげるのではなく、ヒートテック
など機能性下着をつけるよう徹底した。 

 

・冷蔵庫に物を入れすぎない。 

・なるべく徒歩で移動する。 

・冷蔵庫の自動製氷を冬季は停止させた。 

・冷蔵庫をエコ仕様のものに買い替えた。 

・ストーブは低い温度で設定する。 

・コンビニもエコバックで買い物。 

・家族の入浴時間は間を空けない。 

・炊飯器の保温機能を出来るだけ使用しない。 

・LED照明に替えた。 

・湯たんぽの活用。 

・厚手のカーテンで暖房効率を上げる。 

・リサイクル品の使用を心掛ける。 

・生ごみ処理機を使用している。 

 

・保温性の高い下着の着用。 

・湿度計の設置や薪ストーブにやかん設置で湿度の確
保をした。 

・出来る限り家族で一つの部屋に集まり、暖房を最小
限にした。 

・家庭用コンロで鍋をすることで、室温の確保も兼ね
た。 

・深夜電力の有効利用 

・ECO機能重視でエアコンへの買い替え。 

・自動車運転時に「ふんわりeスタート」の実践。 

・家で室内暖房の際、加湿器により湿度を50％ほどに
上げて暖房の設定を抑えている。 

・環境ヂーゼル車へ乗り換え 

・事務所内の暖房熱を、隣接する部屋へドアの開放に
より拡散するように心がけた 

・この時期、洗濯物を室内に干して湿度をあげている 

・アルミ缶・ペットボトルのリサイクル。  ・エコ
バックを持参する。 

・灯油の削減（ファンヒーター）。      ・こた

つは豆炭使用。 

・給湯器の温度設定を低くしています。   ・部屋
の暖房は外出の１５分前に切る。 

・お風呂の残り湯を洗濯に使っています。  

・人のいなくなった部屋の照明・暖房はすぐ消す。 

 

・休日は極力１台で出かけるようにしている。１キロ
程度は車を使わずに徒歩。 

・エコカー利用。自家用車を環境負荷の少ないハイブ
リッド車、電気自動車に乗換えた。 

・窓に専用のビニールを張り付け、冷気が入らないよ
うにしている。 

・ファンヒーターでなく、普通のストーブを使うこと
により灯油の消費量、電気使用を抑えている。 

・家族なるべく同じ部屋で過ごす。 

・こたつ、暖房器具の電源を切った後、ヒーターから
の余熱を利用。 

・部屋を暖める際に、ストーブでお湯を沸かす等して
湿度を上げるようにしている。 

・自宅では自分自身が着込んでエアコンを使わない。 

・夜、湯たんぽの利用。 

・無駄な買い物をしないようにした。冷蔵庫内にカー
テンを付けて、素早く閉めている。 

・タイヤ空気圧について、自身で簡易測定機を購入し
てこまめに測定している。 

 

・営業室の暖房において湿度を50％前後にあげるよう
にして体感温度を向上させた。 

・買い物時のマイバックの利用を心掛けている。 

・家の新築で太陽光発電をつけた。 

・風呂水を洗濯機に利用している。 

・食事を作りすぎて捨てることのないように調節する。
あるいはリメイクした料理にする。 

・古タオルで雑巾を縫っておく。 

・使い古しの歯ブラシを掃除用に使う。 

・家中の乾電池を充電式に変更。 

 

…………………………………………… 

 

 

◆ノーマイカー◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆【徒歩に】 

・毎日歩いて通勤しています。 

・通勤時、徒歩を毎日 

・通勤時、毎日徒歩 

・休日車を使わず徒歩で行動した。 
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・休日の買い物は家族揃って徒歩とした。 

・近距離は徒歩。 

・休日は、出来る限りに徒歩で移動。 

・近所のコンビニまで普段は車だが、徒歩で行った。 

・休日は子どもたちとの時間を極力とるため歩いて買
い物に出かけたりすることができ、子どもも楽しそ
うで今後も続けたい。 

・近所への移動時は車の使用を控える 

・地域の移動と徒歩や自転車を利用する。 

・美容室、通院等徒歩圏内を利用。 

・会合などの部落行事を車で移動していたが、徒歩で
行った。 

・近距離の用事は車を使わず歩く。 

・健康面にも考慮し、ノーマイカーで徒歩に心がけて
いる。 

・ポケモンＧＯにて徒歩に意欲が出た。 

◆【自転車に・バイクに】 

・近場は自転車使用。 

・近い距離の移動は自転車を利用している。 

・出来るだけ自転車通勤できるように続けたい。 

・自宅からの近距離の移動の際は自転車を使用した。 

・買い物に自転車を利用 

・地域の活動や社会体育に参加するときは自転車を利
用している。 

・自転車通勤を心がけています。 

・バイクを使う。 

・近場の移動にバイクを使用した。 

・休日は車の代わりに５０ｃｃバイクで移動。 

・極力車両を使用しないで移動した。(原付使用)  

・通勤をバイクにして取り組んでいる。 

◆【相乗り】 

・ノーマイカーは２回とも相乗り。 

・現場に相乗りで行く。 

・各個人、家族でも単独行動が多いので買い物などで
相乗りする。 

・飲み会の帰りに同じ方向の人とタクシーの相乗りを
する。 

◆【軽自動車に】 

・可能な限り普通車から軽自動車を利用。 

◆【公共交通機関】 

・公共交通機関を利用する。 

・出張や社用外出の移動では極力公共交通機関を使用
する。 

・出張時に公共交通機構を利用した。 

◆【その他】 

・車の使用を控えた。 

・休日は自宅にあるハイブリッドカーを使用。 

・転居したが、車の必要性が無いと判断し購入しなか
った（一家１台でやりくりしている）。 

・ノーマイカーの範囲を取り決めた。 

・近隣に公共交通機関が少なく、通勤時のノーマイカ
ー実施は困難でしたが、土日は車を使わないように

工夫してもらいました。 

・月に一度はプールカーができるように対応している。 
 

◆タイヤの空気圧調整◆◆◆◆◆◆◆ 

・ガソリンスタンドでガソリン給油時にタイヤ空気圧
を毎回チェックしてもらった。 

・タイヤの空気圧は、普段から月に２回行っている。 

・月に１回はタイヤの空気圧チェックを行う。 

・タイヤの空気圧は毎月点検している。 

・車の空気圧は月に1回おこなっている。 

・給油をした時に何回かに一度は空気圧をチェックし
ている。 

・給油の際、こまめにタイヤの空気圧を確認するよう
にした。 

・タイヤの空気圧は、点検時やスタンドで確認しても
らっている。 

・給油時にタイヤの空気圧をチェックする習慣づけ。 

・空気圧を常時点検する。 

・タイヤの空気圧の確認をこまめに行う。 

・一斉行動をきっかけに、家族の車も点検できた。 

・タイヤ空気圧を高めにする。 

・タイヤ空気圧は、若干高め（５％程度）にすること
で更に燃費向上に。 

・１００円ショップでタイヤ空気圧のケージを購入し
た。 

・タイヤの空気圧は、抜けにくい窒素を入れている。 

 

◆冷蔵庫の整理整頓◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆【整理】 

・冷蔵庫の食材が週末にはむほぼすべてを使い切り、
空っぽに近い状態で新しい食材を入れる。 

・燃えるごみの前日に冷蔵庫の整理をする。 

・冷蔵庫内の不要なものを処分した。 

・冷蔵庫内を整理する良い機会となった。 

・冷蔵庫内には可能な限り在庫を持たない様にした。 

・家族で子供たちと一緒に冷蔵庫の方付けをした。 

・専用の冷凍庫が有り、何時のものだかわからないも
のが入っており、綺麗に方付が出来た。 

・この機会に冷蔵庫内の整理をして古い食材を片付け
ることができました。 

・冷蔵庫内の賞味期限切れの物等を思い切って廃棄し、
収納場所を整理することで使い勝手もよくなった。 

・冷蔵庫の整理ができました。 

・思い切って冷蔵庫内の古いものを処分、整理した。 

・冷蔵庫の食材を食べ尽くした。     

・食材の使いきり（計画的な購入）。 

・食材を使い切る。 

・冷蔵庫内に保管されている常温保管物（調味料など）
は常温保管として外へ出した。 

・冷蔵庫に無駄な食材を入れない。 
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・冷蔵庫を土・日に整理する。 

・我が家には冷凍庫があり、冷凍食品を冷凍専用に移
動しました。 

・冷蔵庫を1台に減らした。 

・家庭の冷蔵庫を２個使用していたが、一つに統一し
た。 

◆【整頓】 

・冷蔵庫内には詰め込みすぎないようにした。 

・冷蔵庫の中を整理し、冷気が全体にいきわたるよう
にした。 

・冷蔵庫の入れる場所を決めている。 

・冷蔵庫内の収納状態を取り出しやすいようにした。 

・冷凍のものはなるべく冷凍庫に入れるようにし、冷
蔵庫には物をたくさん入れないように心がけている。 

・冷蔵庫に購入が必要なものをメモを貼り、在庫確認
して買い物に行くことで無駄がなくなった。 

・賞味期限などを確認して、出しやすいように整理。 

・冷蔵庫への食材・調味料を朝用と夜用に分け管理。 

・冷蔵庫の整理とともに、除菌清掃を実施。 

・毎朝、冷蔵庫内確認、整理整頓。 

・記入できる食材に日付を記入した。 

・冷蔵庫内を整理する際、タッパーに入れ識別した。 

・冷蔵庫内の隙間多めに。 

・冷蔵庫は毎晩在庫チェック、食材は金属トレー等に
入れてよく冷えるようにしている。 

・冷蔵庫内のチェックをこまめに行う。 

・冷蔵庫の整理整頓にあわせて、食材の購入はメモを
したものだけにしました。 

・冷蔵庫は詰め込み過ぎないよう常に整理している。 

・冷蔵庫内での食品の置き場所を決めた。 

・野菜は立てて保存（日持ちが良いらしい）。 

・週末は冷蔵庫内が明るくなるよう整理している。 

・在庫管理の徹底。 

・冷蔵庫内を見やすくして、物がすぐ出せるようにす
る。 

・普段から冷蔵庫内を整理している。 

・冷蔵庫から品物を出すとき先入先出方法で使用。 

・冷蔵庫内の整理をしてよく使うものとそうでないも
のを区切ってみた。 

◆【開閉など】 

・冷蔵庫の開け閉めの回数を少なくする。 

・冷蔵庫の開け閉めは早くする。 

・冷蔵庫の扉は短時間で閉めるように心がけている。 

・冷蔵庫の戸はすぐ閉める。 

・冷蔵庫の整理・開閉時間など、子供たちとも話をす
ることが出来た。 

・冷蔵庫内の温度を調整。 

・冬場の庫内温度設定変更。 

・冷蔵庫の温度設定を「弱」へ切り替えた。 

・冷蔵庫の扉と棚の間にビニールカーテンをつけた。 

・冷蔵庫の扉内側にカーテンを付けて冷気逃げを防止
している 

・冷蔵庫の冷気漏れを防ぐビニール･カーテンを付けて
いる。 

・冷蔵庫内にカーテン付け、段ごとの仕分けた。 

・野菜・食べ物の地産地消、ヨーグルトなど加工食品
のハンドメイド（フードマイレージ、エネルギーの
削減） 

・余分なものは買わない。 

・食材は必要以上に購入しない。 

・食材は、使い切れる量を購入する。 

・まとめ買いは控えて、必要な物だけの買い物を心懸
ける。 

・買い物しすぎに気を付けて、冷蔵庫の中身を確認し
てから必要なものを買うようにしている。 

・食品を選ぶ際はなるべく地元の食材、食品を選ぶ。 

・牛乳パックや食品トレーのリサイクル。 

・製氷機能のスイッチオフ。 

・食品の買い物も最低限に抑える。 

・冷蔵庫への保存は、熱を冷ましてから入れる。 

 

◆一斉行動以外の取り組み◆◆◆◆◆ 

 
◇ごみの分別・削減◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

◆【ごみの分別・削減】 

・ゴミの分別の徹底。 

・ゴミの分別をこまめに行っている。 

・適切なゴミの分別。 

・ゴミを少なくするように。 

・ごみの削減（再利用を心掛け、特に生ごみは畑に埋
めて減らす）分別の徹底。 

・なるべく燃やすごみを削減する。 

・残飯などは畑に埋めて、燃やすごみを少なくしてい
る。 

・台所のゴミの削減。 

・生ごみの自家処理。 

・生ごみの堆肥化。 

・分別してリサイクル出来るものは再資源化へ。 

・リサイクルにまわせるものは出来る限り持込してい
ます。 

・店頭資源リサイクルステーションへの持ち込み。 

・リサイクルできるトレーは店の回収ＢＯＸへ入れる。 
・牛乳パックを回収場所へ持ち込む。 

・古紙・古着はリサイクルボックスに出す。 

・ペットボトル及びキャップを回収BOXへ入れる。 

・ペットボトルのラベルとキャップを外して分別して
捨てる。 

・ペットボトルの再利用。 

・ペットボトルのリサイクル。 

・紙のリサイクル。 

・古紙のリサイクル。 
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・机上へ使用済封筒を置き小さな紙も全て資源に回す
様徹底してゴミを出さない工夫。 

・広告、カレンダーをメモとして活用。 

・牛乳・調味料(ケチャップ・ソース等)はリユース瓶
の物を使用している。 

・ゴミは持ち帰る。 

・ごみを分別していっぱいになるまで入れる。 

・シャンプーや芳香剤は詰め替えのある商品を買うよ
うにしています。 

◆【エコバッグ】 

・買い物にエコバックを使用する。【多数】 

・買い物の際にはエコバックを持参し使用する。 

・エコバック 常時携帯。 

・レジ袋をもらわない。【多数】 

・レジ袋を断る。 

・コンビニでは、できるだけ袋をもらわない。 

・エコバックを車に常備する。 

・コンビニで温かい物と冷たい物と同じ袋で貰う。 

◆【マイボトル、マイ箸】 

・マイボトル・マイバック持参。【多数】 

・マイボトル、マイ箸を持参している。 

・ペットボトルを出さないようマイ水筒とした。 

・期間中、毎日マイボトルの持参に取り組んだ。 

・オフィスではマイカップを利用する。  

 

◇節電◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 

◆【こまめに消灯・電源ＯＦＦ】 

・こまめに電気を消す。 

・電気をこまめに消す。(センサーを付けて対応してい
る。) 

・不要な電気はこまめに消すようにしている。 

・こまめなスイッチオフ。 

・こまめな消灯。 

・各部屋の電気をこまめに消す。 

・こまめに部屋の電気を消したり、スイッチをオフ。 

・家庭でこまめに照明を消す、使用しないコンサント
への差し込みは抜く。 

・使用している自分の部屋以外はこまめに消灯する。 

・こまめに部屋の電気を消灯する。 

・使用しない照明等こまめに切る。 

・家の中の照明をこまめに消す。 

・照明をこまめに消した。 

・自宅の照明のこまめな調節。 

・家の電気、照明をこまめに切る。 

・家庭内照明をこまめに消しています。 

・電気を点けっぱなしにせず、こまめに点けたり消し
たりする。 

・こまめに消灯、不要な照明は気づいたら消すよう心
掛けている。 

・パソコンをこまめに切る。 

・不要な照明を消す。 

・電気をつけっぱなしになりがちな箇所は人感センサ
ー付照明に変更。 

・待機電力のカット。 

・テレビは主電源をOFFしている。 

・使用しない器機のコンセントを抜き、待機電力の消
費を防ぐ。 

・使用しないところはコンセントを抜く。 

・電化製品で使っていない時は主電源を切る。 

・テレビなどスタンバイから主電源を切る様に努めて
いる。 

・外出時、必要最小限の電源以外ＯＦＦしている。 

・家庭内不在時にはできる限り電源を切る。 

・タイマーの使用で家電使用時間のコントロールをす
る。 

・無駄な電気は消す。 

・エアコンは効率的に使えるように時間を決めていま
す。ホットカーペットも決めています。 

・日中のトイレ、浴室使用時に照明器具を使わない。 

・こたつは就寝の１時間前には電源を切り、余熱利用
する。 

・公私とも無駄に電気を使わない様、節電に努めた。 

・不要な電源を切る 

・不要な電灯の消灯に努める。 

・早めかつ不必要電灯の消灯。 

・使用しない電気器具のコンセントを抜く。 

・感知式電灯への切り替え。 

・コンセントを使わない時は、電源から抜く。 

・家での人がいない場所の消灯。 

・待機電力のカット。 

・空調しすぎない。 

・主電源ＯＦＦ 

・ＴＶや洗濯機のコンセントを抜いた。 

・使用しない電化製品の待機電力カット。 

・電気は使用しなければすぐに消し、コンセントから
抜く。 

・部屋の照度調整。 

・自宅の電灯を一段階落とす。 

・照明器具は必要のない所は点けない。 

・エアコンの温度設定を見直した。 

・寒くなってきたので暖房を使用するときはこまめに
スイッチを切ったりしています。 

・自宅の照明はこまめに消し、付けっ放しにしない。 

・センサー型の電気に交換した。 

・電源はオートＯＦＦ機能のついたものを購入する。 

◆【ＬＥＤへ】 

・部屋の照明を使用せず、ＬＥＤスタンドを使用して
いる。 

・電球等をＬＥＤに変更、こまめなON,OFF。 

・電球のＬＥＤ化。 

・照明をＬＥＤに替えた。 

・ＬＥＤ器具に少しずつ交換している。 

・白熱球はＬＥＤ化。 
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・電球をＬＥＤ球に交換した。 

・電球が切れたものからＬＥＤに変更しています。 

・電球交換の時に、ＬＥＤや省エネタイプに交換。 

・会社の機械室・天井蛍光灯をＬＥＤに１３灯替えた。 

◆【深夜電力】 

・夜間の電気使用できるものは昼間等から切り替えて
いる（洗濯、食洗機など）。 

・出来るだけ深夜電力を利用した家事。 

・深夜電力で安くなる時間に朝方部屋のエアコンをタ
イマーでつけて温まる。 

・２３時過ぎに洗濯をする。 

・深夜電気を利用した家事や暖房。 

・ＰＭ１１時以降に食洗機を回しＡＭ７時までに洗濯
を終えるようにして電気代を安くしている。 

・夏場は朝7時前に掃除機・洗濯をし深夜電力を使用。 

・ポットのお湯は深夜電力で沸かしています。 

◆【ライフスタイル】 

・家電リストラ（電気こたつ 電子レンジ・オーブン 
炊飯器等）。 

・なるべく家族全員、同じ部屋で過ごし、人のいない
部屋の電気は消す。 

・なるべく家族と同じ部屋で過ごし、使わない部屋の
電気を消す。 

・最小限の照明により生活する。 

・テレビの視聴時間を毎日１時間減らす。 

・就寝を早くした。 

・照明の時間を少なくするために、早めに寝る。 

・早めの消灯。 

・夜10時消灯。 

・22時までに寝る。（22時のライトダウン） 

・冷房を使わない。 

・エアコンを使用しない。 

・エアコンはなるべく使わないよう心掛けている。 

・冷暖房器具の使用を最小限にした。 

◆【こんな工夫】 

・電気ケトルをやめて、電気を使わないガラスマホー
ビンにした。 

・外灯をソーラーライトにかえた。 

・電気器具（湯沸かし器、ドライヤー等）は使用時間
を短くするよう努めている。 

・定期的にエアコンを掃除する。 

・トイレへ便座カバーを付ける。 

・トイレの便座の蓋をした(暖房便座)。 

・エレベーターを利用せずできるだけ歩く。 

・自動ドアを利用しない。 

・炊飯器の保温は使わない。 

・カテエネにより電気使用料の確認をする。 

・配水管の凍結防止等に節電アダプタを取り付けた。 

・電気の契約内容を確認した。 

・就寝時の暖房を湯タンポにして節電。 

・ノー残業デーとして、水曜日に事務所内の一斉消灯
を行った。 

・工場として休み時間などのこまめな消灯、構内未使
用区域の消灯を実施しています。 

 

◇エコドライブ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 

◆【燃費】 

・車の運転で必要以上に速度を出さない。 

・エコ運転をしている。 

・一定のスピードで運転する。 

・ガソリンの給油は、必要最小限としている。満タン
90L⇒10～15L。 

・車のプラグ点検とエアクリーナーの洗浄。 

・車の運転中アクセルワークを穏やかにする。 

・車を運転する際、急発進、急ハンドル、急ブレーキ
を極力減らし燃料使用量 減少。 

・遠出をする際、エコ走行に心がけている。 

・アイドリングストップを励行。 

・エンジンがなるべく回らないようなアクセルワーク
を心がける。 

・ECOモードで運転し、20％ガソリンを節約した。 

・急加速、急減速を控え、エコ運転を実施した。 

・車のエンジン回転数を2000ｒ/min以上に上げない。 
・運転時ecoマークの点灯を意識した運転。 

・車運転、低加速、低速、車間５０ｍ。 

・エコドライブ（急加速、急発進、急ブレーキをしな
い）の実施をした。 

・急発進、急加速をしないエコドライブ。 

・車の運転は常にエコモードにて実施。 

・急発進、急加速はしない。 

・自動二輪車通勤でもアイドリングストップ。 

・運転時、ゆっくり発進、早めに減速。 

・アイドリングストップに取り組んだ。 

・信号から発進する時、いきなりエンジンを踏み込ま
ず徐々に加速しています。 

・エンジンオイルの交換。 

・車のエアコンを使わない。 

・通勤に公共機関を利用するのが困難であるため、マ
イカー使用時にアクセルペダルを必要以上踏み込ま
ないように心がけた。 

・ふんわりアクセルでエコ運転を心がけている。 

・車の運転時、安全運転に心がけ、急発進・急ブレー
キをしないようにする。 

・急発進・急ブレーキをしない。 

・交差点でのアイドリングストップ。 

・アイドリングの時間に気をつける。 

・車のアクセルは踏みすぎないようにした。 

・法定速度で走るように心がけています。 

・アイドリングを短めにする。 

・常にエコモードで走行している 

・アイドリングストップを励行している。 

・車の急加速・急ブレーキをしない。エコスピードで
の運転。 
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・エコカー点検を受けました。 

・車のエアコンのＯＮ・ＯＦＦの区別。 

◆【ハイブリッド車で】 

・ハイブリッド車に乗る。 

・ハイブリッドカーで、EV走行を心掛けている。 

・ハイブリッド車のメーターを意識し運転している。 

・通勤車両をハイブリッドカーに乗り換え。 

・エコカー（ハイブリット車）を選択。 

・普段はハイブリット車に乗る。 

・ハイブリッドカー使用。 

・燃費の良い車に買い替えた。 

◆【積載】 

・車に荷物も極力積まないようにしている。 

・自動車に不要な荷物を載せない。 

・車内の整理を行い、総重量を減らし燃費削減。 

・車内整理し車重を減らし燃費向上。 

・車載荷物を減らした。 

・車内の荷物の整理（重量を軽くした）。 

・車に余分な荷物を載せないようにしている。 

・不用品は車に乗せない。 

・車内の不要品を整理しました。 

・満タン給油しない。 

・ガソリンを満タンにしない。 

・車（自家用車）の燃料は、いつも満タンにせず半分
にして燃費向上！ 

 

◇省エネ・省資源◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 

◆【節水】 

・洗濯に風呂の残り湯を利用。 

・風呂水の洗濯利用。 

・風呂の残り湯を洗濯に使用する。 

・毎日の洗濯にお風呂のお湯を使用している。 

・お風呂や水洗い等、水量を減らし節水に努めている。 

・風呂の残り湯を洗濯に利用する。 

・洗濯はまとめて行う。 

・トイレの貯水タンクにペットボトルに水を入れて置
き節水。 

・使用水量削減のため、食洗機導入。深夜電力の利用。・
風呂の残り湯ですすぎも行う。 

・水道の蛇口の所へレバーについて注意の貼り紙をし
た。 

・家族への水道レバー使用方法の徹底（水のみ）。 

・少しの水道利用時にも、右（水）側で利用するよう
に家族に徹底した。 

・水道のレバーは常に水側にしている。 

・水道水を使うとき、レバーの位置に注意するように
なりました。 

・家の水道の元を少し閉めて、出る水の量を減らすよ
うにしている。 

・水道蛇口のシャワー化。 

・シャワーを出しすぎないよう気をつけている。 

・台所の排水の一部を花壇の水やりに活かす。 

・井戸水の利用。 

◆【入浴】 

・家族で近くの温泉に行く。 

・入浴時間をまとめたり、早く寝たりしている。 

・風呂は続けて入る。 

・入浴は家族連続で入る。 

・薪風呂の使用。 

・家族でお風呂の時間を集中する。 

・太陽熱給湯の利用、風呂は続けて入って追加給湯を
抑える。 

・風呂の時間を空けない。 

・家族入浴時の間隔を空けない。 

・家族で早くお風呂に入り、早く寝る。 

◆【冷房・暖房】 

・窓ガラスを２重ガラスに変更。 

・薪ストーブによる暖房。 

・暖房に頼らず衣服で調節する。 

・日差しがある時は、外で暖をとる。 

・室温の調整をこまめに切り替える等、家庭でも行っ
た。 

・厚地のカーテンに変える。 

・寒いときは厚着、暑いときは薄着。 

・早めにカーテンを引く。 

・暖房費節約のため、玄関内側に厚手のカーテンをつ
けた。 

・発熱素材のインナーで室温を少し下げて過ごしてい
ます。 

・室内の窓に冷気を防ぐ保温（断熱）シートを置いて
いる。 

・窓にプチプチを貼り、部屋の熱が逃げないようにし
た。 

・室温調節用のカーテンを使用。 

・エアコンを控え、湯タンポや毛布を活用。 

・厚着をする。 

◆【ライフスタイル】 

・必要最低限の物にして整理整頓する。（物を探す時間
の節約になる。） 

・早寝早起き。 

・無くても済むものは持たない 

・家では１部屋に集まって生活する。 

・夜、家族でできるだけ一部屋(居間)にいて、過ごし
た。 

・家族で１部屋で生活し、就寝時間も差がないように
した。 

・買い物では、なるべく地元産を選ぶ。 

・買い物しすぎに気を付ける。 

・家族で一つの部屋で過ごすように努力する。 

・無駄なものは買わない。 

・早めの就寝。 

◆【こんな取り組みも】 

・新聞記事から参考にできる取り組みを探している。 
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・半分以上の余白のある裏紙は、半分片面印刷時に使
用している。 

・裏紙等を利用し、新しい紙をなるべく使わないよう
に心掛けている。 

・太陽光発電を設置した。 

・掃除は重曹使用。 

・鍋の汚れは重曹に含ませてふき取る。 

・緩衝材の再利用。 

・周辺美化活動。 

・できる限り裏紙を利用する。 

・自宅でも裏紙を使用する。 

・ホッチキスの使用を控える。 

・無駄なカラー印刷を控える。 

・食洗器を深夜に使用する事で省エネを行っている。 

・太陽光発電にした。 

・新聞折り込みチラシをごみ箱として変形させ再利用
している。 

 

◆ご意見･ご感想、メッセージ◆◆◆◆ 
・今回の一斉行動週間中は、職場の中から活動につい
ての会話が聞かれました。 

・今まで意識していなかったことに気づき、行動がで
きてよかったと思います。 

・また、実施方法について書かれた欄の豆知識が好評
でした。 

・女性社員が少ないため、冷蔵庫の整理整頓は低調に
なってしまいました。 

・このような取り組みがあったので、冷蔵庫の開閉を
意識することができた。 

・久しぶりに徒歩で出勤しました。少し寒かったです
が、気持ちがよかったです。 

・ルームエアコンを新設しましたが最近のものは無駄
がなく、電気量も確認でき、エコ活動には見やすく、
子どもたちにもわかりやすいようでした。 

・冷蔵庫の整理整頓を行ったところ、賞味期限の切れ
た物があり、冷蔵庫のスペースが広がり、これによ
り消費電力も変わるのではという声が聞けた。 

・寒くなる季節に向かうが、意識して歩くよう実践し
継続したい。 

 

・エコ通勤や通学の為に自転車専用道路が整備される
とありがたい。 

 

・会社から万歩計を支給して頂いたので少しでも歩こ
うと意識しています。 

 

・ノーマイカー調査について、前回の２０１６年冬の
行動は通勤に限らず買い物も含まれていた。 

・どちらかに統一を希望します。今回休日の買い物に
車以外を使った方がカウントしていました。 

・弊社の立地上、相乗り意外の取り組みは難ありです
が買い物等が入ると取り組みやすくなります。 

・出来ればこちらに統一していただきたいと思います。 
 

・ノーマイカーの代替手段にバイクがないのはなぜか。 
 


