
 

湘南・省エネネットワーキング 活動紹介 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに                                    省エネ普及活動の取り組み省エネ普及活動の取り組み省エネ普及活動の取り組み省エネ普及活動の取り組み    

私たち「湘南・省エネネットワーキング」は、地球温暖化防止の京都議定書が採択された翌年の

平成１０年９月に、神奈川県の湘南地域に在住のビジネスマン、主婦らの一般市民参加のもとで発足

した“市民が自主的に地域で取組む”“市民が自主的に地域で取組む”“市民が自主的に地域で取組む”“市民が自主的に地域で取組む”環境ボランティアグループ環境ボランティアグループ環境ボランティアグループ環境ボランティアグループです。 

発足から１０年、省エネの実践と地域での省エネ普及啓発活動省エネ普及啓発活動省エネ普及啓発活動省エネ普及啓発活動を地道に続けてきました。 

具体的には、自宅にエネルギー計測器「省エネナビ」「省エネナビ」「省エネナビ」「省エネナビ」を設置し、省エネルギーを意識したスマー

トライフの実践について情報交換するなどの活動を進めました。また、メンバーが自宅で実践して

きた省エネルギーの取り組みを広く一般に公表する報告会報告会報告会報告会を開催し、取り組み事例を「知恵と工夫

の省エネアイデア集アイデア集アイデア集アイデア集」としてまとめるなどの活動を行ないました。 

私たちの活動について「環境保全に向けて市民グループが自治体とのパートナーシップを形成「環境保全に向けて市民グループが自治体とのパートナーシップを形成「環境保全に向けて市民グループが自治体とのパートナーシップを形成「環境保全に向けて市民グループが自治体とのパートナーシップを形成

し、市民による省エネの推進を行った模範的な取組し、市民による省エネの推進を行った模範的な取組し、市民による省エネの推進を行った模範的な取組し、市民による省エネの推進を行った模範的な取組みみみみ」」」」との評価をいただき、「かながわ地球環境賞」「かながわ地球環境賞」「かながわ地球環境賞」「かながわ地球環境賞」

受賞受賞受賞受賞の栄誉に浴しております。 

 

活動概況活動概況活動概況活動概況                                        環境ボランティア活動環境ボランティア活動環境ボランティア活動環境ボランティア活動のののの骨格と骨格と骨格と骨格と基盤基盤基盤基盤    

    私たちは豊かな地域づくりをめざし、自治体等と連携して、省エネ事業活動を進めています。 

  計画：計画：計画：計画：鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画策定鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画策定鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画策定鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画策定    

省エネビジョン策定省エネビジョン策定省エネビジョン策定省エネビジョン策定    ＊地域・町づくりの提案＊地域・町づくりの提案＊地域・町づくりの提案＊地域・町づくりの提案などなどなどなど 

      

      事事事事    業業業業    ：：：：    活活活活    動動動動    のののの    基基基基    幹幹幹幹    （（（（    ４４４４    本本本本    柱柱柱柱    ））））        

広報広報広報広報    教育教育教育教育    普及普及普及普及    調査・研究調査・研究調査・研究調査・研究        

・イベントへの出展・イベントへの出展・イベントへの出展・イベントへの出展    

・発表で活動紹介・発表で活動紹介・発表で活動紹介・発表で活動紹介    

・ﾆｭｰｽ発行・ﾆｭｰｽ発行・ﾆｭｰｽ発行・ﾆｭｰｽ発行 

・出前授業・出前授業・出前授業・出前授業    

・ｴｺｽｸｰﾙ作り・ｴｺｽｸｰﾙ作り・ｴｺｽｸｰﾙ作り・ｴｺｽｸｰﾙ作り    

・省エネ実践講座・省エネ実践講座・省エネ実践講座・省エネ実践講座    

・省ｴﾈﾅﾋﾞ計測器・省ｴﾈﾅﾋﾞ計測器・省ｴﾈﾅﾋﾞ計測器・省ｴﾈﾅﾋﾞ計測器    

・優良店評価・優良店評価・優良店評価・優良店評価    

・・・・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与 

・省エネ家計簿・省エネ家計簿・省エネ家計簿・省エネ家計簿    

・・・・安全と省安全と省安全と省安全と省エネエネエネエネ    

･ｸﾚｼﾞｯﾄ・排出権･ｸﾚｼﾞｯﾄ・排出権･ｸﾚｼﾞｯﾄ・排出権･ｸﾚｼﾞｯﾄ・排出権 

    

自治体・自治体・自治体・自治体・NPONPONPONPO との連携との連携との連携との連携            （活動基盤の構築）（活動基盤の構築）（活動基盤の構築）（活動基盤の構築）      

 

省エネ省エネ省エネ省エネ力力力力                                        省エネ省エネ省エネ省エネ活動の活力と源泉活動の活力と源泉活動の活力と源泉活動の活力と源泉    

                私たちはさまざまな経験と資格を持った会員で構成し、それらの知見を活かして多くの委員、講師を 

務めています。 

湘南・省エネネットワーキング湘南・省エネネットワーキング湘南・省エネネットワーキング湘南・省エネネットワーキング    

組織・役割        代  表 

会計役      事務局      監事役 

保有資格 エネルギー管理士 エネルギー管理員 

省エネルギー普及指導員    省エネルギーエキスパート 

神奈川県地球温暖化防止活動推進員 環境カウンセラー（市民部門） 

講師派遣  大学の非常勤講師、小中学校への環境学習の出前授業の講師 

委員派遣   鎌倉市立二中・大船中の校舎改修に伴う「エコスクール作り」検討委員会委員 

かまくら環境保全推進会議委員 環境審議会委員 地球温暖化対策地域推進計画策定作業部会長 

 



 

 

鎌倉を低炭素な街づくりにするため、私たちが出来ること鎌倉を低炭素な街づくりにするため、私たちが出来ること鎌倉を低炭素な街づくりにするため、私たちが出来ること鎌倉を低炭素な街づくりにするため、私たちが出来ること    

それは省それは省それは省それは省エネアクション！エネアクション！エネアクション！エネアクション！    

いざ鎌倉いざ鎌倉いざ鎌倉いざ鎌倉!!!!!!!!    

    私たちが放つ五本の矢で、湘南版私たちが放つ五本の矢で、湘南版私たちが放つ五本の矢で、湘南版私たちが放つ五本の矢で、湘南版「エコのミックス」を実現しよう「エコのミックス」を実現しよう「エコのミックス」を実現しよう「エコのミックス」を実現しよう!!!!!!!!!!!!    

 

 

    

    

過過過過

去去去去    

    

↓↓↓↓    

１本目の矢：家庭での省エネ１本目の矢：家庭での省エネ１本目の矢：家庭での省エネ１本目の矢：家庭での省エネ                                                                                                ２本目の矢：学校での省エネ２本目の矢：学校での省エネ２本目の矢：学校での省エネ２本目の矢：学校での省エネ    

節電チャレンジ節電チャレンジ節電チャレンジ節電チャレンジ    

市内今泉台地区で４３軒を

対象として節電チャレンジ

シートの配布と回収 

大きな省エネ成果 

省エネショップ省エネショップ省エネショップ省エネショップ    

優良家電販売店の実態

調査活動と５ツ星ラン

ク評価による省エネ店

舗の普及促進 

 環境教育環境教育環境教育環境教育    

出前講座へ講師派遣 

生徒の体験学習 

省エネ家計簿の作成 

普及・啓発支援 

エコスクールエコスクールエコスクールエコスクールづくりづくりづくりづくり    

第二中学校 

校舎改築への検討委員

参画による実現 

 

今今今今

迄迄迄迄    

やややや

っっっっ

たたたた

ここここ

とととと    

    

↓↓↓↓    

    

    

現現現現

在在在在    

    

    

↓↓↓↓    

      ↓         ↓           ↓       ↓ 

節電チャレンジ節電チャレンジ節電チャレンジ節電チャレンジ    

継続的な取組みの促進 

省エネナビ、ミルエネなどに

よる省エネ行動の「見える化」

を更に普及促進 

省エネ製品省エネ製品省エネ製品省エネ製品の普及 

家庭でエネルギー使用量

が多い冷蔵庫、LED など

の省エネ事例紹介 

普及啓発活動 

 自主的取り組み自主的取り組み自主的取り組み自主的取り組み    

フィフテ・フィフティ・プ

ロジェクトなどによるイン

センティブを付与すること

による取組促進 

エコスクールづくりエコスクールづくりエコスクールづくりエコスクールづくり    

大船中学校校舎改築

への検討委員参画に

よる提言 

３本目の矢：私たち皆での省エネ３本目の矢：私たち皆での省エネ３本目の矢：私たち皆での省エネ３本目の矢：私たち皆での省エネ            節電インセンティブへの付与節電インセンティブへの付与節電インセンティブへの付与節電インセンティブへの付与 

企業企業企業企業との協同作業との協同作業との協同作業との協同作業    

LED 電球の市民への導入普及 

ネガワット・プログラム 

自治体との協同作業自治体との協同作業自治体との協同作業自治体との協同作業    

自治体が進めている市民の取組み 

促進プログラム 

生徒・学生とのコラボ協同作業生徒・学生とのコラボ協同作業生徒・学生とのコラボ協同作業生徒・学生とのコラボ協同作業    

皆が参加する輪づくりの拡大 

省エネ家計簿の普及 
 

今今今今    

    

やややや

っっっっ

てててて

いいいい

るるるる

ここここ

とととと    

    

↓↓↓↓    

    

未未未未

来来来来    

４本目の矢：地域での省エネ４本目の矢：地域での省エネ４本目の矢：地域での省エネ４本目の矢：地域での省エネ                                                                                                    ５本目の矢：社会での省エネ５本目の矢：社会での省エネ５本目の矢：社会での省エネ５本目の矢：社会での省エネ    

経済的なインセンティブ付与経済的なインセンティブ付与経済的なインセンティブ付与経済的なインセンティブ付与    

市民の省エネ行動をさらに

経済的なインセンティブを付

与することによる取組促進    

省エネ省エネ省エネ省エネクレジットクレジットクレジットクレジット    

市民の省エネ成果を 

クレジットとして評価 

させて市民に還元    

    国内排出量取引国内排出量取引国内排出量取引国内排出量取引    

地域での省エネ成果

をさらに国内の他地域

と成果を交換    

カーボンオフセットカーボンオフセットカーボンオフセットカーボンオフセット    

クレジット制度（J-VER）で、削

減が困難な地域でのオフセット

（埋合わせ）に供与    

⇓⇓⇓⇓                                        ⇓⇓⇓⇓    

低炭素社会、スマートシティ、スマートハウスの普及低炭素社会、スマートシティ、スマートハウスの普及低炭素社会、スマートシティ、スマートハウスの普及低炭素社会、スマートシティ、スマートハウスの普及    

今今今今

後後後後    

やややや

るるるる

ここここ

とととと    

省エネルギー行動の発展段階省エネルギー行動の発展段階省エネルギー行動の発展段階省エネルギー行動の発展段階    

段階 対象 省エネ行動 活動内容 具現体 状態 

第一段階 個人 問題発見 調査 課題 探索 

第二段階 家庭 問題解決 改善 アイデア 保有 

第三段階 会員 情報交換 紹介 知識 共有 

第四段階 地域 普及啓発 啓発 意識 伝播 

第五段階 社会 相互啓発 貢献 ネットワーク 交流 

 



    

未来へのシナリオ未来へのシナリオ未来へのシナリオ未来へのシナリオ                            省エネのコツ省エネのコツ省エネのコツ省エネのコツ＜その二＞＜その二＞＜その二＞＜その二＞    ムリなく、続けることムリなく、続けることムリなく、続けることムリなく、続けること    

 

私たちの住む社会は、高齢化や健康問題などと共に環境問題がクローズアップされるなど 

この 10 年間に大きく変わろうとしています。全地球市民が省エネに今から取り組み始めなけ 

ればなりません。 

 

少子・少子・少子・少子・高齢化高齢化高齢化高齢化    

への加速への加速への加速への加速    

地球温暖化問題への地球温暖化問題への地球温暖化問題への地球温暖化問題への    

全地球市民の参加全地球市民の参加全地球市民の参加全地球市民の参加    

健康・安全問題健康・安全問題健康・安全問題健康・安全問題

への拍車化への拍車化への拍車化への拍車化    

  

        ↓↓↓↓                                    ↓↓↓↓                                    ↓↓↓↓    

 

  そこで、私たちがこの１０年間でさらに取り組みたい省エネドリームプランを描いてみました。 

           

    太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電    

燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池    

風力発電風力発電風力発電風力発電    

 

    

衣衣衣衣    ：クール：クール：クール：クールビズビズビズビズ////ウォームウォームウォームウォームビズビズビズビズ対応対応対応対応ののののカジュアル服カジュアル服カジュアル服カジュアル服    

⇒⇒⇒⇒    エコファッションエコファッションエコファッションエコファッション    

    

食食食食    ：エコクッキング、スローフード：エコクッキング、スローフード：エコクッキング、スローフード：エコクッキング、スローフード    

                    地産池消のショッピング地産池消のショッピング地産池消のショッピング地産池消のショッピング、、、、加工済加工済加工済加工済みみみみ食品の購入食品の購入食品の購入食品の購入    

                    ⇒⇒⇒⇒    フードマイレージフードマイレージフードマイレージフードマイレージ    

    

住住住住    ：高齢化対応：高齢化対応：高齢化対応：高齢化対応省エネ電化製品、省エネ電化製品、省エネ電化製品、省エネ電化製品、LEDLEDLEDLED 照明、照明、照明、照明、    

人感センサー付人感センサー付人感センサー付人感センサー付ききききエアコン、エアコン、エアコン、エアコン、真空断熱材真空断熱材真空断熱材真空断熱材    

ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ、緑のカーテン、、緑のカーテン、、緑のカーテン、、緑のカーテン、    

⇒⇒⇒⇒    ゼロエミッション住宅ゼロエミッション住宅ゼロエミッション住宅ゼロエミッション住宅    

    

情報情報情報情報：電子機器やネットワーク装置の省電力モード：電子機器やネットワーク装置の省電力モード：電子機器やネットワーク装置の省電力モード：電子機器やネットワーク装置の省電力モード    

                    ⇒⇒⇒⇒    グリーングリーングリーングリーン ITITITIT 社会社会社会社会    

    

交通交通交通交通：電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、：電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、：電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、：電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車、    

低燃費タイヤ、経済的コンパクトカー低燃費タイヤ、経済的コンパクトカー低燃費タイヤ、経済的コンパクトカー低燃費タイヤ、経済的コンパクトカー、電動自転車、電動自転車、電動自転車、電動自転車    

                    ⇒⇒⇒⇒    低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会    

    

 

 



活動年譜活動年譜活動年譜活動年譜                                                これが私たちの歩みこれが私たちの歩みこれが私たちの歩みこれが私たちの歩み    

  私たちの１５年間の活動をクロニクル（編年誌）風に振り返ってみました。 

年年年年    度度度度    主主主主    なななな    歩歩歩歩    みみみみ    

１９９８年 10 月 31 日に第 1 回会合を開催 ２３名が集い、キックオフ！ 

省エネナビで電力使用量削減の取組み、会員の実践事例「我が家の省エネ奮闘記」作成 

１９９９年 「会員家庭での消費電力１割カット」「会員家庭での消費電力１割カット」「会員家庭での消費電力１割カット」「会員家庭での消費電力１割カット」の省エネ目標をわずか１年で達成 

省エネルギーセンター主催「地域省エネルギー活動広報支援事業」で優秀賞を受賞受賞受賞受賞 

２０００年 「知恵と工夫の省エネアイデア集」「知恵と工夫の省エネアイデア集」「知恵と工夫の省エネアイデア集」「知恵と工夫の省エネアイデア集」を作成、「省エネルギーフォーラム」、「省エネルギーフォーラム」、「省エネルギーフォーラム」、「省エネルギーフォーラム」報告会報告会報告会報告会を開催 

神奈川県の環境フエアへ出展、出展、出展、出展、中国大連市を訪問して市民レベルの省エネ国際交流国際交流国際交流国際交流 

２００１年 省エネルギーセンター主催「省エネ共和国サミット」で省エネ実践活動事例を紹介 

２００２年 新たに家庭での上水道の節水対策にも取り組み開始、普及啓発用の広報資料作り 

２００３年 環境家計簿への取り組み、会員家庭での省エネ取り組み状況の把握・集計 

２００４年 「かながわ地球環境賞」を受賞受賞受賞受賞、“地球温暖化防止の集い”で省エネ活動事例を発表 

２００５年 省エネルギーセンター主催 第５回「省エネ共和国サミット２００５」で発表 

２００６年 近隣の家電量販店の省エネ調査””””探そう五つ星店探そう五つ星店探そう五つ星店探そう五つ星店””””、、、、かまくら環境市民大学かまくら環境市民大学かまくら環境市民大学かまくら環境市民大学の開講 

２００７年 鎌倉市立第二中学校の校舎改修に伴う“エコスクール作り”“エコスクール作り”“エコスクール作り”“エコスクール作り”検討委員会への参画 

２００８年 鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画策定作業部会への参画、創立１０周年記念 

２００９年 “私たちのボランティア活動”を市民活動の日フェアに出展 

２０１０年 鎌倉市立大船中学校の校舎改修に伴う“エコスクール作り”“エコスクール作り”“エコスクール作り”“エコスクール作り”検討委員会への参画    

２０１１年 “この夏の節電対策““この夏の節電対策““この夏の節電対策““この夏の節電対策““を市民活動の日フェアに出展    

２０１２年 ””””低炭素社会作り低炭素社会作り低炭素社会作り低炭素社会作り”””” を市民活動の日フェアに出展、代表的な取り組み事例紹介    

２０１３年 “鎌倉市のまちづくり” を市民活動の日フェアに出展、「四本の矢でエコのミックス」 

２０１４年 鎌倉市との協働「家庭における省エネへの取り組みを促進する事業」、省エネ文化遺産 

２０１５年 東京ガスの環境援基金による「家庭での省エネを地域で取組む低炭素社会づくり」事業 

 

主な活動成果主な活動成果主な活動成果主な活動成果                                    自らの成果を広く紹介自らの成果を広く紹介自らの成果を広く紹介自らの成果を広く紹介    

「「「「会員家庭での消費電力１割カット会員家庭での消費電力１割カット会員家庭での消費電力１割カット会員家庭での消費電力１割カット」」」」の省エネの省エネの省エネの省エネ目標をわずか１年で達成１年で達成１年で達成１年で達成しました。 

省エネ事例集・調査報告書の作成、環境学習の出前講師：延３０回、報告会・講座等を８回開催 

展示会等のイベント：１５回出展、省エネニュース発行：約２００回、定例会：７８回開催 

かながわ地球環境賞を受賞かながわ地球環境賞を受賞かながわ地球環境賞を受賞かながわ地球環境賞を受賞、、、、地域省エネルギー活動広報支援事業で優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞を受賞 

［報道・発表］［報道・発表］［報道・発表］［報道・発表］ラジオ・テレビ・新聞・雑誌等で私たちの活動が広く紹介されました。 

・日本テレビ等：内閣府広報番組 「ご存知ですか」 ～生活ミニ情報～ 等に４回放映 

・ラジオ日本：神奈川県広報番組 「金時のかながわ見聞録」～省エネ生活の実践～ で放送 

・神奈川新聞、環境宣伝誌、地球・人間環境フォーラム誌などに活動紹介の記事を掲載 

    

今後の活動今後の活動今後の活動今後の活動                                        小さな歩みで小さな歩みで小さな歩みで小さな歩みで    大きな進化大きな進化大きな進化大きな進化    

私たちの省エネルギー行動は、小さな歩みで少しずつ発展し、地域から街づくり、社会形成へ 

大きく進化してきております。 

    

おわりにおわりにおわりにおわりに                                                    さらにステップアップをさらにステップアップをさらにステップアップをさらにステップアップを    

   今後も地域社会に微力ながら貢献できるように一層の活動を展開していきたいと思います。 

 



2015 年 12 月 5 日交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ報告会の光景写真 

2016 年 3 月 27 日 

 

 

 

 


