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OFF!!

ご協力をお願いします
に

集合住宅の省エネ取組を推進します

　政府は、今夏の電力需給対策について、定着してい
る節電の取り組みが、国民生活や経済活動への影響
を極力回避した無理のない形で確実に行われるよう、
節電を要請しています。　
　このような状況を踏まえ、区は、平成25年度港区節
電対策基本方針で定めた夏季における節電対策の取
り組みを、昨年度に引き続き実施します。

　区民の多くが集合住宅に居住するという港区の特性を踏まえ、区民や事業者への支援に加え、集合住宅共用部分におけるエネルギー
使用量の効果的な抑制を支援することにより、二酸化炭素排出量を削減し、区における環境負荷低減を図ります。

　希望する集合住宅管理組合等に対し、設備の運用改善や改修、あるいは合意形成過程で
の悩み等にアドバイスをする省エネコンサルタントを、区が派遣します（最大4回まで無料）。
　また、現場確認等により、省エネ提案書も無料で作成します。

　集合住宅共用部分を中心とした省エネルギー化について、マンション管理士等の資格を有する専門
家を講師に迎え、省エネセミナーを無料で実施します（全２回参加可）。

　省エネルギーや電気料
金の値上げ等のコスト増
対策としても活用できる、
集合住宅共用部分を対象
とした省エネガイドブック
を無料配布します。　　

節電・省エネルギー節電・省エネルギー

区内在住者（集合住宅の管理者も参加できます）
8月31日（土）午後２時～４時
エコプラザ（浜松町1－13－1）
設備・電気分野を中心とした省エネ
50人（先着）
7月5日～8月11日に　　　　　  （午前9時
（初日は午前１１時）～午後５時受け付け）へ。
☎5472－3710

　家庭・事業所においても、夏場はエアコンの使用に
より電力消費が増大しますが、区民の皆さん、事業者
の皆さん一人ひとりの節電行動で大きな成果をあげ
ることができます。無理なく、長続きできる節電・省エネ
ルギー型のライフスタイルへ切り替える等、引き続き
環境にやさしい行動への協力をお願いします。

1
「港区マンション
 省エネガイドブック」 の配布
「港区マンション
 省エネガイドブック」 の配布

3 集合住宅の管理組合向け省エネセミナーの開催集合住宅の管理組合向け省エネセミナーの開催

2 省エネコンサルタントの派遣省エネコンサルタントの派遣

7月1日（月）から
環境課および各総合支所の窓口

受付開始日：
申し込み先：
申し込み方法：配布開始日：

配布場所：

7月1日（月）から
環境課地球環境係
環境課および各総合支所の窓口で配布する申請書に記入の上、
郵送または直接、環境課地球環境係（区役所８階）へ。

無料
相談・現況調査および省エネ提案書の作成
省エネ提案内容の説明、実施に向けてのアドバイス等
事前説明会アドバイス
総会アドバイス

送付先・問い合わせ 〒105－8511　港区役所環境課地球環境係
☎３５７８－２496

※希望する管理組合には郵送します。 ※申請書は、港区ホームページ
　からダウンロードもできます。

区内在住者（集合住宅の管理者も参加できます）
7月27日（土）午後２時～4時
エコプラザ（浜松町1－13－1）
建築分野を中心とした省エネ
50人（先着）
7月5日～7月21日に　　　　　  （午前9時
（初日は午前１１時）～午後５時受け付け）へ。
☎5472－3710
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1対　象　区内在住者（世帯単位での参加になります）
2ポイント付与対象
取り組み
項目 内容 ポイント付与

（平成25年度）
環境行動
チェック

環境に配慮した行動の自己チェック（電気・ガス・水道使用
量を春・夏・秋・冬の3カ月ごとに記録・提出）

100ポイント
×
4回

節電行動
ポイント

当月の電気使用量が前年同月比で5％削減
ただし、平成24年度からの参加者は前年同月以下に削減

100ポイント
×

12カ月
環境行動
ポイント 環境にやさしい自発的な行動・イベントへの参加

100ポイント
×

7回（上限）

3交換賞品
　たまったポイントは、右
記の賞品に交換することが
できます。
　賞品交換は平成26年2月
中旬を予定しています。
　交換時期が近づきました
ら、参加者にホームページ
等によりお知らせします。

　対象のイベントに参加するごとに配布したポ
イントカードの裏面にスタンプ（100ポイント）を
押します。次回参加する際には忘れずにお持ち
ください（再発行不可）。
※ 下記一覧表は7月1日時点のものであり、今後、変
更する場合があります。

4参加方法
　平成24年度に参加登録している場合は、再登録は必要ありません。
〈インターネットからの参加〉
　「みなとエコチャレンジ」専用ホームページから参加登録
（http://www.minato-ecochallenge.jp/）

〈申請書（紙）での参加〉
　区役所および各総合支所の窓口で配布するエントリーシートに必要事項を
記入し、下記担当まで郵送または直接、環境課地球環境係（区役所8階）へ。

賞品名 交換ポイント数
エコバザー券（500円分） 500ポイント
あきる野環境学習への優先
参加券（1回分） 500ポイント

区内共通商品券（500円分） 675ポイント
エコ・アクション・ポイント 50ポイント単位
みなと森と水ネットワーク
会議参加自治体の地元産品
（1000円相当）

1000ポイント

　省エネ・節電・環境イベント等への参加を通じて、ポイントを付与し、家庭
における環境にやさしい行動を応援する「みなとエコチャレンジ」を平成24年
度に引き続き実施しています。

送付先・問い合わせ 〒105－8511　港区役所環境課地球環境係
� ☎3578－2496

問い合わせ 環境課地球環境係� ☎3578－2496

4月1日～平成26年3月31日�（いつでも参加できます）実施
期間

エコチャレンジ2013
みなと

イベント名 所管部署 電話番号
家庭向け省エネセミナー（すでに終了）

環境課 ☎3578－2496緑のカーテン講習会（すでに終了）
エコライフ・フェアでのクイズラリー（すでに終了）
「芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼロのま
ち！～」

芝地区総合支所協
働推進課 ☎3578－3123

「麻布地区みなとタバコルールキャンペーン」 麻布地区総合支所
協働推進課 ☎5114－8802

「赤坂青山美しいまちマナーのまち」クリーンキャ
ンペーン

赤坂地区総合支所
協働推進課 ☎5413－7272

品川駅高輪口周辺タバコマナー＆クリーンアップ
キャンペーン 高輪地区総合支所

協働推進課 ☎5421－7621
「高輪地区文化財周辺クリーンキャンペーン」
「クリーンアップ・みなとタバコルールキャンペー
ン」

芝浦港南地区総合
支所協働推進課 ☎6400－0031

みなとエコショップでの買い物※

みなとリサイクル
清掃事務所 ☎3450－8025

家庭系ごみ量の「見える化」事業
古着・廃食用油・小型家電の資源回収
（拠点回収を除くイベント等での回収）
3Ｒ推進事業（区民向け講座・セミナー等）
リサイクル施設見学会等
※�金額に関わらず、みなとエコショップのレシート10枚につき100ポイントと交換できます。
詳しくは、港区ホームページをご覧いただくか、担当部署へお問い合わせください。　

環境行動ポイント対象イベントについて

熱中症に注意してください
　熱中症は、例年、梅雨明けの７月下旬から８月上旬に多く発生します。
気温等の環境条件だけでなく、体調等が影響して起こります。

熱中症の症状

熱中症の予防方法

軽度…めまい・立ちくらみ・筋肉痛・
汗が止まらない

中度…頭痛・吐き気・倦怠感・虚脱感
重度…まっすぐに歩けない・けいれん・

呼びかけに反応しない・
意識がない・高体温

軽度の場合は、すぐに涼しい場所へ移っ
て体を冷やし、イオン飲料等を利用し
て水分と塩分を補給してください。改
善しない場合や、呼びかけに反応しな
い等重度の症状の場合は、すぐに病院
へ搬送することが必要です。

こんな日には熱中症に注意
気温が高い・風が弱い・湿度が高い・急に暑くなった

　予防の基本は、暑くなる前からバランスよく食事をし、定期
的な運動を行って汗をかきやすい体づくりをしておくことです。

熱中症予防情報サイト（環境省）
http://www.wbgt.env.go.jp/

問い合わせ

●屋外では帽子をかぶる等、暑さ
を避けましょう

●体を締め付けない服を着用し、
襟元をゆるめる等、服装を工夫
しましょう

●こまめに水分を補給しましょう
（持病のある人は主治医と水分
の取り方を相談しましょう）

急に暑くなった日や運動時だけでな
く、日常生活でも注意が必要です。熱
中症は、室内でも多く起こります。必
要に応じて効果的にエアコンや扇風機
を使用し、無理な節電をしないように
しましょう。子ども（特に乳幼児）、高
齢の皆さんは特に注意してください。

とき ところ
7月26日（金）
午後2時から 日比谷通り　都営三田線「三田駅」A9出口付近

8月上旬予定 白金アエルシティ（白金1－17）白高児童遊園周辺

8月7日（水）
午後2時から ハマサイト（海岸1－2－20）ハマサイトグルメ駅前広場

8月下旬予定 お台場ペデストリアンデッキ（台場1－4－1）自由の女神前広場

主　　　催 みなと環境にやさしい事業者会議　他
問い合わせ みなと環境にやさしい事業者会議事務局　☎6806－9280

区内共通商品券 あきる野環境学習 地元産品（一例）　高知県馬
路村　ゆずジュース

　夏は「打ち水」で涼もう
　暑く乾いた路面に水をまく「打ち
水」は、江戸時代から続く納涼の知恵
です。節電対策や近所同士のコミュ
ニケーションの一環として、環境にや
さしく自然な涼しさが体感できる「打
ち水」を、今年も区内で行います。

　打ち水のやり方
ステップ１　水の用意
　水は、お風呂の残り湯や雨水等を
使いましょう。
ステップ２　道具は何でも大丈夫
　水を入れるのは、手おけやバケツ、ペ
ットボトル、じょうろ等が便利です。

　ワンポイントアドバイス
　「打ち水」の場所は、道路や庭だけ
でなく、屋上・ベランダ・外壁等。
日なた・日陰のどちらでも大丈夫で
す。夕方は特に効果があります。

注　意
◦�水をまくときは、人にかからないよ
うに注意しましょう。
◦�自転車やバイクが滑りやすいマンホ
ール上やカーブ途中にはまかないよ
うにしましょう。
◦�安全のため、自動車の通行が多い通
りは避けてください。
◦熱中症にも注意しましょう。

「みなと打ち水大作戦」
今年も開催

環境課環境指導係
� ☎3578－2491

平成25年度の「打ち水イベント」区内予定



3 平成25年（2013年）7月1日☎3578–2111（区役所代表） 環境特集号

防風植栽の計画、施工および建物竣工後、最長３年までの多段階の手続
きを設けました。
対象事業を、延べ面積5万㎡以上の新築建築物とし、都環境アセスメント
対象案件も含めました。
事業者の選任する防風植栽管理技術者が専門家の視点で防風植栽の管
理について助言します。
事業者から管理組合等への所有権引継
ぎ時に、防風植栽の維持管理に係る事
項を十分説明する手続きを設けました。

　平成22年度の港区全域における二酸化炭素の排出量を公
表します。
　排出量は、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温
暖化防止プロジェクト」により公表されている温室効果ガス排
出量のデータを用いています。
　オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」とは、
東京のみどりの保全や温暖化防止について連携・共同して取り組むため、都内62
市区町村が平成19年度から展開している事業です。

環境課環境アセスメント担当
☎３５７８―２490

問い合わせ

が　 月７ 日（月）から施行されます７ 1
港区ビル風対策要綱港区ビル風対策要綱港区ビル風対策要綱

　港区ビル風対策要綱は、高層建築物周辺で発生するビル風を防風植栽等
で、できる限り抑制し、区民の皆さんの生活環境を保全するために制定さ
れました。制度の特徴は、次のとおりです。

1

2

3

4

二酸化炭素排出量について二酸化炭素排出量について

環境課地球温暖化対策担当　☎３５７８―２479問い合わせ

 3816（千t－ＣＯ２）平成22年度
排出量

排出量の推移および部門別排
出量の詳細は、港区ホームペー
ジをご覧ください。

港区の

将来に向けて

　「全ての生命の多様さとそれらのつなが
り」のことを生物多様性と言います。私た
ちはその「つながり」の一員で、そこからも
たらされる恵みを受けて、豊かで快適な
生活を送っています。しかし、近年、人間
のさまざまな活動の影響で、この「つなが
り」が、弱くなってきています。

　区では、自然や動植物を守り、生物多様
性がもたらす恵みを未来に引き継ぐため、区
民や事業者、さまざまな立場の皆さんと、
「港区生物多様性地域戦略｣をつくります。
　区民会議（いきもの作戦会議）に参加し
て、日々のくらしの中で、生物多様性につい
て私たちができることを考えてみませんか。

※詳しくは、みんないきもの大作戦！
　ホームページ
http://minato-ikimono.jp/
　　　　　　　　　をご覧ください。

環境課緑化推進担当　☎3578―2331問い合わせ

（1）探す｢夏の虫調査隊｣
対象…区内在住・在勤・

在学者（小学生以上）
とき・ところ…７月20日（土）区立・都立芝公園、

８月３日（土）都立青山公園
　　　※いずれも午前９時30分～11時30分
　　　 　（天候等により早く終わることがあります）

定員…各20人（応募者多数の場合は抽選）
申し込み…電話で、７月３日（水）～11日（木）までに、みなとコール
　　　　　 （午前９時（初日は午前11時）～午後５時受け付け）へ。

どんな場所にどんな虫がいるのでしょう
か。虫博士と一緒に調べてみましょう。

問い合わせ
環境課緑化推進担当

☎３５７８―２３３１

地球のいのち、つないでいこう

夏の虫に会いに行こう
　区には、平成20年度時点で、２１７１種類の生きものがいます。特に夏は
たくさんの生きものが活動する季節です。バッタやカマキリ・セミ等、身近
な夏の虫に会いに行きませんか。キーワードは「探す」と「待つ」です。

生きものと緑の情報を公開しています

問い合わせ

生物多様性って？

（2）待つ｢セミの羽化観察会｣
対象…区内在住・在勤・在学者
とき・ところ…７月27・28日（土・日）　高輪公園
　　　※いずれも午後６時～８時（雨天順延）
定員…各30人（応募者多数の場合は抽選）
申し込み…電話で、７月２日（火）～15日（月）までに、みなとコール
　　　　　 （午前９時（初日は午前10時）～午後５時受け付け）へ。

☎5472―3710

神秘的なセミの羽化を
観察しませんか。

　環境課では、平成20・21年に行った「港区生物現況調査（第２次）」と、平成
23年度に行った「港区みどりの実態調査（第８次）」の調査結果の報告書やデー
タの閲覧と貸し出しを行っています。
　区内の生きものや緑について知りたい人は、ぜひご活用ください。

資料の閲覧と入手方法
　調査結果をまとめた報告書
やデータは、港区ホームペー
ジからダウンロードすることも
できます。
　また、報告書の閲覧は、各総
合支所、区立図書館、区政資
料室（区役所3階）、環境課（区
役所8階）で行っています。
　報告書とデー
タ（ＣＤ―Ｒ）の貸
し出し、概要版の
配布は、環境課
で行っています。

「港区のみどりと生きもの2010」の
販売について　

　この本は、生物現況調
査のデータを活用して、区
内で身近に見られる生き
ものと、その生息環境を
知っていただくため作成
した、Ｂ６版２２４ページ
（フルカラー）のガイドブ
ックです。
　前半は、区の生物環境

の特徴を解説し、後半は、区内で撮影した３７６種
類の生きものを掲載した生きもの図鑑で、野外観
察で利用できる本として作成しました。
　｢港区のみどりと生きもの2010｣は、各総合支
所（芝地区を除く）または区政資料室（区役所3
階）で、１冊８００円で販売しています。

問い合わせ 環境課緑化推進担当　☎３５７８―２331

港区は、歴史ある大きな緑
地が多く残っていて、都心に
あるみどりが多いまちです。

かつては豊かな生態系があり、
食卓にのぼる「江戸前」の魚介
類を育んでいました。埋立が進
んだものの、今でもさまざまな
生きものたちが暮らしています。
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

環境特集号

　区では、CO2排出削減を目的とし
て新エネルギー機器、省エネルギー
機器等を設置する区民、区内集合住
宅の管理組合および管理者の皆さん
に、経費の一部を助成しています。

8月3日（土）の予定 8月4日（日）の予定 両日開催のイベント

なおやマンの
ヘンテコパーティー
　ケミカルエンターテイナーのな
おやマンが、ショーアップしたエ
コなワークショップ「ヘンテコな体
験」を通して、こども達の毎日をエ
コなわくわくに変えていきます。
とき　�　一部：午前10時30分から、

　二部：午後1時30分から
ところ　エコプラザ1階

■のこぎりで木を切ってみよう

「丸太の早切り合戦」
　森や木について学びながら、あ
きる野の間伐材に親しみ、木を使
って森を守ることを学びます。参
加者には参加賞を進呈。当日飛び
入り参加も大歓迎です。
とき　　午後2～4時
ところ　エコプラザ1階

■外国の人に知ってほしい日本のエコ

「江戸前文化を知る」
　日本の生活ならではの工夫によるエコの知恵を、英語で紹介し
ます。江戸時代から学ぶエコライフについて、日本の伝統的な考
え方と知恵を、外国人の皆さんにも理解しやすく説明します。ぜ
ひ外国人のお友達と一緒にお越しください。
とき　午前10時30分～正午　　ところ　エコプラザ3階

そらべあ＆えこエコ　ミニライブ
　「そら」と「べあ」は、氷の大地が溶けてしまって、お母さんと離
ればなれになってしまったホッキョクグマの兄弟。そらべあの物
語から地球温暖化を理解し、毎日の暮らしの中でできることを考
えていきます。エコ検定合格者のえこエコのお姉さん2人が解説し
てくれます。
とき　　一部：午前10時30分から、二部：午後1時30分から
ところ　エコプラザ1階

■エコプラザ5周年記念講演

「環境をビジネスとして経営するということ
� ～農業問題を考える」
とき　午後3～4時　　ところ　エコプラザ1階

　このイベントに関わる電
力は、みなと森と水ネット
ワーク会議の協定自治体で
ある宮城県石巻市・宮崎県
日南市のバイオマスエネル
ギーを活用したグリーン電
力で行われる予定です（※
2000kWhを想定していま
す）。

　イベントの予定等、最新の
情報はエコプラザのホームペ
ージをご覧ください。
http://minato-ecoplaza.net

「芝エビちゃんを探せ！」
　エコプラザ館内にいる芝エビちゃんを探
して回るゲーム。
　全部の芝エビちゃんを発見できた人には
素敵な賞品をプレゼント。
とき　　午前10時～午後4時
ところ　エコプラザ館内

マルシェ（市場）
　エコプラザと浜松町駅北口の文化放送敷
地内にて、有機野菜の販売会や区と関わり
の深い各地の自治体、事業者によるバザー
等を、2日間にわたって開催。エンターテイ
ンメントガイド鈴木淳さんが、楽しくご案
内します。
◦�有機野菜販売会
◦�みなと森と水ネットワーク会議協定自治
体による物産展
◦�みなと環境にやさしい事業者会議会員事
業者によるエコバザー
とき　　午前10時～正午
ところ　�エコプラザ前、文化放送敷地内
※�商品が無くなり次第終了となります。

★エコプラザからのお知らせ★

エコプラザ夏祭り～5周年記念～エコ de みなとく
で

表 �助成項目一覧

助成項目 助成対象者
区民 管理組合等 中小企業者等

太陽光発電システム ○ ○ ○
太陽熱温水器 ○ ○ ○
太陽熱ソーラーシステム ○ ○ ○
蓄電システム ○
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート） ○ ○
ガス発電給湯器（エコウィル） ○ ○
燃料電池システム（エネファーム） ○ ○
日射調整フィルム ○ ○ ○
高断熱サッシ ○
人感センサー付照明 ○
事業所用空調機器 ○
省エネルギー診断結果に基づく設備改修 ○
電気自動車等用急速充電設備 ○ ○ ○
電気自動車等用普通充電設備 ○ ○ ○
高反射率塗料等 ○ ○ ○

パ
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﹁地球温暖化対策
� の助成金﹂

★「みなとエコ宣言」とは
　環境に配慮したエコな取り組みを行っている区内事業者を「み
なとエコ宣言」登録店（事業所）として登録する事業です。
　登録店（事業所）には、登録証とステッカーを交付し、港区ホ
ームページで紹介します。

　登録する宣言内容は、どんなに小さなものでも構いません。例えば、「冷房
は28度に設定します」、「不必要な電灯は小まめに消灯します」等、簡単に始め
られる内容や、すでに実践されている内容で結構です。
　皆さんの何気ない環境にやさしい取り組みのひとつひとつが大きな力とな
り、区の環境を良くします。
　あなたのお店も「みなとエコ宣言」に登録しませんか。
対象　区内事業者（業種や規模は問いません）
参加方法　環境課および各総合支所の窓口で配布する申請書に記入の上、郵
送または直接、環境課地球環境係（区役所8階）へ。
※ 申請書は、港区ホームページからダウンロードもできます。

みなとエコ宣言
に登録しませんか

区内事業者のみなさん

○助成項目　表のとおり
○申請方法　各助成項目の対象者、交付申請手続
き、必要書類等詳しくは、区の各施設で配布するパ
ンフレットまたは港区ホームページをご覧くださ
い。申請書は環境課（区役所8階）で配布する他、港
区ホームページからダウンロードもできます。
　なお、申請手続きは、環境課で行っています。予算
が無くなり次第、受け付けを終了しますので、申請
をお考えの人は、早目に手続きをお願いします。

　エコプラザは、この夏、開設5周年を迎えます。区民一人ひとりが地域の環境保全活動
について理解を深めながら、区民の心をひとつに地域一体となって、次世代のために持続
可能な社会形成に向けて、イベントを開催します。

とき　�8月3日（土）・4日（日）両日とも、�
午前10時～午後4時

場所　エコプラザ、文化放送敷地内

　　　　　　　　　��から「みなと
エコ宣言」登録事業が始まります
7月1日（月）

当日お手伝いいただくボランティアを募集しています
　「エコd

で

eみなとく　エコプラザ夏祭り」を大勢の人に楽しんで
もらえるよう、一緒に盛り上げてくれるボランティアを募集して
います。また、エコプラザで行われている活動を、ホームページ
やメールマガジン・フェイスブック等でタイムリーに広く伝えて
いくために、広報交流事業のお手伝いもしていただく予定です。
　安全・安心・快適な「エコプラザ夏祭り」を実現するために、ぜ
ひご協力ください。 問い合わせ エコプラザ� ☎5404－7764

送付先・問い合わせ 〒105－8511　港区役所環境課地球環境係�☎3578－2498問い合わせ 環境課地球環境係� ☎3578－2496

二次元バーコード

25

ス
テ
ッ
カ
ー
イ
メ
ー
ジ


