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持続可能な社会 

小学校３・４年生用 …1～2ページ 
小学校５・６年生用 …1～2ページ 
中学生用 …①～②，３５ページ 

 
■持続可能な社会 

1987（昭和 62）年の国連「環境と開発に関する

世界委員会」（ブルントラント委員会）報告書の「持

続可能な開発」という概念を受けて，「環境基本法」

（平成５年法律第 91号）及び累次の環境基本計画

が指し示してきた基本的な方向性のこと。 

 

●持続可能な開発（Sustainable Development） 

「将来の世代の欲求を満たしつつ，現在の世代の

欲求も満足させるような開発」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■持続可能な開発のための教育（ESD：Education 

for Sustainable Development） 

ESD とは，現在，世界で起こっている環境，貧

困，人権，平和，開発といった現代社会の課題を自

らの問題として捉え，身近なところから取り組むこ

とにより，それらの課題の解決につながる新たな価

値観や行動を生み出すこと，そして，それによって

持続可能な社会を創造していくことを目指す学習

や活動のこと。 

持続可能な開発のためには，我々の思考と行動の

変革が必要であり，教育はこの変革を実現する重要

な役割を担っています。 

持続可能な開発の実現に向けた教育の重要性を

踏まえ，日本の提唱により，2005年から 2014（平

成 17 年から 26）年までの 10 年間を「国連持続

可能な開発のための教育の 10年（DESD：Decade 

of Education for Sustainable Development」と

することが 2002（平成 14）年の第 57 回国連総

会において満場一致で決議されました。 

  

西暦 持続可能な開発等の動き ESDの動き 

1987
年 

環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員
会) 
※報告書「我ら共有の未来」発表。「持続可能な開発」
という概念が，取り上げられる。 

 

1992
年 

環境と開発のための国連会議（地球サミット，リオ・
サミット） 

 

2000
年 

ミレニアム開発目標（MDGｓ） 
※2000～2015年の国際開発目標 
「万人のための教育（EFA：Education for All)」の
実現に向けた「2015年までの初等教育の完全普及」
を含む 8テーマを，国際開発目標として設定。 

 

2002
年 

持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブル
グ・サミット） 
※地球サミット（リオ）から 10年後の 2002年に開
催。日本が「持続可能な開発のための教育（ESD)の
10年」を提案。 

 

2005
年 

 国連持続可能な開発のための教育の 10 年（2005～
2014）年 

2012
年 

国連持続可能な開発会議（リオ＋20） 
※地球サミットのフォローアップ会合。「国連 ESDの
10 年の終了年（2014 年）を超えて ESD を推進す
る」ことが合意。成果文書「我々が望む未来」に，ESD
が盛り込まれる。 
また持続可能な開発目標（SDGｓ）をつくり，ポスト
2015年開発アジェンダに統合することを決定。 

 

2014
年 

 

ESDに関するユネスコ世界会議 
※国連 ESD の 10 年の活動を振り返るとともに，
2015年以降の ESD推進方策について議論を行う。 
国連 ESD の 10 年の後継プログラムとして，グロー
バル・アクション・プログラム（GAP：Global Action 
Programme）を承認。 
2014年 12月の国連総会で GAPを採択。 

2015
年 

持続可能な開発目標（SDGｓ：Sustainable Development Goals） 
※持続可能な開発の 3つの側面（経済・社会・環境）に，統合的に対応し，先進国・途上国を対象とする普遍
的目標 （MDGｓは途上国のみを対象）。その目標の１つに ESDが含まれている。 
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■持続可能な開発目標（SDGs） 

SDGs は先進国を含む国際社会全体の開発目標

として，「誰ひとり取り残さない」社会の実現を目

指し，経済・社会・環境をめぐる広範な課題に取り

組む開発目標として，2015（平成 27）年に開催さ

れた国連サミットにおいて採択されました。 

「13 気候変動への具体的な対策を」などの 17

のゴールと 169 のターゲットが示されており，ゴ

ール 13を達成するため，様々な地球温暖化対策を

行う必要があります。 

 

●17のゴール 

１ 貧困をなくそう 

  あらゆる場所で，あらゆる形態の

貧困に終止符を打つ。 
 
２ 飢餓をゼロに 

  飢餓に終止符を打ち，食料の安定

確保と栄養状態の改善を達成する

とともに，持続可能な農業を推進す

る。 
 
３ すべての人に健康と福祉を 

  あらゆる年齢のすべての人々の健

康的な生活を確保し，福祉を推進す

る。 
 
４ 質の高い教育をみんなに 

  すべての人々に包摂的かつ公平で

質の高い教育を提供し，生涯学習の

機会を促進する。 
 
５ ジェンダー平等を実現しよう 

  ジェンダー平等を達成し，すべて

の女性と女児のエンパワーメント※

１を図る。 
 
６ 安全な水とトイレを世界中に 

  すべての人々に水と衛生へのアク

セスと持続可能な管理を確保する。 
 
７ エネルギーをみんなにそしてクリ

ーンに 

  すべての人々に手ごろで信頼で

き，持続可能かつ近代的なエネルギ

ーへのアクセスを確保する。 
 
８ 働きがいも経済成長も 

  すべての人々のための持続的，包

摂的かつ持続可能な経済成長，生産

的な完全雇用およびディーセント・

ワーク※２を推進する。 
 
９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

  レジリエント※３なインフラを整備

し，包摂的で持続可能な産業化を推

進するとともに，イノベーションの

拡大を図る。 

10 人や国の不平等をなくそう 

  国内および国家間の不平等を是正

する。 
 
11 住み続けられるまちづくりを 

  都市と人間の居住地を包摂的，安

全，レジリエント※３かつ持続可能に

する。 
 
12 つくる責任つかう責任 

  持続可能な消費と生産のパターン

を確保する。 
 
13 気候変動に具体的な対策を 

気候変動とその影響に立ち向かうた

め，緊急対策を取る。 
 
14 海の豊かさを守ろう 

海洋と海洋資源を持続可能な開発

に向けて保全し，持続可能な形で利

用する。 
 
15 陸の豊かさも守ろう 

陸上生態系の保護，回復および持続

可能な利用の推進，森林の持続可能

な管理，砂漠化への対処，土地劣化

の阻止および逆転，ならびに生物多様

性損失の阻止を図る。 
 
16 平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発に向けて平和で包

摂的な社会を推進し，すべての人々

に司法へのアクセスを提供すると

ともに，あらゆるレベルにおいて効果

的で責任ある包摂的な制度を構築す

る。 
 
17 パートナーシップで目標を達成

しよう 

持続可能な開発に向けて実施手段

を強化し，グローバル・パートナー

シップを活性化する。 
 
※１ エンパワーメント（関係者に権限の付与や各種支

援を行い，目標の達成のための自律的な行動を促す

こと。） 

※２ ディーセント・ワークス（働きがいのある人間ら

しい仕事。） 

※３ レジリエンス（強靭さ，抵抗力，耐久力，回復

力，復元力などと訳され，災害などの外的なストレ

スに対してしなやかに対応し得る能力を指す。） 
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地球温暖化の原因 

小学校３・４年生用 …3～4ページ 
小学校５・６年生用 …3～8ページ 
中学生用  …９～1２ページ 

 
■地球温暖化の原因 

地球の表面にある大気には，二酸化炭素（ＣＯ2）

やメタンなどの微量ガスが存在し，太陽からもたら

された熱の一部を逃がさず，地球上の生物が 住み

やすい 気温（平均 15℃前後）を保つ働きをしてい

ます。こうしたガスを「温室効果ガス」といいます。 

しかし，19世紀以降，産業が発達し，人間が石

油や石炭などの化石燃料を大量に消費するように

なると，二酸化炭素など大気中の温室効果ガスの量

が増えて，太陽からの熱をさらに逃がしにくくし，

地球の気温が上がりすぎてしまうことが明らかに

なってきました。これを「地球温暖化」といいます。 

地球温暖化を引き起こす温室効果ガスには，二酸

化炭素やメタン，一酸化二窒素，その他に様々なフ

ロン類などがあり，これらは私たち人間の様々な活

動の中で排出されています。 

温室効果ガスの中で地球の温暖化に最も影響を

与えているのは二酸化炭素です。温室効果ガス全体

の排出割合でみると，世界全体の約６割を，日本の

場合は９割以上を二酸化炭素が占めています。 

二酸化炭素は，石油や石炭，天然ガスなどの化石

燃料を燃やすことによって発生し，私たちの生活の

中からも毎日出ています。私たちが使っている電気

は，発電所で化石燃料を燃やして作っていますから，

電気を使うことは間接的に二酸化炭素を排出して

いることになります。 

 

■温室効果ガス 

メタン，一酸化二窒素，フロン類は，二酸化炭素

よりも高い温室効果をもっていますが，二酸化炭素

は排出量の割合が高くなっており，地球温暖化に最

も影響を及ぼしています。 

日本においては，9割以上が二酸化炭素となって

おり，世界と比べても非常に高い数値となっている

ことから，二酸化炭素を減らす取り組みが求められ

ています。 
 
温室効果ガスの種類別排出量（二酸化炭素換算ベース） 

 

●二酸化炭素（CO2） 

化石燃料（石油や石炭等）の燃焼など物を燃やす

と発生する。私たちの便利な生活に必要な電気など

のたくさんのエネルギーの多くは，化石燃料を燃や

すことで作られており，温室効果ガスの中でも二酸

化炭素の排出割合は一番多く問題となっている。 

 

●メタン 

CO2の約 25倍の温室効果をもつガス。 

天然ガスの主成分であり，よく燃える。物が発酵

することでも発生し，牛や馬などの家畜のゲップや

フン，廃棄物の埋め立て場からも発生する。 

 

●一酸化二窒素 

CO2の約 298倍の温室効果をもつガス。 

物の燃焼や窒素肥料の使用などで発生する。 

 

●フロン類（CFCs） 

CO2の約数千から 1万倍の温室効果を持つガス。 

自然界には存在せず，人間が作り出した便利なガ

スで，エアコンや冷蔵庫を冷やすためなどに使われ

ている。  

【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

から引用 

【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

から引用 
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【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

から引用 

■二酸化炭素排出の現状 

2019（令和元）年の我が国の二酸化炭素排出量

は，世界の 3.２％を占め，世界で 5 番目に多く，

一国でアフリカ諸国と同程度の排出を行っている

ことになります。 

また，一人当たりの排出量は 8.4トンで，アメリ

カやロシアなどと比べると少ないものの，アフリカ

諸国の約 9倍となっています。 

日本を含めた先進国は，豊かで快適な生活をする

ため，多くの資源やエネルギーを消費して二酸化炭

素を排出しており，発展途上国と比べると一人当た

りの排出量が多い傾向があります。 

 

 

 

■日本における二酸化炭素排出の現状 

国内の部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量

を見ると，大企業を中心とした施設・設備の省エ

ネルギー化により，産業部門が減少傾向にある一

方で，家庭や業務部門では，1990（平成 2）年度

と比較して増加しています。 

この原因は，世帯数の増加や，業務部門におけ

る空調・照明設備の増加及び営業時間の延長など

が考えられ，家庭や事業所における省エネルギー

の取り組みが重要となっています。 

国が策定した地球温暖化対策計画において，我

が国の温室効果ガス削減の中期目標は，国内の排

出削減・吸収量の確保により，2030年度におい

て，2013（平成 25）年度比 26.0％（2005

（平成 17）年度比 25.4％減）の水準に，また，

2020年度の温室効果ガス削減目標については，

2005（平成 17）年度比 3.8％減以上の水準にす

ることとしています。 

また，我が国のエネルギー起源二酸化炭素につ

いては，温室効果ガス排出量の約 9割を占めてい

ることから，我が国が一定の経済成長を遂げつ

つ，エネルギーの供給側における対策が所期の成

果を上げ，かつ，エネルギー需要側の各部門にお

ける対策が所期の成果を上げた場合に達成するこ

とができると試算される目安として，エネルギー

起源二酸化炭素を 2030年度において，2013

（平成 25）年度比▲25.0％の水準とする排出量

を設定しています。 

特に家庭部門においては，2005（平成 17）年

度と比較して 2016（平成 28）年度に唯一増加し

ており，対策の必要性が高くなっています。 

 
■2050年カーボンニュートラル 

我が国では，2020（令和 2）年 10 月に「我
が国は，2050 年までに，温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにする。すなわち，2050 年カー
ボンニュートラル，脱炭素社会の実現を目指す」
ことを宣言しました。 

2021（令和 3）年 4 月には，気候変動サミッ
トの場において，「日本の 2030 年度の温室効果
ガス排出を 2013 年度から 46%削減することを
目指す。さらに 50%の高みに向けて挑戦を続け
る」と表明しました 

 
エネルギー起源二酸化炭素の各部門の排出量の目安 

（単位：百万トン－ＣＯ２） 

  
 

2005年度 
実績 

2013年度 
実績 

2030年度

各部門の
排出量の
目安 

エネルギー起源
CO2 

1,219 1,235 927 

 
産業部門 457 429 401 

業務その他部門 239 279 168 

家庭部門 180 201 122 

運輸部門 240 225 163 

エネルギー転換部門 104 101 73 

【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

から引用 
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地球温暖化の影響（概論） 

小学校３・４年生用 …5～6ページ 
小学校５・６年生用 …5～6ページ 
中学生用  …3～8ページ 

 

■地球温暖化の状況と予測 

IPCC 第五次評価報告書（2013）によると，陸

域と海上を合わせた世界平均地上気温は，変化傾向

から計算すると，1880～2012年の期間に 0.85℃

上昇しています。 

下図の偏差の基準は 1961-1990 年平均です。

縦軸は 1961-1990年平均を 0℃としています。 

※黄色の線：英国気象庁による解析データ

（HadCRUT4） 

※薄オレンジの線：米国海洋大気庁国立気候デー

タセンターによる解析データ（MLOST） 

※濃オレンジの線：米国航空宇宙局ゴダード宇宙

科学研究所による解析データ（GISS）。 

詳細については，IPCC第 5次評価報告書特設ペ

ージ（第 1作業部会）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 

地球の年平均気温の上昇に関する予測は，各機

関・研究者で行われており，予測される上昇温度に

は幅があります。 

人為起源による気候変化，影響，適応及び緩和方

策に関し，科学的，技術的，社会経済学的な見地か

ら包括的な評価を行うことを目的として，1988 

年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）

により国連気候変動に関する政府間パネル

（ IPCC:Intergovernmental Panel on Climate 

Change）が設立されました。 

 

●IPCC第六次評価報告書（2021） 

IPCCの第六次評価報告書では，世界平均気温は、

1850～1900 年の気温と比べて、2011～2020

年で 1.09℃上昇したとしています。この期間の世

界平均気温は、数百年間にわたり温暖だった 6500

年前頃の推定気温と比べても高く、また、12 万

5000 万年前にあった最も温暖な時期と同程度の

ものだったと考えられるとしています。 

また、陸域では海面付近よりも 1.4～1.7倍の速

度で気温が上昇し、北極圏では世界平均の約 2 倍

の速度で気温が上昇するとしています。 

気温の将来予測について、21 世紀半ばに実質

CO2 排出ゼロが実現する温室効果ガスの排出が非

常に少ないシナリオ（水色線：SSP1-1.9）におい

ても 2021～2040年平均の気温上昇は 1.5℃に達

する可能性があるとしています。そして、温室効果

ガスの排出が非常に多いシナリオ（赤色線：SSP5-

8.5）においては、今世紀末までに 3.3～5.7℃の昇

温を予測しています。 

  

【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイ
トから引用 

【出典】温室効果ガスインベントリオフィス 
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイ
トから引用 
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■21世紀末に予測される日本への影響 ■地球温暖化によるその他の影響 

地球温暖化による気候変動は，既存のリスクを増

幅したり,私たちの生活や自然界に新たなリスクを

引き起こしたりすることが懸念されています。 

例えば，真夏日・熱帯夜の増加，真冬日の減少，

集中豪雨・ゲリラ豪雨の多発などによる農作物の不

作や洪水，土砂災害の増加などが考えられます。 

また，年降水量の変動幅が大きくなることで，大

雨の頻度が増加する一方で，渇水リスクが高まる可

能性があります。 

さらに，気温の上昇等が長期的な植生の変化や動

植物の生態・活動への影響をもたらすことが予測さ

れており，私たちの健康についても，熱中症患者や

デング熱等蚊媒介性感染症が広がるおそれがあり

ます。 

  

分類 影響 

気温 

気温 3.4～5.4℃上昇 

猛暑日 
年間日数の増加（特に，沖縄・奄
美では年間 54日程度増加） 

短時間強雨 
発生回数の増加（全国平均で 2倍
以上の回数となる。） 

災害 

洪水 
治水計画の目標となる洪水流量の
増加 

土砂災害 
表層崩壊や深層崩壊，土石流発生
頻度の増加 

水資
源 

水質 水質悪化 

生態
系 

ブナ 
白神山地（青森県・秋田県，世界
遺産）の適域が消滅 

藻場 
本州から九州沿岸のカジメの生息
不適域の拡大 

食糧 

コメ 品質低下リスクの増大 

畜産 
乳用牛の生産性の低下 
ブタ，ブロイラーの増体・肉質の低下 

健康 

熱中症 
救急搬送者数が増加，特に死者が
2倍以上に増加 

ヒトスジシ
マカ 

分布域が国土の約 4割から 75～
96%に拡大 

【出典】環境省 文部科学省 農林水産省 国土交通省 気象庁 
 気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 2018 
 ～ 日本の気候変動とその影響 ～ 
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地球温暖化の影響（気象） 

小学校３・４年生用 …9～10ページ 
小学校５・６年生用 …5～6ページ 
中学生用  …7～8ページ 

 

■福岡県における影響予測 

地球温暖化により自然環境や人間社会へ様々な

影響が予測，または既に確認されています。 

現状の対策のまま温室効果ガスの排出が続いた

場合(温室効果ガス濃度上昇の最悪ケース RCP8.5

シナリオ)，21世紀末に次のような影響がでると

予測されています。 

 

●年平均気温の上昇 

下の図表は，福岡管区気象台による，福岡県に

おける年および季節ごとの現在気候と将来気候の

平均気温，最高気温，最低気温の差を示したもの

です。これによると，将来気候は，年平均は約

4.1℃，最高気温は約 4.0℃，最低気温は約 4.2℃

上昇がみられます。季節で比較すると，平均気

温，最高気温では冬の上昇，最低気温では秋の上

昇が最も大きいとされています。 
 

福岡県の年平均気温の変化 

（将来気候の現在気候との差，単位：℃） 

 

 

 

 

 

●真夏日，猛暑日等の日数の増加 

下表は，福岡管区気象台による，福岡県におけ

る現在気候と将来気候の真夏日，猛暑日，熱帯

夜，冬日の日数の差を示したものです。 

将来気候の年平均では，真夏日は約 63 日，猛

暑日は約 35 日，熱帯夜は約 64 日増加し，冬日

は約 22 日減少がみられています。 

これらにより，例えば夏には，熱中症のリスク

の増大が懸念されます。 

 

福岡県の真夏日，猛暑日，熱帯夜，冬日の日数の変化 

（将来気候と現在気候との差，単位：日） 

 

 

福岡県の猛暑日の年間日数の変化 

（将来気候と現在気候との差，単位：日） 

  

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化
予測情報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化
予測情報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予
測情報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 
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●短時間強雨の年間発生回数の増加 

福岡管区気象台による，福岡県における現在気

候での大雨（日降水量 100mm 以上，日降水量

200mm 以上）と短時間強雨（1 時間降水量

30mm 以上：激しい雨，1 時間降水量 50mm 以

上：非常に激しい雨）の年間発生回数と将来にお

ける年間発生回数の変化（地域平均）は，下図お

よび表のとおりです。 

将来気候の年平均では，日降水量 100mm 以

上，日降水量 200mm 以上の大雨および 1 時間

降水量 30mm 以上，1 時間降水量 50mm 以上の

短時間強雨の年間発生回数は有意に増加すること

が予測されています。 

 

大雨，短時間強雨の発生回数 

（福岡県の地域平均） 

 日降水量 
100mm以上 

日降水量 
200mm以上 

1時間降水量 
30mm以上 

1時間降水量 
50mm以上 

年 0.8±1.6 0.4±0.5 1.1±2.0 0.6±0.9 

 

福岡県の大雨・短時間強雨の発生回数の変化 

（単位：回） 

 

21世紀末までの短時間強雨の年間発生回数の変化 

●無降水日数の年間日数の増加 

日降水量が 1㎜未満の日を無降水日といいま

す。下図は，福岡管区気象台による，福岡県にお

ける年および季節ごとの現在気候と将来気候の無

降水日数の差を示したものです。これによると，

年間の無降水日数は，将来気候では約 11 日増加

すると予測されています。特に，秋以外の季節と

年間日数は有意な増加となると考えられます。 

 

福岡県の無降水日数の変化 

（将来気候と現在気候との差，単位：日） 

 

下図は，現在気候と将来気候の無降水日の年間

日数の差の地域的な分布を示したもので，県内各

地で増加することが分かります。 
 
福岡県の無降水日の年間日数変化の地域分布 

（将来気候と現在気候との差，単位：日） 

※灰色の棒グラフ（左）は現在気候，水色の棒グラフ（右）
は将来気候。 縦棒は年変動の標準偏差 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予
測情報第 2 巻 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予測情
報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予測情
報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予測情
報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 

【出典】福岡管区気象台 九州・山口県の地球温暖化予測情
報第 2 巻（2019 年 5 月増補版） 
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地球温暖化の影響（生物） 

小学校３・４年生用 …7～8ページ 
小学校５・６年生用 …23ページ 
中学生用  …5～6ページ 

 
 
■地球温暖化による生物多様性への影響 

地球温暖化に伴う気候変動によって，植生や野

生生物の分布の変化等が既に確認されています。

将来もそのような影響がさらに進行することが予

測されており，人間が生態系から得ている様々な

恵み（生態系サービス）への影響も懸念されてい

ます。 

IPCCの第四次評価報告書では，世界平均気温

の上昇が 1.5～2.5℃を超えた場合，動植物種の約

20～30%において絶滅リスクが増加する可能性が

あることや，海面水温が約 1～3℃上昇すること

で，サンゴの白化現象の頻発と広範な死滅をもた

らすことなどが予測されています。 

日本においても，気候変動の影響と見られる例

が数多く報告されており，生物や生態系の分布が

北方あるいは高標高域に変化する現象（南限近く

のブナ林の衰退，高山植物群落の衰退，冷水魚の

分布の縮小，チョウの分布の北上など），生物の活

動の変化（サクラの開花，紅葉，鳥の産卵時期な

どの変化），サンゴの白化などが，最近数十年間で

顕著になっています。 

 

●性別が生まれた場所の気温によって決まるもの 

爬虫類のうち，ワニ，ほとんどの種のカメ，一

部のトカゲ類は地中に産みつけられた卵の胚発生

時の温度によって性が決定します。 

アカウミガメはレッドデータブック（絶滅のお

それのある野生生物の生息状況等をとりまとめた

資料集）で絶滅危惧 IB類に分類されており，絶

滅のおそれがあると言われています。福岡県内で

は福岡市東区，福津市，宗像市，岡垣町に分布

し，数は少ないが，福津市から岡垣町にかけて，

ほぼ毎年産卵しています。県内だけの上陸数で

は，顕著な減少はみられないものの，長期・広域

的な調査によると生息数は減少傾向にあります。 

 

●藻場の衰退，消失 

藻場は多くの水生生物の生活を支え，産卵や幼

稚仔魚に成育の場を提供する以外にも，水中の有

機物を分解し，栄養塩類や炭酸ガスを吸収し，酸

素を供給するなど海水の浄化に大きな役割を果た

しています。 

アラメ，クロメの生育上限水温は，それぞれ

29℃，28℃であるため，2013（平成 25）年

に，高水温の影響で福岡県を含む九州北部～山口

県に至る約 200kmの海岸線沿いで，アラメ，カ

ジメが茎の末端から流出して大量に打上げられ，

おそらく日本初の大規模かつ急激な藻場の衰退減

少が発生しました。 

 

■生物季節観測 

気象庁では，全国の気象官署で統一した基準に

よりうめ・サクラの開花した日，カエデ，イチョ

ウが紅（黄）葉した日などの植物季節観測（多く

は観察する対象の木（標準木）を定めて実施）を

行っています。 

観測された結果は，季節の遅れ進みや，気候の

違いなど総合的な気象状況の推移を把握するのに

用いられる他，新聞やテレビなどにより生活情報

のひとつとして利用されています。 

 

●気象庁 HP【生物季節観測に関する総合サイト】

の URL 

https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/ 

 

●統一基準の観測方法（例） 

・サクラの開花日：標本木で 5～6輪以上の花が

開いた状態となった最初の日。 

・サクラの満開日：標本木で約 80％以上のつぼみ

が開いた状態となった最初の日。 

 

◆サクラの開花日 

福岡県のサクラの開花日は 50年で 9.2日早く

なっています。 

サクラは前年の夏に花のもととなる花芽を形成

し，一旦休眠にはいります。花芽は冬の低温に一

定期間さらされると休眠から覚め（休眠打破），春

先の気温の上昇とともに成長し開花します。 

近年，サクラの開花日は早くなっていますが，

地球温暖化の影響により冬の低温を得られないと

休眠打破に至る時間が長くなり，開花が遅れた

り，さらには開花しない・満開にならない年が現

れる可能性もあります。 

 

福岡県のサクラの開花日の変化 

  

【出典】気象庁ホームページより作成 

2月24日

3月6日

3月16日

3月26日

4月5日

4月15日
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◆アブラゼミの初鳴日 

アブラゼミの初鳴日とは，アブラゼミの鳴き声

を初めて聞いた日をいいます。アブラゼミは北海

道地方から九州地方に広く分布し，市街地や山林

に出現し，午前及び 15時頃から夕刻に鳴くとい

われています。特徴は翅の色が茶褐で不透明で

す。鳴き声はジ，ジ，ジ，…，ジガジガジガと鳴

き続け，ギ・クツクツ・ギ・クツクツで終わると

いわれています。 

アブラゼミの初鳴は，６月上旬に沖縄地方から

始まります。７月上旬に九州地方の一部，７月 20

日に九州地方から東北地方の日本海側までと広い

範囲で聞かれるようになります。７月下旬に関東

地方から北海道地方で聞かれるようになります。 

 

アブラゼミ初鳴日の日にち 

（1981～2010年の平年値） 

 

◆カエデの紅葉日 

カエデの紅葉日とは，標本木全体を眺めたとき

に，大部分の葉の色が紅色に変わった状態になっ

た最初の日をいいます。イロハカエデは東北地方

南部から九州地方の山地に広く自生する落葉樹で

すが，秋の紅葉が美しいため各地の公園や庭園に

植えられています。カエデは主としてイロハカエ

デを標本木としますが，イロハカエデが生育しな

い地域では，ヤマモミジ，オオモミジ，イタヤカ

エデを観測します。イロハカエデは紅葉の他に

も，落葉日を観測しています。 

カエデの紅葉は，10月中旬から北海道地方で始

まります。11月 10日には東北地方北部に達し，

11月 20日には関東北部から北陸地方北部に達し

ます。11月 30日には関東地方，北陸地方，東海

地方，中国地方，四国地方，九州地方北部まで南

下します。12月上旬から中旬にかけて関東地方か

ら東海地方の太平洋側，近畿地方，九州地方南部

の地域に達します。 

 

 

カエデ紅葉日の日にち 

（1981～2010年の平年値） 

 

●生物季節観測の種目・現象の変更について 

気象庁は，２０２１（令和３）年１月から生物

季節観測を植物の６種目９現象を対象とした観測

に変更しており、アブラゼミの初鳴などの動物季

節観測は２０２０（令和２）年までの実施となっ

ています。 

＜気象庁の発表からの抜粋＞ 

生物季節観測は１９５３（昭和２８年）から全

国で統一した観測方法で開始し，２０２０（令和

２）年時点で，全国の気象台・測候所５８地点で

植物３４種，動物２３種を対象に，開花や初鳴き

等の現象を観測しています。 

しかし，近年は気象台・測候所周辺の生物の生

態環境が変化しており，植物季節観測においては

適切な場所に標本木を確保することが難しくなっ

ています。また，動物季節観測においては対象を

見つけることが困難となってきています。 

このため，気候の長期変化（地球温暖化等）及

び一年を通じた季節変化やその遅れ進みを全国的

に把握することに適した代表的な種目・現象を継

続し，その他は廃止することとします。 

ついては，生物季節観測は，令和 3年 1月より

次の 6種目 9現象を対象とします。 

〇 あじさいの開花 

〇 いちょうの黄葉・落葉 

〇 うめの開花 

〇 かえでの紅葉・落葉 

〇 さくらの開花・満開 

〇 すすきの開花 

  

【出典】気象庁ホームページ 

【出典】気象庁ホームページ 
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地球温暖化の影響（外来種・感染症） 

小学校３・４年生用 …なし 
小学校５・６年生用 …24ページ 
中学生用  …30ページ 

 
 
●感染症媒介蚊の生息域拡大 

ヒトスジシマカは，蚊媒介性ウィルス感染症の

媒介生物として，最も重要とされており，デング

熱やチクングニア熱を媒介します。ヒトスジシマ

カの分布域は，年平均気温 11℃以上の地域とほぼ

一致することが知られています。 

現在，ヒトスジシマカの分布域の北限は東北地

方北部であり，この北限が 1950年以降，徐々に

北へと広がっていることが明らかになっており，

2100年には北海道東部及び標高高地を除き，広

く日本で生息が可能になる可能性があります。こ

のため，蚊が媒介する感染症のリスクは高まりま

す。ヒトスジシマカ以外にも日本脳炎ウィルスを

媒介するコガタアカイエカ，デング熱を媒介する

ネッタイシマカなどの分布拡大や生息密度の増大

が予測されています。 

 

●竹林の雑木林への侵入拡大 

放棄竹林は現在では主に西日本で問題となって

いますが，気候変動が進むと，東日本や北日本で

も竹林が定着し，地域の生態系・生物多様性や里

山管理に悪影響を及ぼす可能性があります。 

現在は，東日本でモウソウチクとマダケの生育

に適した土地の割合は 35%であるのに対し，2℃

上昇で 51～54%，4℃上昇では 77～83％まで増

加し，北限は最大 500km進んで稚内に到達する

と予測されています。 

 

●農業に影響を与える農業昆虫の分布域拡大 

ミナミアオカメムシは，イネ，ムギ，ダイズな

どを寄主とする害虫で，1960年代の分布域は西

南暖地の太平洋岸に限られていました。しかし，

近年西日本から関東の一部にまで分布域が拡大し

ています。生息域は 1月の平均気温が 5℃以上の

地域とされており，気温上昇によってその北限が

北上しているとの報告があります。 

 

●国内由来の外来種 

外来種とは，もともとその地域にいなかったの

に，人間の活動によって他の地域から入ってきた

生物のことを指します。「外来種」という言葉を見

ると，海外から日本に持ち込まれた生物（国外由

来の外来種）のことを表すと思われがちです。し

かし，「在来種（本来の分布域に生息・生育する生

物）」でも，たとえばカブトムシのように，本来は

本州以南にしか生息していない生物が北海道に入

ってきた，というように日本国内のある地域か

ら，もともといなかった地域に持ち込まれた場合

には，「外来種」となり，もとからその地域にいる

生物に影響を与える場合があります。このような

「外来種」のことを「国内由来の外来種」と呼ん

でいます。 

 

●侵略的外来種 

また，外来種の中で，生態系，人の生命または

身体，農林水産業等への被害を及ぼす，または及

ぼすおそれのあるものを，特に「侵略的外来種」

といいます。 

「侵略的」というと，何か恐ろしい・悪い生物

なのかと思われがちですが，本来の生息地ではご

く普通の生物として生活していたものですので，

その生物自体が恐ろしいとか悪いというわけでは

ありません。たまたま，持ち込まれた場所の条件

が，大きな影響を引き起こす要因を持っていたに

過ぎません。 

 

◆福岡県侵略的外来種リスト 2018 

人体被害，産業への被害，在来種との交雑の有

無などの評価に基づき，県内に定着している外来

種（630種）のうち 275種及び県内に未定着で

あるが，今後侵入・定着し被害を及ぼす可能性が

高いと考えられる外来種 29種の合計 304種を侵

略的外来種として選定しています。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/si

nryakugairai.html 

 

●ワンヘルスについて 

COVID-19やよく知られた狂犬病をはじめ,近

年,国内外で大きな社会問題となった,新型インフ

ルエンザ,牛海綿状脳症（BSE）,鳥インフルエン

ザ,エボラ出血熱,そして同じコロナウイルスによ

る中東呼吸器症候群（ME R S）及び重症急性呼吸

器症候群（SARS）といった感染症は,動物に由来

し,人への感染力を獲得した「人と動物の共通感染

症」です。 

「人と動物の共通感染症」が,更に人から人に感染

する能力を獲得すると,ほとんどの人がまだ免疫を

持たないため,時に大規模な（世界的）流行（パン

デミック）となって,人類に甚大な危害を及ぼして

きました。 

このような事実は,私たちに,人の健康と動物

（家畜,愛玩動物,野生動物の別を問わず全ての動

物）の健康,そして環境の健康（健全性）は,生態

系の中で相互に密接につながり,強く影響し合うひ

とつのもの「ワンヘルス」（One Health）である

と教えてくれます。  
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地球温暖化の影響（災害） 

小学校３・４年生用 …23～24ページ 
小学校５・６年生用 …25～26ページ 
中学生用  …3～4ページ 

 

■自然災害 

福岡県では，古くから大雨や台風による河川氾

濫や土砂災害などが多く発生しており，最近では

「平成 29年 7月九州北部豪雨」や「平成 30年 7

月豪雨」が発生しています。 

 

●「平成 29年 7月九州北部豪雨」の被害状況 

2017（平成 29）年 7月 5日から 6日にかけ，

対馬海峡付近に停滞した梅雨前線に向かって暖か

く非常に湿った空気が流れ込んだ影響等により，

線状降水帯が形成・維持され，同じ場所に猛烈な

雨を継続して降らせたことから，九州北部地方で

記録的な大雨となりました。 

九州北部地方の 5日から 6日までの総降水量

は，多いところで 500mmを超え，同月の月降水

量平年値を超える大雨となったところがありまし

た。また，24時間降水量が朝倉市で 545.5mm，

大分県日田市で 370.0mmとなり，観測史上 1位

の値を更新するなど，これまでの観測記録を更新

する大雨となりました。 

この記録的な大雨により，福岡県，大分県の両

県では，死者 40名，行方不明者 2名の人的被害

のほか，1,600棟を超える家屋の全半壊や床上浸

水など，甚大な被害が発生しました。また，水

道，電気等のライフラインのほか，道路や鉄道，

地域の基幹産業である農林業にも甚大な被害が生

じ，発災直後には 2,000名を超える方々が避難生

活を送ることになりました。 

特に朝倉市内の筑後川右岸の支川において堤防

の決壊，大量の土砂や流木による河道埋塞等によ

り浸水被害が発生しました。中でも大きな被害と

なったのが朝倉市杷木松末地区・杷木星丸地区・

杷木林田地区などの赤谷川流域であり，流域に急

激に激しい雨が降ったために山地部で斜面崩壊や

土石流が発生し，これにより大量の土砂や流木が

中下流部まで流れ，河道閉塞と相まって多くの人

的被害・家屋被害が発生したものと考えられま

す。死者・行方不明者のうち，半数以上の 22名が

同市内の赤谷川流域内で被災したものと推定さ

れ，また，遭難場所として屋内が多かったことな

どが被害の特徴と考えられます。 

【出典】平成２９年 7月北部九州豪雨の被害状況と 

対応等について（内閣府） 
 
●自助・共助・公助 

我が国は自然災害が多いことから，平常時には

堤防等のハード整備やハザードマップの作成等の

ソフト対策を実施し，災害時には救急救命，職員

の現地派遣による人的支援，被災府県からの要請

を待たずに避難所避難者へ必要不可欠と見込まれ

る物資を緊急輸送するプッシュ型物資支援，激甚

災害指定や被災者生活再建支援法等による資金的

支援等，「公助」による取組を絶え間なく続けてい

ます。 

しかし，広域的な大規模災害が発生した場合に

は，公助の限界についての懸念も指摘されていま

す。事実，阪神・淡路大震災では，家族も含む

「自助」や近隣住民等の「共助」により約 8割が

救出されており，「公助」である救助隊による救出

は約 2割程度に過ぎなかったという調査結果があ

ります。今後，国民一人一人が災害を「他人事」

ではなく「自分事」として捉え，防災・減災のた

めの具体的な行動を起こすことが重要です。 

減災のための具体的な行動とは，地域の災害リ

スクを理解し，避難経路の確認や食料の備蓄等によ

る事前の「備え」を行うことなどが考えられます。ま

た，多発する水害等から身を守るためには，ハザード

マップ等により地域の災害リスクを適切に理解したう

えで，自治体から発令される避難指示等の情報を踏ま

えて，早期に避難することが重要です。 

【出典】令和２年版防災白書（内閣府） 

 

◆「平成 29年 7月九州北部豪雨」の自助・共助 

今回の災害の被災地は，「平成 24年 7月九州北

部豪雨」の経験から防災への意識が高く，地区ご

とに事前から自主防災マップが作成されていたこ

と，避難時の要支援者と支援者の名簿作成や避難

訓練等が実施されていたこと等が被害の軽減に寄

与したと考えられています。 

朝倉市では，行政と住民の協力による市内全地

区の「自主防災マップ」が 2014（平成 26）年度

までに作成・全戸配布されていたこと，住民によ

る地域の危険箇所等の確認や避難場所の周知がで

きていたことにより，避難場所への避難行動がと

られていました。 

東峰村では，各地区で平常時に自治体から提供

された避難行動要支援者名簿の情報を基に，避難

行動要支援者支援計画が作成されており，当該支

援計画による避難支援等が行われました。また，

2015（平成 27）年度から年 1回（2016（平成

28）年度からは毎年 6月），村民を対象とした避

難訓練が実施されており，村民の約半数が参加し

ていました。今回の災害の直前にこの避難訓練が

実施されていたことも住民の円滑かつ迅速な避難

につながったと考えられています。 

大分県日田市では，地域の防災力の強化に向

け，自主防災組織等の地域防災の要となる組織や

リーダーの育成に取り組んでいました。こうした

組織やリーダーにより，行政からの情報を待たず

に地域の住民への避難の呼びかけがなされ，住民

の避難行動につながっています。 

【出典】平成 30年版防災白書（内閣府）  
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地球温暖化対策の取り組み 

～省エネ・省資源 

小学校３・４年生用 …17～18ページ 
小学校５・６年生用 …11～12ページ 
中学生用  …15～16ページ 

 

■クールチョイス（かしこい選択） 

2030年度の温室効果ガスの排出量を 2013

（平成 25）年度比で 26％削減するという目標達

成のために，日本が世界に誇る省エネ・低炭素型

の製品・サービス・行動など，温暖化対策に資す

るあらゆる「賢い選択」を促す国民運動。 

 

●環境省HP【クールチョイスに関する総合サイト】

の URL 

https://ondankataisaku.env.go.jp 

/coolchoice/ 

 

●ロゴマーク 

国民一人ひとりが省エネ・低炭素型の製品・サ

ービス・行動などを積極的にわかりやすく選択す

るためのヒントとして，次のロゴマークが使われ

ています。 

 

 

 

 

 

 

◆使用例 

様々な場所で使用されているので，探してみま

しょう。 

・エコカー，省エネ住宅，省エネ家電などの

「二酸化炭素削減につながる製品」の広告や販

促ツールに使用。 

・クールビズ製品などの広告や販促ツールに使

用。 

・LED照明を採用している店舗，車両などで，

LED使用を案内する掲出物に使用。 

・公共交通機関の駅や停留所，車体や車内など

で，利用促進の告知ツールに使用。 

・共同輸配送を実施している車体に使用。 

・カーシェアリングの案内パンフレットや，利

用促進の告知ツールに使用。 

・庁舎等施設のエコ改修を呼びかける掲出物に

使用。 

・エコドライブなどを呼びかける掲出物に使

用。 

・消灯，温度設定，節水などを呼びかける掲出

物に使用。 

 

●学習ツール 

環境省ではクールチョイスを楽しく学べるツー

ルをホームページに多数掲載しています。 

◆COOL CHOICE ! /BAD CHOICE ! 

環境省広報誌「エコジン」で掲載していた，毎

号のテーマに基づいて COOL 

CHOICEについて学習できるクイズ形

式のコーナー。 

＜本編の COOL CHOICE＞ 

「テーマ“エアコン”」 

01．地球に優しいエアコンの使用方法は？ 

 →B適度な室温になるように使用する。 

02．COOL（賢い）なエアコンの使用方法は？ 

 →B１つの部屋に集まり，稼働も 1台に。 

03．エアコンの効きが悪いと思ったら？ 

 →Aフィルターを掃除する。 

「テーマ“ウォームビズ”」 

01．冬の過ごし方で COOL（賢い）のは？ 

 →A室温 20℃で，服装を工夫する。 

02．体を温めるために最適な食事は？ 

 →Aみんなでワイワイ鍋を囲む。 

03．体の温まる入浴法は？ 

 →B 38～39℃のぬるめのお湯でゆっくり入

浴。 

＜バックナンバー＞ 

「テーマ“食”」VOL.64 2018年 4月・5月号 

「テーマ“住宅”」VOL.63 2018年 2月・3月号 

「テーマ“ウォームビズ”」VOL.62 2017年 12月・

2018年 1月号 

「テーマ“自動車”」VOL.61 2017年 10月・11月号 

「テーマ“エアコン”」VOL.60 2017年 8月・9月号 

「テーマ“宅配”」VOL.59 2017年 6月・7月号 

 

◆COOL CHOICEイメージキャラクター「君野イ

マ」「君野ミライ」 

主に若年層に向け，地球温暖化対策を伝えてい

くために，COOL CHOICEイメージキャラクター

としてWEBサイトや動画で活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
夏服バージョン 冬服バージョン 
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■環境にやさしい行動 

私たち人間をはじめ，たくさんの生き物が生き

ていくためのバランスがとれた地球の環境は，長

い時間をかけてつくられたものです。 

しかし，私たち人間の活動によって，そのバラ

ンスが少しずつ崩れてきています。将来にわたっ

て，多くの人が豊かに暮らせる社会である「持続

可能な社会」を目指し，私たちは現在のライフス

タイルを環境にやさしいものに変えていく必要が

あります。 

環境にやさしい行動は一人でもできることがた

くさんありますが，みんなで協力すれば，できる

ことはより多くなります。いろいろな人の立場に

立って考え，協力して物事を進めていくことも重

要です。 

クールチョイスで環境にやさしい行動を＜一人

でできること＞，＜家族とできること＞に別け

て，いくつか紹介しています。これは一つの例で

あり，どのような行動が環境にやさしい行動なの

か自分たちで考え行動させることが必要です。 

 

●省エネ・節約の効果 
省エネを行うことで，家庭からの二酸化炭素排

出量が削減されると同時に，電気や水道，ガスな

どにかかっていた費用が節約できます。 

次のようなモデルケースの場合，1年間で約

47,000円の節約ができます。

 
 やってみよう 年間の効果 

照明 
54wの白熱電球を 9w
の電球型 LEDランプに
換える 

電気 90kWh，CO252.8kg，
約 2,430円の節約 

テレビ 
1日 1時間テレビ（液
晶 32V型）を見る時間
を減らす 

電気 17kWh，CO29.9kg，約
450円の節約 

冷蔵庫 

入れるものを半分にす
る 

電気 44kWh，CO225.7kg，
約 1,180円の節約 

壁から適切な間隔をあ
ける 

電気 45kWh，CO226.5kg，
約 1,220円の節約 

洗濯機 
4割を入れて洗ってい
たものを 8割にし，洗
濯回数を半分にする 

電気 6kWh， 
水道 17㎥，CO23.5kg，約
3,980円の節約 

ガス 
瞬間 
湯沸器 

食器を洗う時の設定温
度を 40℃から 38℃に
する 

ガス 9㎥，CO220kg，約
1,580円の節約 

入浴は間隔をあけずに
入る（追い焚きをしな
い） 

4.5℃低下した湯（200ℓ）を追い

炊きした場合と比べ， 
ガス 38㎥，CO287kg，約
6,880円の節約 

電気 
ポット 

保温状態にせず，プラ
グを抜いて再沸騰させ
る 

6時間保温した場合と比べ，電気
108kWh，CO263.1kg，約
2,900円の節約 

エア 
コン 

冷房の設定温度を 27℃
から 28℃にする 

電気 30kWh，CO217.8kg，
約 820円の節約 

冷房を 1日 1時間短縮
する 

電気 19kWh，CO211kg，約
510円の節約 

暖房の設定温度を 21℃
から 20℃にする 

電気 53kWh，CO231.2kg，
約 1,430円の節約 

暖房を 1日 1時間短縮
する 

電気 41kWh，CO223.9kg，
約 1,100円の節約 

ガスフ
ァンヒ
ーター 暖房の設定温度を 21℃

から 20℃にする 

ガス 8㎥，CO218.6kg，約
1,470円の節約 

石油フ
ァンヒ
ーター 

灯油 10ℓ，CO225.4kg，約
650円の節約 

電気 
こたつ 

掛け布団と敷布団を併
用する 

電気 32kWh，CO219.1kg，
約 880円の節約 

温度調節を「強」から
「中」にする 

電気 49kWh，CO228.7kg，
約 1,320円の節約 

車の 
運転 

ふんわりアクセル「e
スタート」 

ガソリン 84ℓ，CO2194kg，
約 10,030円の節約 

加減速の少ない運転 
ガソリン 29ℓ，CO268kg，約
3,510円の節約 

早めのアクセルオフ 
ガソリン 18ℓ，CO242kg，約
2,170円の節約 

アイドリングストップ 
ガソリン 17ℓ，CO240.2kg，
約 2,080円の節約 

  

※家庭の省エネ徹底ガイド（資源エネルギー庁）を基に作成 
※電気代：27 円/kWh  ガス代：171 円/m3  ガソリン代：156
円/ℓ   灯油代：100 円/ℓ  水道代：228 円/m3 
※運転は（2,000cc 普通乗用車年間 10,000km走行平均燃費
11.6km/ℓ）で計算 
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地球温暖化対策の取り組み 

～着方 

小学校３・４年生用 …19ページ 
小学校５・６年生用 …14ページ 
中学生用  …17～18ページ 

 

■クールビズ 

地球温暖化対策の一環として，2005（平成

17）年から政府が提唱する，冷房時の室温 28℃

を目安に夏を快適に過ごすライフスタイル。 

クールビズは，冷房の温度設定や夏季軽装だけ

を表す言葉ではありません。次のような行動もク

ールビズにあたります。 

・一つの部屋に集まって，一家団らん。エアコ

ンの稼働が 1台に。 

・こまめなフィルター清掃でエアコンの効き目

がアップ。 

・グリーンカーテンでお部屋を涼しい木陰に。 

・夏野菜やかき氷をおいしく食べて，身体の中

からクールダウン。 

 

●環境省 HP【クールビズに関する総合サイト】の

URL 

https://ondankataisaku.env.go.jp 

/coolchoice/coolbiz/ 

 

 

 

 

 

●クールビズのポイント 

 

◆クールビズは気温に合わせた柔軟なライフスタ

イル 

暑い日には室温設定の適正な管理と各自の判断

による軽装が呼びかけられています。無理せず，

過度な冷房に頼らないことが大切です。 

 

◆健康にも優しいクールビズ 

外気温と室温との差が大きいと，体の自律神経

やホルモンバランスを崩しやすくなったり，冷え

に慣れて汗をかかないでいると，汗腺が退化し

て，体温調整機能が働かなくなってしまうなど，

健康への影響を指摘する専門家がいます。暑くな

ってきているからこそ，体にやさしい，地球にや

さしいクールビズの実践が求められています。 

 

◆お財布にも優しいクールビズ 

冷やしすぎず，また，フィルターを２週間に一

度掃除したり，夏場は家に帰ったらまず窓を開け

て熱気を逃がしてから冷房をするなどして，エア

コンを賢く使用することで冷房効率もあがり，お

財布にも優しくなります。 
 

■ウォームビズ 

冬期の地球温暖化対策の一環として，2005

（平成 17）年から政府が提唱する，暖房時の室温

20℃を目安に冬を快適に過ごすライフスタイル。 

一般的に，電力による冷暖房を行う場合，室温

設定の調節による省エネ効果は，夏よりも冬のほ

うが大きいことが知られています。冬の暖房器具

使用時に室温設定を今までよりも下げるようにす

れば，二酸化炭素削減効果があるばかりでなく，

電気代を効果的に節約することにつながります。 

・一つの部屋に集まって，一家団らん鍋パーテ

ィ。鍋は体を温めるだけでなく，鍋から出る蒸

気で部屋が暖まる。 

・朝食をしっかり食べて，体温上昇を図る。 

 

●環境省 HP【ウォームビズに関する総合サイト】

の URL 

https://ondankataisaku.env.go.jp 

/coolchoice/warmbiz/ 

 

 

 

 

 

●ウォームビズのポイント 

・「衣」「食」「住」のひと工夫で，あたたかく過

ごしましょう！ 

 

◆「衣」 

・首，手首，足首の「三つの首」をあたためま

しょう。 

・「機能性素材」に着目し，おしゃれにあたたま

りましょう。 

・ひざ掛けやストールを利用しましょう。 

 

◆「食」 

・「鍋」でからだも室内もあたためましょう。 

 

◆「住」 

・一般的に湿度があがると体感温度があがりま

す。湿度を意識し，体感温度を上げましょう。 

・窓やドアに注目しましょう。特に，全体の熱

の約５０%が窓から流出するので，断熱シー

ト，複層ガラス，二重サッシや厚手のカーテン

などで熱を逃がさない工夫をしましょう。 

・湯たんぽや毛足の長いスリッパなど「道具」

や「小物」で暖房に頼りすぎない工夫をしまし

ょう。 

 

◆「その他」 

・入浴と運動の時間を大切にしましょう。 
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地球温暖化対策の取り組み 

～水道水 

小学校３・４年生用 …15ページ 
小学校５・６年生用 …12ページ 
中学生用  …9～10ページ 

 

●水道事業から排出される温室効果ガス 

水道水を製品にたとえると，原料である原水の

取水から，製造段階である浄水処理，流通段階で

ある管路を介した送配水を経て，製品としての水

道水が需要者に供給されることになりますが，各

段階ではエネルギーや燃料，熱，薬品が投入さ

れ，温室効果ガスや浄水発生土が環境中に排出さ

れています。 

厚生労働省の「水道事業における環境対策の手

引書（改訂版）」によると，水道統計から得られる

基礎的な情報をもとに，上水道事業及び水道用水

供給事業における資源投入量（インプット）と環

境負荷量（アウトプット）から算出すると，

2006（平成 18）年度には，温室効果ガス排出量

としては CO2換算で 340万トンが排出され，乾

燥重量で 61.7千トンの浄水発生土が埋立処分さ

れています。 

 

●水道事業における温室効果ガスの排出内訳 

水道事業における温室効果ガスの排出比率の内

訳は，電力使用に伴うものが最も大きく，水道施

設と事務所の合計で全体の 91.3％程度となってい

ます。他には，薬品使用，浄水発生土の埋立，燃

料使用，熱使用に伴う温室効果ガスの排出があり

ます。 

 

●水道事業における電力使用構成比 

水道事業における電力使用は，水道施設での使

用と事務所での使用に大別されますが，そのうち

水道施設における使用量が大部分（98.2％）を占

めています。 

水道施設における電力使用構成比を見ると，浄

水場における電力使用量が最も多く 64％を占めて

いますが，そのうちの大部分（92％）はポンプ施

設において使用されています。 

  

水道事業からの温室効果ガスの排出 

水道事業における電力使用構成比 

【左図および下図の出典】 
厚生労働省 水道事業における環境対策の手
引書（改訂版） 
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地球温暖化対策の取り組み 

～再生可能エネルギー 

小学校３・４年生用 …13ページ 
小学校５・６年生用 …15～16ページ 
中学生用  …23～24ページ 

 

■エネルギー問題と地球温暖化問題 

日本では，石油や天然ガスなどの資源がとれ

ず，ほぼ全量を海外からの輸入に頼っているた

め，エネルギー自給率は非常に低く 2021（令和

3）年でわずか 13.4％となっています。[出典]資源

エネルギー庁「総合エネルギー統計」（速報値） 

また，現在，世界のエネルギー消費の約 8割を

占める石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料は，

限りある資源であり，今のペースで使い続けると

いずれ枯渇すると予想されています。 

さらに，化石燃料は使用する過程で二酸化炭素

を発生するため，地球温暖化の原因になります。 

私たちの生活を守るためには，エネルギーを安

定して確保し，地球温暖化の原因といわれる二酸

化炭素を抑えることによって，これらの問題を克

服しなければなりません。 

 

●発電方法の特徴 

火力発電は，石油，石炭，天然ガスなどが燃料

で，発電量を調節しやすいという特徴がありま

す。しかし，燃料のほとんどを輸入に頼っている

ことや，燃料をもやすときには，大量の二酸化炭

素などのガスが発生するという課題があります。 

水力発電は，ダムなどに貯めた水が流れる力を

利用して発電します。燃料を使わないため，発電

するときには二酸化炭素は出ません。ただし，ダ

ムをつくるときには，自然環境に影響を与える可

能性があります。 

原子力発電は，ウラン燃料などを利用して，発

生した熱で発電します。発電のときには二酸化炭

素は出しませんが，ウラン燃料は輸入に頼ってい

ます。また，燃料や廃棄物の扱いが難しいという

課題があります。 

 

■再生可能エネルギー 

太陽光・水力・バイオマス・風力・地熱といっ

た再生可能エネルギーは，二酸化炭素を排出せ

ず，地産地消が可能なエネルギー源です。 

そのため，再生可能エネルギーは，エネルギー

問題と地球温暖化問題の両方の対策に有効とされ

ています。 

しかし，2021（令和 3）年の日本の再生可能エ

ネルギーによる発電電力量は全体の約 20%と，

2019（令和元）年のドイツ 41.6%及びイギリス

39.0%に比べてまだまだ多くないのが現状です。

（下図の「再エネ等 12.8%」と「水力 7.5%」の

合計）。[出典]資源エネルギー庁「エネルギー白書

2022」及び「総合エネルギー統計」（速報値） 

  

発電電力量の推移 
（単位：億ｋWh） 

【出典】資源エネルギー庁「エネルギー白書 2022」及び 
「総合エネルギー統計」（速報値）を基に作成 
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●再生可能エネルギーの特徴 
◆太陽光発電 

シリコン半導体などに光が当たると電気

が発生する現象を利用し，太陽の光エネル

ギーを太陽電池（半導体素子）により直接

電気に変換します。 

・エネルギー源が太陽光であるため，基本的には設

置する地域に制限がない。 

・屋根や壁などの未利用スペースに設置可能。 

・送電設備のない遠隔地（山岳部，農地など）の

電源として活用可能。 

・災害時などに貴重な非常用電源として使用可能。 

・気象条件により発電出力が左右される。 

 

◆中小規模水力発電 

水力発電といえば大きなダムが想像され

ますが，中小水力は様々な規模があり，河

川の流水を利用する以外にも，農業用水や

上下水道を利用する場合もあり，近年は中

小水力発電の建設が活発化しています。 

・自然条件によらず一定量の発電を安定的に供給可

能。 

・一度発電所を作れば，その後数十年にわたり発電

可能。 

・水力発電の技術・ノウハウが数多く蓄積されてい

る。 

・事業開始前に河川流況の長期にわたる調査が必

要。 

 

◆バイオマス発電 

バイオマスとは，動植物などから生まれ

た生物資源の総称です。バイオマス発電で

は，この生物資源を「直接燃焼」したり，

「ガス化」するなどして発電します。 

・光合成により二酸化炭素を吸収して成長するバ

イオマス資源を燃料とした発電は「京都議定書」

における取扱上，二酸化炭素を排出しないものと

されている。 

・未活用であった廃棄物の再利用や減少につなが

る。 

・家畜排泄物や稲わらなど，農山漁村のバイオマス

資源を利活用することで，農山漁村の自然循環環

境機能を維持増進し，その持続的発展を図ること

が可能。 

・家畜排泄物や生ごみなど，捨てていたものを資

源として活用することで，地域環境の改善に貢献

可能。 

・資源が広い地域に分散しているため，収集・運

搬・管理にコストがかかる小規模分散型の設備

になりやすい。 

◆風力発電 

風のエネルギーを電気エネルギーに変

換します。 

・大規模に発電できれば発電コストが火

力並みとなり，経済性の確保が可能。 

・風力は高効率で電気エネルギーに変換可能。 

・太陽光と異なり，風さえあれば夜間でも発電可

能。 

・陸上・洋上ともに設置可能。 

・世界では風力発電の発電コストは急速に低下し

ているが，日本の発電コストは高止まってい

る。 

 

◆地熱発電 

地中の熱エネルギーの一部を蒸気・熱水として

取り出し，タービンを回して発電します。 

・発電に使った高温の蒸気・熱水は，農業用ハウ

スや魚の養殖，地域の暖房などに再利用可能。 

・地下の地熱エネルギーを使うため，化石燃料の

ように枯渇する心配が無く，長期間にわたる供給

が期待。 

・昼夜を問わず坑井から天然の蒸気を噴出させる

ため，連続した発電が可能。 

・立地地区は公園や温泉などの施設が点在する地

域と重なるため，地元関係者との調整が必要。 

 

◆その他 

太陽熱利用，バイオマス熱利用，雪氷熱利用，

温度差熱利用，バイオマス燃料製造があります。 
 

 

■県内の再生可能エネルギー施設の例 

●みやま市バイオマスセンター「ルフラン」 

2018（平成 30）に稼働したルフランは，生ご

み，し尿・浄化槽汚泥をメタン発酵させることで

発生したメタンガスにより発電し，その過程で生

じた消化液を液肥として農地に還元する施設で

す。 

生ごみの資源化はごみ焼却量の大幅な削減に繋

がり，バイオマス発電により年間 400MWhを当施

設で発電することで，2021（令和３）年にはみや

ま市役所関連施設における CO2排出量を 48.4%削

減することに成功しています。また，2019（令和

元）年には，環境省グッドライフアワード優秀賞

を受賞しています。 
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地球温暖化対策の取り組み 

～乗り物 

小学校３・４年生用 …12ページ 
小学校５・６年生用 …17～18ページ 
中学生用  …13ページ 

 

■運輸における交通機関別の二酸化炭素排出の現状 

わたしたちの便利な暮らしにとって，簡単に遠

くへ行くことができる自動車（乗用車）や公共交

通機関は欠かせないものとなっています。 

一人が 1km移動する時の移動量を示す単位とし

て人キロ（にんきろ）があり，人キロあたりの二

酸化炭素排出量は交通手段によって大きく違いま

す。 

我が国の二酸化炭素排出量の２割を占める運輸

部門において，人キロの割合を示す分担率を輸送

分野別でみると，乗用車が約 6割を占めているこ

とから，特に対策が必要になっています。 
 

旅客の輸送分野別分担率（人キロ） 

(2009（平成 21）年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気自動車や燃料電池自動車は走行中に二酸化

炭素や大気汚染物質などを発生させませんが，走

行に必要な電気や水素をつくるときに二酸化炭素

が発生します。今後，再生可能エネルギーにより

電気や水素をつくることで，二酸化炭素の発生を

抑えていく必要があります。 

1990年代以降，乗用車の新車燃費はハイペー

スに改善しており，電気自動車などの次世代自動

車の燃費は在来型のガソリン車のおよそ 2倍程度

になっています。 

月々の燃料代が安くなり，環境にやさしい次世

代自動車は，近年，増えてきているものの，そう

ではない車も多く，人キロあたりの二酸化炭素排

出量は，電車やバスと比べると，まだまだ高いの

が現状です。 

そこで，輸送量当たりの二酸化炭素排出量が比

較的低い電車やバスなどの公共交通機関等を利用

しやすくするため，自治体や企業では様々な対策

に取り組んでいます。 

 

●公共交通の利用促進 

◆パークアンドライド 

目的地まで自動車で行くのではなく，自宅から

最寄り駅までは自動車を使い，駅に近い駐車場に

駐車して，公共交通機関に乗り換え目的地までい

く交通手法。 

駅の近くに駐車場を整備する例が増えてきてい

ます。 

 

◆マイカー規制 

道路が混雑する時間帯に特定のエリアでのマイ

カー進入規制を行なうことで，バスの定時運行を

実現し，利便性を向上する取り組み。 

 

◆デマンド交通 

市町村が住民からの予約に応じて運行する交通

手法で，需要に応じた運行が可能。 

 

◆コミュニティバスの運行 

地域住民の利便性の向上等のため，一定地域内

を運行するコミュニティバスを運行し，生活交通

の確保を行う取り組み。 

 

◆シャトルバスの運行 

郊外に立地するスーパーマーケット等で，最寄

り駅までのシャトルバスを運行し，鉄道での来店

を促す取り組み。 

 

●自転車の利用促進 

自転車は環境にやさしく健康にも良い乗り物と

して，利用者が増加しており，自転車の利用環境

の整備を行うなど，「自転車」の利用を促す取り組

みが実施されています。 

 

◆レンタサイクル 

鉄道駅等に隣接して設置された自転車貸出場所

から観光地などの目的地へ往復利用する貸出自転

車。 

 

◆コミュニティサイクル 

複数の自転車貸出場所が設置され，どの貸出場

所でも貸出・返却が可能な貸出自転車。 

  

【出典】国土交通省 

【出典】国土交通省 
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●その他の代表的な次世代自動車 

◆天然ガス自動車 

家庭に供給されている都市ガスの原料でもある

天然ガスを使って走る自動車。 

ガソリン車やディーゼル車より，二酸化炭素だけ

ではなく，窒素酸化物や粒子状物質といった大気汚

染物質の排出も少ない。 

◆プラグインハイブリッド自動車 

家庭用電源などの外部から電気を充電できない

ハイブリッド自動車に対し，外部から電気をバッ

テリーに充電して走る自動車。 
 
■自動車燃費性能評価・公表制度 

国土交通省では，自動車ユーザーの省エネルギ

ーへの関心を高め，燃費性能の高い自動車の普及

を促進することを目的として，自動車の燃費性能

に関する評価を実施し，その燃費性能に係る車体

表示（公表制度の識別ステッカー）を実施してい

ます。 

 

■エコドライブ 

「ゆっくり加速，ゆっくりブレーキ，車間距離

にゆとりを持つ。」など，できるだけ燃料を使わ

ず，環境負荷の低減につながるエコドライブは，

特別な知識や高度な運転技術は必要なく，誰でも

実施できます。 

ひとつひとつは，小さなことかもしれません

が，それを積み重ね，みんなで取り組むことが重

要です。 

警察庁，経済産業省，国土交通省，環境省で構

成する「エコドライブ普及連絡会」では，エコド

ライブを実施するドライバーの参考となる効果指

標を示した，エコドライブとして推奨すべき『エ

コドライブ１０のすすめ』を策定しています。 

 

●エコドライブが生み出すメリット 

１．燃費が良くなる。 

約 10%の燃費が向上すると言われていま

す。これを 150円/ℓのガソリンで考えると，

10%OFFの 135円／ℓで買っているのと同じ

になります。 

２．環境にやさしい。 

1年間に自家用車が排出する二酸化炭素排

出量は，約 1億トンになります。エコドライ

ブによって，10%削減されると約 1千万トン

（東京ドーム 4,100個分）削減できます。 

３．安全運転になり，交通事故が減る。 

急ブレーキや急発進をなくし，車間距離を

広く保つなど日本中がエコドライブを行う

と，交通事故発生件数は約半分になると言わ

れています。 

2017（平成 29）年の全国の交通事故発生

件数は 47万件なので，23万 5千件は防げた

ことになります。交通事故を未然に防ぎ，家

族や友達など周りの人や自分の大切な命を守

りましょう。 

４．同乗者の信頼につながる。 

同乗者は運転を通して，運転者の人間性を

見ています。ていねいで気遣いのできる運転

は信頼につながります。 

 

●エコドライブ１０のすすめ 

１．ふんわりアクセル「ｅスタート」 

最初の 5秒で，ゆったり時速 20mにする

ことで，燃費が 10%改善します。 

２．車間距離にゆとりをもって，加速・減速の

少ない運転 

車間距離が短くなると，市街地では 2%，

郊外では 6%も燃費が悪化します。 

３．減速時は早めにアクセルを離そう 

エンジンブレーキを活用することで，燃費

が 2%改善します。 

４．エアコンの使用は適切に 

車内の設定温度を外気と同じ 25℃に設定し

た場合，エアコンスイッチを ONにしたまま

だと，燃費が 12%悪化します。 

５．ムダなアイドリングはやめよう 

10分間のアイドリング（エアコン OFFの

場合）で，130㏄程度の燃料を消費します。 

６．渋滞を避け，余裕をもって出発しよう 

1時間のドライブで道に迷い，10分間余計

に走行すると，燃料消費量が 17%程度増加し

ます。 

７．タイヤの空気圧から始める点検・整備 

タイヤの空気圧が適正値より不足すると，

市街地で 2%程度，郊外で 4%程度燃費が悪

化します。 

８．不要な荷物はおろそう 

100ｋｇの荷物を載せて走ると，3%程度燃

料が悪化します。 

９．走行の妨げとなる駐車はやめよう 

１０．自分の燃費を把握しよう 
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地球温暖化対策の取り組み 

～ごみ・３Ｒ 

小学校３・４年生用 …16ページ 
小学校５・６年生用 …19～20ページ 
中学生用  …17～18ページ 

 
■ごみ（一般廃棄物）処理の状況 

ごみは，市町村によって，そのほとんどが計画

的に収集・処理されています。 

ごみを埋立処分する場所には限りがあります。

場所の問題の他にも，ごみの処理には多額の費用

がかかります。また，ごみを燃やすと二酸化炭素

が発生して，燃やし方によっては，ダイオキシン

類などの有害な物質が出ることもあります。 

2021（令和 3）年度の福岡県のごみ処理費用は

総額約 885億円となっており，1人当たりでも

17,319円もかかっています。 

2021（令和 3）年度に，福岡県内の家庭や事業

所から出されたごみの排出量は，約 173万トン

で，福岡 PayPayドーム 3.3杯分に相当し，1人

1日当たりでも 928gも排出していることになり

ます。 

この処理の約 8割は焼却処理によって行われて

います。地球温暖化対策の他，ごみ処理費用の縮

減を行うため，ごみを減らすことが必要となって

います。 

 

●資源の有効利用の推進 

廃棄物の発生を減らし，資源の有効活用を図

り，適正な処分を行うことによって，天然資源の

消費が抑制され，環境への負荷が提言される「循

環型社会」の形成に向けて，2000（平成 12）年

6月「循環型社会形成推進基本法」が制定されま

した。また，あわせて容器包装をはじめ，家電，

食品，建設，自動車，小型家電の各種リサイクル

法が制定又は改正されるとともに，廃棄物処理法

や再生資源利用促進法（改正後：資源有効利用促

進法）が改正，プラスチックに係る資源循環の促

進等に関する法律が制定されるなど，新しい法制

度に基づくリサイクルの取組みが行われていま

す。 

 

●循環型社会 

限りある地球の資源の使用を減らすために，資

源を有効的にくり返し使う社会のこと。 

2050年には，世界の人口は 70億から 97億人

に，資源採掘量は現在の 2倍以上に達すると予測

されます。そこで，日本を含む先進国 7カ国

（G7）において，資源の有効活用と 3Rの促進を

目的とする「富山物資循環フレームワーク」が採

択され，限りある資源を未来へつなぐ様々な取り

組みを進めています。 

ごみ処理の状況（福岡県） 

区分 令和元年度 2年度 3年度 

総人口 

(千人) 

5,127 5,123 5,110 

1人当たり排出量 

(g/日) 

945 946 928 

ご
み
総
排
出
量(

ト
ン
／
年) 

 収集ごみ量 1,386,692 1,352,671 1,334532 

直接搬入量 312,785 352,197 337,394 

集団回収量

(A) 

72,988 63,777 59,294 

合計(B) 1,772,465 1,768,645 1,731,220 

1日当たり排出

量（トン/日） 

4,843 4,846 4,743 

ご
み
処
理
量(

ト
ン
／
年) 

 直接焼却 1,369,950 1,312,958 1,297,811 

構成比(%) (77.1) (76.9) (77.2) 

直接埋立 14,873 16,547 12,951 

構成比(%) (0.8) (1.0) (0.8) 

焼却以外の

中間処理 

285,817 287,888 273,265 

構成比(%) (16.1) (16.9) (16.2) 

直接資源化

(C) 

105,514 91,057 96,327 

構成比(%) (5.9) (5.3) (5.7) 

合計 1,776,154 1,708,450 1,680,355 

中間処理後 

再生利用量(D) 

209,444 218,118 208,059 

再生利用率 

(A+C+D)/(B)×

100(%) 

21.9 21.1 21.0 

※令和３年度は速報値です。 

※構成比は，端数処理により合計が一致しない場合があります。 

 

◆各種リサイクル法 

容器包装リサイクル法 ビン，ペットボトル， 

紙製容器包装等 

家電リサイクル法 エアコン，冷蔵庫，冷凍

庫，テレビ，洗濯機等 

食品リサイクル法 食品残さ 

建設リサイクル法 木材，コンクリート，アス

ファルト 

自動車リサイクル法 自動車 

小型家電リサイクル法 デジタルカメラ，携帯電話

等 
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■３R（スリーアール） 

「３R」は，ごみを限りなく減らして，そのこ

とでごみの焼却や埋立処理による環境への負荷を

できるだけ少なくし，さらに，循環型社会を実現

するための，重要なキーワードになります。 

廃棄物の排出量そのものを減らすことで，環境

への負荷が低減されるだけでなく，リサイクルや

処理にかかるエネルギーやコストの削減にもつな

がるため，特に，ごみの発生，資源の消費をもと

から減らすリデュースが一番重要な行動です。 

①リデュース②リユース③リサイクルの順番で優

先して取り組む必要があります。 
 
■リデュース（Reduce：発生抑制） 

リデュースとは，ごみの発生，資源の消費をも

とから減らすこと。取り組み例として，「ごみにな

るものを買わない，もらわない」，「長く使える製

品を買う」などがあります。 

 

●容器・包装 

家庭ごみのうち，6割（容積比）が容器・包装

で，そのうち，半分が食品と飲料の容器包装で

す。リサイクルも大切ですが，リサイクルにはた

くさんのコストやエネルギーがかかります。買う

ときに包装の少ない商品を選べば，容器包装その

ものが減らせます。 

包装はないものを最優先し，次に最小限のも

の，容器は再使用できるものを選びましょう。 

今，日本で年に一人当たり１５０枚のレジ袋が

使い捨てられています。仮に，みんながマイバッ

グで買い物をし，それを 5年間に一度買い替える

とすると，マイバッグ 1枚で，レジ袋 750枚の

働きをすることになります。 

 

●食品ロス 

日本では，食べ残しなどの「食べられるのに，

捨てられてしまう食品（食品ロス）」が年間約

522万トン発生しており，これは全国民がお茶碗

１杯分くらいの量を毎日捨てていることに相当し

ます。 

国際連合食糧農業機関(FAO)が作成した 2022

（令和 4年）版「世界の食料安全保障と栄養の現

状」報告書では，世界の飢餓人口の増加は続いて

おり，2021（令和 3）年には 8億 2800万人，

10人に 1人が飢えに苦しんでいるとされていま

す。 

日本の食品ロスは，食糧不足にある開発途上国

に対して国連世界食糧計画（WFP）が行った食糧

援助量（約 440万トン）の 1.2倍に相当します。 

そこで，多様な主体が連携し，国民運動として

食品ロス削減を推進するため「食品ロスの削減の

推進に関する法律」が，2019（令和元）年 10月

1日に施行されました。本法において，毎年 10

月が食品ロス削減月間に，特に同月 30日が食品

ロス削減の日に定められました。 

また，日本の食品ロスのうち，半分が家庭から

出るといわれており，削減を行っていく必要があ

ります。まずは「好き嫌いせず残さず食べきるこ

と」から始め，家庭でできる食品ロスを減らすポ

イントとして，食べ物を「買い過ぎない」，「使い

切る」，「賞味期限を正しく理解する」ことについ

ても考えていく必要があります。 

 

◆賞味期限と消費期限 

お店で買う食品には，「賞味期限」か「消費期

限」のどちらかが表示されています。 

賞味期限：おいしく食べられる期限（過ぎたも

のはすぐに食べられなくなるわけでは

ありません。見た目や臭いなどで個別

に判断しましょう。） 

消費期限：安全に食べられる期限（過ぎたもの

は食べない方が安全です。） 

 

福岡県では,食品ロスを減らすため,「福岡県食

品ロス削減県民運動」の一環として,食品ロス削

減に取り組む飲食店,宿泊施設,食料品小売店,食品

メーカー等を「食べもの余らせん隊」として登録

し,その取組を広く県民の皆さんにお知らせして

います。 

 

■リユース（Reuse：再使用） 

リユースとは，くり返し使うこと。取り組み例

として，「リターナブル容器（ビール瓶のように販

売店で回収し，専門業者で洗って再使用する容

器）のものを買う」，「リサイクルショップを利用

する」などがあります。 

 

■リサイクル（Recycle：再生利用） 

リサイクルとは，資源として再び利用するこ

と。 

取り組み例として，「資源として分別する」，「リ

サイクルされた製品を買う」などがあります。 

 

■もったいない（MOTTAINAI） 

日本には昔から，ものを使い切る「もったいな

い」という言葉があります。 

この「もったいない」が「MOTTAINAI」とし

て世界的に広がったのは，環境分野で初めてノー

ベル平和賞を受賞したケニア出身のワンガリ・マ

ータイさんが日本を訪問した際，「もったいない」

には自然やものに対する敬意，愛などの意思が込

められており，3Rを表す言葉であることから，

「もったいない」が環境問題を考え，解決してい

く上で大変重要な概念であることに感銘し，世界

共通の言葉として世界に広めたことによります。 

わたしたちは，先人たちの知恵に学び，環境に

やさしいライフスタイルを心がけることや，環境

と経済がうまくバランスを保ちながら発展する持

続可能な循環型社会を創ることが大切です。  
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地球温暖化対策の取り組み 

～森林のはたらき 

小学校３・４年生用 …なし 
小学校５・６年生用 …21～22ページ 
中学生用  …21～22ページ 

 
■森林のはたらき 

●地球温暖化を防ぐ 

日本の森林が，光合成によって吸収する二酸化

炭素は年間約 1億トンで，これは国内の全ての自

家用車が排出する量の 7割に相当します。 

 

●水をたくわえ，きれいにする 

地面に落ちた雨は，①地表流となって地面を流

れていくもの，②地面から蒸発していくもの，③

地面の中に浸透していくものに分かれます。さら

に地面に浸透した雨は，④土壌の中に溜まるもの

（貯留水），⑤土壌の隙間（孔隙）をゆっくり流れ

て地下水になるもの，⑥基岩に達してさらに深く

浸透していくものに分かれていきます。 

降った雨はいろいろな寄り道をして，川や湖，

海に流れ込むので，それらに流れ込むまでの時間

に大きな差が生まれます。その時間差の仕組みに

よって，洪水を防ぎ，雨が降らない時も水を供給

し，河川や地下水の水の量をなるべく一定に保つ

ことができます。この働きを水源かん養といいま

す。 

 

●山が崩れるのを防ぐ 

山崩れには，大きく分けて表層崩壊と深層崩壊

の二つがあります。森林は，特に表層崩壊を防ぐ

効果があります。 

 表層崩壊：山の表面を覆っている土壌の部分

（土壌層）だけが崩れる状態 

 深層崩壊：土壌の下の岩盤の部分（基岩層）も

ろとも弱い地質から一気に崩れる状態 

 

◆表層崩壊を防ぐしくみ 
森林の土壌中にはいくつもの根が広がり，伸

び，絡み合っています。そんな樹木の根の中に

は，基岩層の亀裂にまで入り込むものもありま

す。雨が降った時，土壌層と基岩層の境界（すべ

り面）が滑りやすくなりますが，この時根が基岩

層まで達していれば，すべり面をしっかり固定す

るため崩壊が起こりにくくなります。 

また，絡んだ根は，ちょうど人と人が腕を組ん

で支え合うように，樹木同士も土の中でスクラム

を組んでいる状態になり，崩壊を防ぐ力を発揮し

ます。 
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■健全な森林を守るために 

森林の有する多面的な機能を発揮するために必

要な森林の整備等を担うのは，主に山村において

林業に従事する方々です。 

伐採 → 植林 → 保育 → 伐採といった健全な

森林のサイクルが始まり，それぞれの時期に必要

な作業が生じることで，林業が継続的に営まれ，

森林の持つ公益的機能が十分に発揮されます。 

福岡県では，スギ・ヒノキ等の人工林のうち８

割以上が利用期を迎えていることから，持続可能

な林業経営の確立を図るため，人工林の世代サイ

クルの回復や県産材の安定供給に向け，主伐によ

る原木生産の支援を行うほか，間伐により健全な

森林の育成につとめています。 

 

主伐：建築材等に利用できる時期に達した樹木

を伐採・収穫すること 

間伐：成長に伴って，混みすぎた林の立木を一

部伐採し，残存木の成長を促す作業のこと 

 

  

           
           
           

下草・落葉層に 
覆われている 

良く発達した根 

降水を地下に 
浸透させる 
下草・落葉層 

養分に富み保水力の

高いｽﾎﾟﾝｼﾞ状の土壌 

健全に生育 
した立木 

地下への浸透量の増加 

           
           
           

曲がり，細くなった 
不良木の発生 

細く小さな根 

下草の消滅， 
落葉層の流失 

保水力が低下 
した土壌 

地下に浸透

せず地表を

流れる降水 

土壌の流出 

間伐などの手入れが行き届いた健全な森林 間伐などの手入れが行き届かず荒廃した森林 

木は細いままで，下層には下草も育ちません。 幹が太くしっかりとし， 
下層植生も豊かな森林に育ちます。 
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地球温暖化対策の取り組み 

～災害に備える 

小学校３・４年生用 …23～24ページ 
小学校５・６年生用 …25～26ページ 
中学生用  …25～26ページ 

 

■ハザードマップ 

災害から命を守るためには，身のまわりにどん

な災害が起きる危険性があるのか，どこへ避難す

ればよいのか，事前に備えておくことが重要で

す。 

「ハザードマップ」とは，一般的に「自然災害

による被害の軽減や防災対策に使用する目的で，

被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関

係施設の位置などを表示した地図」とされていま

す。 

ハザードマップには，防災情報の伝わり方，避

難場所，行政機関の連絡先などが記載されていま

す。様々な種類の災害に対する被害をできるだけ

少なくするため，自分が住んでいる地域や学校な

どの危険性をハザードマップで事前に確認し，災

害時に適切な避難行動がとれるように準備してお

く必要があります。 

【出典】ハザードマップ（国土地理院） 

 

●国土交通省ハザードマップポータルサイト 

国土交通省では，防災に役立つ様々なリスク情

報や全国の市町村が作成したハザードマップを，

より便利により簡単に活用できるようにするた

め，ハザードマップポータルサイトを公開してい

ます。 

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

◆わがまちハザードマップ 

全国の市町村が作成したハザードマップを地図

や災害種別から簡単に検索することができます。 

 

◆重ねるハザードマップ 

防災に役立つ災害リスク情報などを地図や写真

に自由に重ねて表示することができます。 

＜活用例＞ 

「土石流危険渓流」＋「事前通行規制区間」＋

「洪水浸水想定区域」＋「道路冠水想定箇所」を

重ね合わせることで，大雨時に通行が規制される

箇所，リスクのある場所を地図上に表示すること

により，事前に避難ルートの検討を行うことがで

きます。 

【出典】ハザードマップポータルサイトの案内（国土交通省） 

 

●福岡県の防災情報発信ツール 

県のホームページ等で，県内の地震，津波，台

風，大雨等の注意報・警報情報を確認できます。 

◆福岡県防災ホームページ 

県内の気象情報や避難情報、災害への備えにつ

ながる具体的な対応方法や、河川・ダム・道路の

情報、防災に関する県の計画などをお知らせして

います。子ども向け防災啓発ができる、県の防災

教育副読本も掲載しています。 

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/ 

 

◆防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」 

気象情報や避難情報等が簡単に確認できる、県

の防災アプリです。全国のどこにいても、今いる

場所や登録した場所の防災情報が受け取れ、避難

所の情報も地図ですぐにわかります。いざという

時に適切な行動がとれるよう、災害時に取るべき

行動がイラストでわかります。大きな文字とシン

プルな画面で、誰にも使いやすいアプリです。 

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/news/a

rchives/12 

 

Google Play           App Store 

 

 

 

 

 

 

◆防災メール・まもるくん 

あらかじめ登録されたメールアドレスに、気象

情報や避難情報等をお知らせします。花粉情報や

紫外線指数などの生活情報も配信しています。 

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamor

ukun/service.html 
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地球温暖化対策の取り組み 

～熱中症を防ぐ 

小学校３・４年生用 …20ページ 
小学校５・６年生用 …14ページ 
中学生用  …27～28ページ 

 

■熱中症 

人間の身体は，平常時は体温が上がっても汗や

皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃げる仕組

みとなっており，体温調節が自然と行われます。 

熱中症を引き起こす条件は，「環境」と「から

だ」と「行動」によるものが考えられます。「環

境」の要因は，気温が高い，湿度が高い，風が弱

いなどがあります。「からだ」の要因は，激しい労

働や運動によって体内に著しい熱が生じたり，暑

い環境に体が十分に対応できないことなどがあり

ます。「行動」の要因は，激しい筋肉運動や，長時

間の屋外作業，水分補給できない状況などがあり

ます。 

これらの３つの要因によって，体温の上昇と調

整機能のバランスが崩れると，どんどん身体に熱

が溜まってしまいます。このような状態が熱中症

です。 

 ＜熱中症の主な症状＞ 

1. めまいや顔のほてり 

2. 筋肉痛や筋肉のけいれん 

3. 体のだるさや吐き気 

4. 汗のかきかたがおかしい 

5. 体温が高い，皮膚の異常 

6. 呼び掛けに反応しない，まっすぐ歩けない 

7. 水分補給ができない 

 

●環境省 HP【熱中症予防情報サイト】の URL 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）の予測値と現在の暑さ指

数の推計値（実況推定値）の他，熱中症の基礎知

識や対処方法等を掲載しています。 

http://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

◆暑さ指数（WBGT） 

気温，湿度，輻射（放射）熱から算出される暑

さの指数のこと。労働環境や運動環境の指針とし

て有効であると認められ，ISO等で国際的に規格

化されています。 （公財）日本体育協会では「熱

中症予防運動指針」，日本生気象学会では「日常生

活に関する指針」を公表しています。 

 

＜日常生活に関する指針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

●熱中症を予防するために 

 １．シーズンを通して，暑さに負けない体づくり

を続けましょう。 

  ・水分をこまめにとる。 

  ・塩分をほどよくとる。 

  ・睡眠環境を快適に保つ。 

  ・バランスのよい食事をとるなど丈夫な体を

つくる。 

 2．日々の生活の中で，暑さに対する工夫をし

ましょう。 

  ・気温と湿度をいつも気にする。 

  ・室内を涼しくする。 

  ・衣服を工夫する。 

  ・日ざしをよける。 

  ・冷却グッズを身に付ける。 

 3．特に注意が必要なシーンや場所で，暑さか

ら身を守る行動を行いましょう。 

  ・飲み物を持ち歩く。 

  ・休憩をこまめにとる。 

  ・熱中症指数を気にする。 

 

●熱中症になったかもと思ったら 

 予防を行っていたとしても熱中症かなと思った

ら，次の１～３の応急処置を行い，病院へ行きま

しょう。 

 １．まずは涼しい場所へ移動し，安静にしまし

ょう。 

  屋内：クーラーが効いた室内や車内 

  屋外：風通しのよい日かげ 

 ２．衣服をゆるめて体の熱をにがし，保冷剤な

どで体を冷やしましょう。 

  冷やす方法：保冷剤などで首筋やわき，足の

付け根を冷やす。水を体にかけ

たり，うちわやタオルであお

ぐ。 

 ３．塩分や水分を補給しましょう。 

  補給方法：スポーツドリンクは塩分と水分を

同時に補給できます。 
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地球温暖化対策の取り組み 

小学校３・４年生用 …なし 
小学校５・６年生用 …なし 
中学生用  …29～30ページ 

 

■国際的な枠組みの下での取組 

(1)パリ協定 

2015（平成 27）年にパリで開催された国連気

候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）

において、2020（令和 2）年以降の温室効果ガス

の排出量削減等に先進国・途上国の区別なく、全

ての締約国が参加して取り組むことに合意した、

新たな国際枠組みであるパリ協定が採択されまし

た。 

パリ協定では、「平均気温上昇を産業革命以前に

比べ 2℃未満に抑え、1.5℃以下に抑える努力を

する」ことが世界共通目標とされました。 

2020（令和 2）年からは、国際的な地球温暖化

（気候変動）対策の取組として、本格的な運用が

開始されています。 

(2)気候サミット 

2021（令和 3）年 4月には、米国主催の下で

気候サミットが開催され、参加各国が、2030

（令和 12）年を目標年とする「自国の貢献する決

定（ＮＤＣ）」のさらなる引上げや、脱炭素化に向

けた取組を発表し、世界の脱炭素化に向けた国際

協調を呼びかけました。 

また、今後重要とされる 10年間の取組、クリ

ーンエネルギーへの移行、イノベーションの促進

などについて議論が行われました。 

(3)気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

2018（平成 30）年にＩＰＣＣは「1.5℃特別

報告書」をとりまとめました。この報告書では、

地球温暖化を 1.5℃に抑制するためには、二酸化

炭素排出量が 2030（令和 12）年までに 45%削

減され、2050（令和 32）年頃には正味ゼロに達

する必要があることなどが示されました。 

2021（令和 3）年 8月にＩＰＣＣが公表した

第 6次評価報告書第 1作業部会報告書は、温暖化

は人間の影響であることは「疑いの余地がない」

こと、たとえ 1.5℃の気温上昇であっても高温な

どの極端現象の頻度や強度が増加することなどが

示されました。 

また、その後開催された国連気候変動枠組条約

第 26回締約国会議（ＣＯＰ26）において、「産

業革命前からの気温上昇を 1.5℃に抑える努力を

追求する」ことや「2022年末までに各国の

2030年の排出削減目標を強化」することなどを

盛り込んだ決定文書「グラスゴー気候合意」が採

択されました。 

 

■日本の取組 

我が国は、パリ協定に基づいて、2016（平成

28）年度に「地球温暖化対策計画」を閣議決定

し、温室効果ガス排出量を 2030年度までに基準

年度（2013年度）比で 26％削減する目標を掲げ

ました。 

2018（平成 30）年度には、「気候変動適応

法」が施行され、適応策が法的に位置づけられ、

関係者が一丸となって適応策を強力に推進するこ

とが規定されました。 

2019（令和元）年度には、「パリ協定に基づく

成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、今

世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会の実現を

目指すことが掲げられました。 

2020（令和 2）年度には、「2050年までに温

室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」すな

わち 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会

の実現を目指すことが宣言されました。 

また、国と地方の協働・共創による地域におけ

る 2050年脱炭素社会の実現に向けて、特に地域

の取組と密接に関わる「暮らし」「社会」分野を中

心に、国民・生活者目線での 2050年脱炭素社会

実現に向けたロードマップ及びそれを実現するた

めの関係府省・自治体等の連携の在り方等につい

て検討するため、「国・地方脱炭素実現会議」が開

催されました。 

2021（令和 3）年 6月には、「地域脱炭素ロー

ドマップ」が策定され、少なくとも 100か所の脱

炭素先行地域で、2025（令和７）年度までに、

脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組

実施の道筋をつける方針が示されました。 

2021（令和 3）年 4月には、気候サミットに

おいて、「日本の 2030年度の温室効果ガス排出

を 2013年度から 46％削減することを目指す。

さらに 50％の高みに向け、挑戦を続ける」ことが

表明されました。これを受け、6月に地球温暖化

対策の推進に関する法律が改正、公布され、10月

に我が国の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な

推進をはかるための国の総合計画である「地球温

暖化対策計画」」、エネルギー需給に関する国の中

長期的政策の基本指針である「エネルギー基本計

画」及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長

期戦略」が改定されました。 
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■福岡県の取組 

福岡県では、2022（令和 4）年 3月に、さら

なる地球温暖化対策を推進するため「福岡県地球

温暖化対策実行計画（第 2次）」を策定しまし

た。 

計画では、長期目標として「2050年度に福岡

県の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す」、中期

目標として「2030年度における福岡県の温室効

果ガス排出量を 2013年度比 46％削減する」を

それぞれ設定しています。 

また、家庭、事業者、自動車から排出される二

酸化炭素の削減目標や、エネルギー消費量削減の

目安を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を

示しています。 

 

●福岡県地球温暖化対策実行計画（第 2次） 

福岡県のホームページから確認できます。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/o

ndankajikkoukeikaku202203.html 

 
 

主体別二酸化炭素削減目標 

 2013年度 2030年度 削減目標 

家庭 
（世帯当たり） 

4.40  
t-CO2/世帯 

1.36  
t-CO2/世帯 

69％削減 

事業者 
（床面積当たり） 

0.18  
t-CO2/㎡ 

0.07  
t-CO2/㎡ 

60％削減 

自動車 
（1台当たり） 

2.63  
t-CO2/台 

1.66  
t-CO2/台 

37％削減 

 
エネルギー消費削減の目安 

 2013 
年度 

2030年度 

消費量 削減の目安 

家庭 
（世帯当たり） 

34.1 
GJ/世帯 

21.5 
GJ/世帯 

37％削減 

事業者 
（床面積当たり） 

1.24 
GJ/㎡ 

1.00 
GJ/㎡ 

20％削減 

 

 

●福岡県気候変動適応センターについて 

(1)福岡県気候変動適応センターの設置 

2018（平成 30）年 12月に施行された気候変動

適応法（平成 30年法律第 50号）において、都

道府県は「気候変動影響及び気候変動適応に関す

る情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的

助言を行う拠点」を確保するよう努めるものと定

められました。これを受け、福岡県では 2019

（令和元）年 8月、福岡県保健環境研究所に福岡

県気候変動適応センターを設置しました。 

(2)福岡県気候変動適応センターの役割 

県内各地における気候変動影響の予測や、気候

変動影響による被害を防止・軽減するための適応

策の先進事例などについて、自然災害や健康、農

林水産業などの分野別に取りまとめ、市町村や県

民、事業者の方々に分かりやすく発信し、県内に

おける適応策を推進していきます。 

福岡県気候変動適応センターホームページ 

https://www.lccac.pref.fukuoka.lg.jp/ 

(3)主な活動 

本センターでは国や地方公共団体、研究機関等

と連携し、気候変動の影響や適応に関する情報の

収集、整理、分析等を実施します。 

また、気候変動適応について関係者間で情報を

共有するとともに、専門家等の助言・提言により

福岡県の効果的な適応策の推進を図るため、「福岡

県気候変動適応推進協議会」を開催しています。 

 

■県の気候変動適応計画 

国においては、2018（平成 30）年 11月に

「気候変動適応計画」が策定され、2021（令和

3）年 10月に同計画の変更がなされました。 

県においては、2019（令和元）年 8月に「福

岡県地球温暖化対策実行計画」を「地域気候変動

適応計画」に位置付けるとともに、2022（令和

4）年 3月に「福岡県地球温暖化対策実行計画

（第 2次）」として改正しました。 

計画においては、影響が既に生じているまたは

そのおそれがある主要な 7つの分野（「農林水産

業」「水環境・水資源」「自然生態系」「自然災害・

沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「県民生活・都

市生活」）に整理して、適応策の取組を示していま

す。 

地域気候変動適応センターの位置づけ 

※自動車のエネルギー消費量の削減の目安は，CO2排出量

の削減目標と同様 
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気候変動の影響への適応策 

（出典：福岡県気候変動適応センターパンフレッ

ト「福岡の気候変動と適応を学ぼう！」） 

 

 

主な分野 適応策の例 

農業，森林・林業，

水産業分野 
高温耐性品種や栽培技

術等の普及促進 ほか 

水環境・水資源分野 
水質のモニタリング、

雨水利用・節水意識の

普及啓発 ほか 

自然生態系分野 
ニホンジカ等野生動物

の個体群管理、被害防

除対策 ほか 

自然災害・沿岸域分

野 

河道や河川堤防の整

備、住民の防災意識の

啓発 ほか 

健康分野 熱中症予防の普及啓

発・注意喚起 ほか 

産業・経済活動分野 

県民生活・都市生活

分野 

災害時における緊急支

援物資の保管及び荷役

等に関する協定 ほか 
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まとめ 

小学校３・４年生用 …25ページ以降 
小学校５・６年生用 …27ページ以降 
中学生用  …31ページ以降 

 

■家族で電気使用量を調べてみよう 

2020（令和２）年度に発生した二酸化炭素の

割合は，電気から 47.6%，ガソリンから

21.6%，ごみから 3.8%発生しており，電気だけ

で約半分もの二酸化炭素を発生していることにな

ります。 

2020（令和２）年度に各家庭から発生した二

酸化炭素の量は約 199万リットルになり，1日に

発生する量になおすと約 5,443リットルになりま

す。 

1年間で各家庭から発生する二酸化炭素を，牛

乳パック（1リットル）に換算すると，約 199万

本（1日換算：約 5,443本），一般的な浴槽

（300リットル）で約 6,633杯（1日換算：約

18杯），一般的なプールで約 5.5杯になります。 

（参考）一般的なプール：長さ 25m，幅 12m深

さ 1.2m，約 36万リットル。 

 

■家庭で省エネ・省資源に取り組む「エコファミリ

ー」募集中！ 

●エコファミリーとは 

〇 福岡県では，家庭における地球温暖化対策を

促進するため，省エネ・省資源など地球環境に

やさしい活動に取り組む県民の皆様を県が「エ

コファミリー」として募集・登録し，その取組

みを支援する「エコファミリー応援事業」を推

進しています。 

 

〇 より多くの県民の皆様にエコファミリーに参

加していただき，活動を一層支援・拡大するた

めに，スマートフォンを利用して，楽しみなが

ら地球環境にやさしい活動に参加できるアプリ

を運用しています。 

 

■「エコふぁみ」アプリ 

「エコふぁみ」アプリでは，簡単にエコファミ

リーに登録でき，協賛店で割引等が受けられるパ

スポートを取得できるほか，地球環境にやさしい

活動に取り組んでポイントをためると，抽選でプ

レゼントが当たります。 

また，電気やガスなどのエネルギー使用量をグ

ラフ表示する機能など，便利な機能を備えている

ほか，トップ画面は月替わりで，「エコトン」が県

内の観光地を辿ります。 

 

●アプリの名称 

 九州エコファミリー応援アプリ ＜愛称：エコ

ふぁみ＞ 

  

●ポイントがたまる地球環境にやさしい活動 

主なポイントの対象 

・毎日エコチェック（環境に優しい行動にチェッ

ク） 

・エコ記録（電気等のエネルギー使用量等の記

録） 

・環境イベントへの参加（県や市町村等が主催す

るイベントに参加） 

・アプリを SNSで紹介（Twitter，LINE，

Facebookでアプリを紹介） 

・お知らせ閲覧（県から配信されたお知らせの確

認） 

 

●特典内容 

① エコふぁみ協賛店で，スマートフォンの画面

上に表示される「応援パスポート」を提示する

と，割引等のサービスが受けられます。 

② アプリを活用してポイントをためた方には，

抽選ですてきなプレセントを差し上げます。 

 

◆アプリのダウンロード 

エコファミリーに登録するには，アプリをダウン

ロードしてください。下記の QRコードからダウン

ロードするか，アプリストアで「エコふぁみ」と検

索してください。 

＜Android＞  ＜iOS＞  
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■環境にやさしい行動ができているかチェックし

てみよう 

今日の環境問題を解決するためには，一人ひと

りが私たちの生活と環境の関わりについて，正し

い知識と理解を深め，環境にやさしい生活・行動

がとれるよう学習を進めることが必要です。 

福岡県地球温暖化防止活動推進センター（一般

財団法人 九州環境管理協会）では，子どもたちが

地球環境にやさしい生活を意識・実践することが

できるように，「ふくおか子ども環境家計簿」な

ど，環境にやさしい行動をチェックできる教材を

作成しています。 

https://www.ecofukuoka.jp/center/5746.html 

 

●ふくおか子ども環境家計簿 

温室効果ガスの排出を減らす 5つのエコ活動を

示し，実際に１週間エコ活動で実施したものにエ

コトンシールを貼るなどして，取り組んだ状況を

把握するとともに，継続的な取り組みを推進する

もの。 

実際に取り組む子どもたちをサポートする保護

者用に「子ども環境家計簿 保護者用」もありま

す。 

当教材は，無料で配布しています（送料のみ負

担必要）。また，小学校，幼稚園，認定こども園，

保育園等で，福岡県地球温暖化防止活動推進セン

ターが開催しているエコ出前講座を行う際には，

教材として配布しています。 

https://www.ecofukuoka.jp/center/5631.html 

●ふくおか子ども環境家計簿（食育編） 

エコと食育を併せて学ぶことができる「ふくお

か環境家計簿（食育編）」もあります。なお，食育

編についても「おとな版」があります。 

https://www.ecofukuoka.jp/center/5169.html 

 

●うちエコ診断 

福岡県地球温暖化防止活動推進センターでは，

県内にお住まいの方を対象に，「うちエコ診断」の

受診者を募集しています。 

環境省が推進する家庭向けの省エネ診断ツール

を利用して，家庭の省エネ度や分野別の二酸化炭

素排出量をお知らせするものです。 

また，診断結果をもとに，「うちエコ診断士」

が，家庭の環境に合わせた，無理のないオーダー

メイドの省エネ方法＝光熱費節約術を提案しま

す。 

費用は無料ですが，申込み数の上限に達すると

受付終了となります。 

https://www.ecofukuoka.jp/center/5461.html

 


