
「ひらつか環境
ファンクラブ」

に関するイベント等の
詳しい情報は、ここから

抽選でプレゼントが
当たります！
宣言報告書を提出された平
塚市民の方には、抽選で平
塚産の農産物などが当たり
ます。当選者の
発表は、発送を
もって代えさせ
ていただきます。

ひらつかCO2CO2プラン
コ　ツ コ　ツ

平塚市ひらつかCO2CO2 プラン【2018 年度版 一般家庭編】　発 行 日：平成 30年 7月　編集発行：平塚市環境部環境政策課

ウェブページ　http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02479.html

ひらつかコツコツプラン

平塚市が認定している「ごみ減量化・資源
化協力店」は、商品の包装の簡素化・マイ
バッグ持参を推進する等のごみの減量化・
資源化活動を進んで実施するお店です。
「ごみ減量化・資源化協力店」にはクルク
ルのマークが目印として貼ってあり、市内
約180店舗が加盟しています。お近くに認定
されているお店があるか是非チェックして
みてください。

平塚市ごみ減量化・資源化協力店
ひらつか環境ファンクラブは、環境に興味がある人や環境保全活動を実践し
ている人同士がネットワークを作り、知識や技術・体験などを会員同士や多
くの市民と情報交換することを目的として発足しました。
ひらつか環境ファンクラブでは、会員を随時募集してい
ます。対象は、18歳以上の市内在住、在勤、在学の方で、
環境について学びたい方、市内で環境活動をしている個
人または団体です。会員になれば、自団体が行っている
活動を広く周知できたり、市内の環境に関するイベント
や団体の情報を得ることなどができます。ご興味のある
方は、平塚市環境政策課（ひらつか環境ファンクラブ事
務局）（☎0463-21-9762）にお問い合わせください。

ひらつか環境ファンクラブ

「ごみ減量化・
資源化協力店」
の一覧は、

ここから確認できます

「ひらつか CO2CO2  ( コツコツ ) プラン」は、ここから

ごみの減量化などエコ活動を
PRする平塚市のマスコット
「クルクルくん」が目印です！！

スマートフォン・タブレットからも簡単検索！

2018 年度版  一般家庭編

参加方法は、宣言するだけ！！
コツコツプランのメニューは、ほんの少し意識するだけ
で取り組むことができる平塚市の事業が中心です。
参加することで、平塚の特性や実状に合った地球
温暖化対策を手軽に実施するこができます。

1)宣言メニュー一覧をよく読んでください。
2)宣言メニュー一覧から取り組むことを宣言するメニュー
　 を3つ以上選んでください。
3)宣言するメニューに記載されている宣言項目を選び、宣
　 言報告書に必要事項を記入のうえ、市環境政策課へ直接
　 お渡しいただくか、郵送・ファックス・市 ウェブペー 
　 ジの応募フォームから環境政策課へご報告ください。
　 （〆切10月 1日●　）

参加方法

応募はこちらから

ひらつかCO₂CO₂（コツコツ）プランは、地球温暖化の原因の一つとされる
「二酸化炭素＝CO₂」を減らすための平塚市独自の行動プランです。

ひらつかCO₂CO₂（コツコツ）プランは、地球温暖化の原因の一つとされる
「二酸化炭素＝CO₂」を減らすための平塚市独自の行動プランです。

平塚市 お問い合わせは平塚市環境政策課　〒254-8686平塚市浅間町9-1　
☎0463-21-9762　Fax0463-21-9603

今日からすぐ始められる平塚だけの取組！！
参加方法は、宣言メニューを3つ以上選んで、参
加宣言（宣言報告書を提出）するだけです。取
組後の実施報告は必要ありません。

　平塚市まちぐるみ大清掃
11月25日（日）午前8時から
※雨天の場合は12月2日（日）

市内全域で自宅周辺の道路などを掃除
します。

報告書の提出：１０月１日（月）必着

お問い合わせと報告書の提出は、平塚市環境政策課へ　　〒254-8686 平塚市浅間町 9-1　☎0463-21-9762 Fax0463-21-9603

我が家のコツコツ自慢をしよう
（右の宣言項目欄に記入）

（６）に○をした場合は、実施する
省エネ方法を記載してください。（１）　（２）　（３）　（４）　（５）　（６）

（１）　（２）

（１）　（２）

（１）　（２）

（１）　（２）　（３）

（１）　（２）　（３）　（４）

（１）　（２）　（３）　（４）　（５）　３Ｒ（スリーアール）に取り組もう※複数選択可

ライトダウンひらつか

ひらつかクールシェア

電力契約を見直そう

食品ロスを減らそう※複数選択可

日常生活で省エネに取り組もう※複数選択可

宣言項目（◯で囲もう）

2018 ひらつかCO2CO2 プラン宣言報告書

氏名：

住所：

電話番号：

※プレゼントの発送について……当選した場合は左記の
ご氏名・ご住所にお送りします。お届け先の確認ができ
ない場合は、当選を無効とさせていただきます。いただ
いた個人情報は、プレゼントの発送のみに使用します。

宣言メニュー一覧から宣言するメニューを３つ以上選んでください。番号１～７までは、宣言項目を○で囲み、
番号８は記入欄に取組を記入してください。
※宣言したメニューは、平成３０年１２月３１日（月）までに実施してください。
※○を付けた宣言項目は、実施を強制するものではありませんが、実施できるように努めてください。
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メニュー

月

身近な環境保全活動や環境イベントに参加しよう
※複数選択可

（記入欄）

　平塚市環境市民講座
　9月16日（日）
※詳細は、8月末に市環境政策課

ホームページに掲載します。詳しくは、

平塚市環境政策課（☎0463-21-9762）へ



2018ひらつかCO2CO2プラン
宣言メニュー一覧

（１）自宅のエアコンを消して、クールシェア
　　 スポットとして登録された施設を利用する。
（２）自宅のエアコンを消して、クールシェア
　　 スポット以外の施設を利用する。

「ひらつかクールシェア」
に関する詳しい情報は、

ここから

涼しく過ごせる市内の公共施設や民間施設などをクール
シェアスポットとして紹介し、市民に利用していただくこ
とで、家庭でのエアコンの使用を削減する取組です。

ひらつかクールシェア
～エアコンを消してクール（涼しさ）をシェア（共有）しよう～

開催期間：７月１日（日）～９月３０日（日）
                      ※施設の休館日等を除く
開催場所：クールシェアスポットとして登録された公共施設お
                        よび民間施設
イベント案内：実施期間中に中央図書館等でクイズラリーを
                              実施します。（景品が抽選で当たります）

2 宣言項目

ライトダウンひらつか
～明かりを消して、星空をみよう～

開催日時：８月１０日（金）午後７時～８時３０分
                     （平塚市博物館「星を見る会」実施日）
参加方法：次の①～④を可能な範囲で実施してください。
① 近くの照明を消してください。屋外照明がある場合は、屋外照明を消してください。
② 消せない照明は屋外に照明が漏れないよう、カーテン等で遮断してください。
③ お知り合いや施設の職員・利用者などにライトダウンを呼びかけてください。
④ いつもより綺麗な星空を眺めてください。（晴天時）

（１）ライトダウンひらつかに参加する。
（２）ライトダウンひらつかには参加しないが、
　　  別の日時でライトダウンを実施する。

市内の事業所や家庭に一斉消灯と星空の観察を呼び掛け、地球温暖化や過剰な照
明（光害（ひかりがい））の問題を考えていただくきっかけ作りをする取組です。

1

「ライトダウンひらつか」
に関する詳しい情報は、

ここから

宣言項目

（１）色々な電力会社の特徴を調べる。
（２）電力会社（契約先）を切り替える。
　　  または、既に切り替えた。

ご自宅の電力会社を賢く選べば、電気代が安くなったり、次のような環境に
やさしい電気を購入することができます。

電力契約を見直そう
～電力小売自由化時代～

①温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量の少ない電気
②太陽光発電などの再生可能エネルギーを多く利用している電気
③近くの発電所で作られた送電によるロスが少ない電気
   （電気の地産地消）

3

「電力契約の見直し」
に関する詳しい情報は、

ここから

宣言項目

（１）日々の生活の中で食品ロスが出ないよう
　　 にする。
（２） 家庭で余った食品を寄付する。
（３）自宅で生ごみの自家処理を実践する。
（４）生ごみ自家処理相談会やフードドライブ
  　　に参加する。

「生ごみ自家処理相談会
フードドライブ」

に関する詳しい情報は、
ここから

宣言項目食品ロスを減らそう

食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。
平塚市では、食品ロス削減の工夫として、買い物の前には冷蔵庫の中を確認し購入す
るなど、「必要な量だけを購入して食べきること」をＰＲしています。また、食品ロ
スを減らす取組として、生ごみの自家処理方法を学ぶ相談会と、家庭で余った食品の
寄付を受け付けるフードドライブを同時に定期開催しています。

生ごみ自家処理相談会・フードドライブ
実施日時：7月 4日・8月 1日・9月 5日・10 月 24 日・
　　　　11 月 7日・12 月 5日・平成 31 年２月 6日・
　　　　3月 1日　各日午前 10 時～午後 3時
実施場所：市庁舎本館１階多目的スペース

5

宣言項目日常生活で省エネ
に取り組もう

電化製品の種類や保有台数が増えたこ
となどにより、平塚市内でも各家庭か
ら排出される二酸化炭素が増加傾向に
あります。家電を省エネ型のものに取
替えたり、日々の生活の中で省エネを
心がけることで、各家庭から排出され
る二酸化炭素を減らすことができます。

6
（１）電球型LEDランプに取り換える。（年間 電気90.00kwhの省エネ、約1,980円の節約）
（２）冷房時の室温は28℃を目安にする。（年間 電気30.24kwhの省エネ、約670円の節約）
（３）電気冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。（年間 電気43.84kwhの省エネ、約960円の節約）
（４）野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。（年間 約 1,130円の節約）
（５）電気ポットを使用しないときはプラグを抜く。
          （年間 107.45kwの省エネ、約2,360円の節約）

（６）その他の方法で省エネをする。
                ※省エネ方法を宣言報告書に記入してください。

平塚市ごみ減量化 
推進員会

宣言項目

「ごみ分別アプリ
『さんあーる』」

（１）リデュースに取り組む。
（２）リユースに取り組む。
（３）リサイクルに取り組む。
（４）平塚市ごみ減量化・資源化協力店を利用
　　 する。
（５）ごみ分別アプリ「さんあーる」をダウン
 　　ロードする。

3Ｒ（スリーアール）とは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイク
ル（Recycle）の 3つのＲ（アール）の総称です。
平塚市では、「平塚市ごみ減量化推進員会」と協力し、「マイバックキャンペーン」、
「水切り推進キャンペーン」等を実施し、3Ｒ（スリーアール）を推進しています。
さらに、スマートフォンやタブレット等で簡単にごみや資源の分別方法や収集日
を知ることができるアプリ「さんあーる」を配信することで、分別排出しやすい
環境を整備しています。また、商店に平塚市ごみ減量化・資源化協力店※として
登録していただき、包装の簡素化、買い物袋の持参の推進を行っています。
※平塚市ごみ減量化・資源化協力店に関する詳しい情報を最終ページに記載しています。

物を大切に使い、ごみを減らす。（例：必
要ないものは買わない、貰わない、 買い
物はマイバッグを持参する）
使える物は、繰り返し使う。（例：詰め替
え用の製品を選ぶ、いらなくなった物を
譲り合う）
ごみを資源として再び利用する。（例、ご
みを正しく分別する、ごみを再生し作ら
れた製品を利用する）

3Ｒ（スリーアール）に取り組もう7

リデュース：

リユース：

リサイクル：　

に関する詳しい情報は、
ここから

に関する詳しい情報は、
ここから

宣言項目

「これまで報告のあった
我が家のコツコツ自慢」は、

ここから

我が家のコツコツ自慢を宣言報告書に記載し
てください。日々の生活の中で実践している環境に優しい取組（我

が家のコツコツ自慢）を募集します。ご提供いただい
た取組は、市 ウェブページ等で広く市民に周知させて
いただきます。我が家のコツコツ自慢をしませんか？

我が家のコツコツ自慢の例：「シャワーを使用する時、初
めの冷水をバケツにとって、他の用途に使う」、「エコワッ
トを使用し、削減効果が大きい電化製品から優先して節電
対策に取り組む」等

我が家のコツコツ自慢をしよう
～家庭で取り組んでいる地球温暖化対策～8

ご提供いただいた取組は、市のホームページ等で広く周知させてい
ただきますので、ご了承ください。

宣言項目

（１）ひらつか環境ファンクラブの会員になる。
（２）ひらつか環境ファンクラブのイベントに参
　　  加する。
（３）ひらつか環境ファンクラブ以外の環境保
　　 全活動や環境イベントに参加する。

平塚市では、ひらつか環境ファンクラブ等※を通
して、多様な環境保全活動団体同士の連携・交流
を図っています。また、環境保全団体と協働し、
環境教室や活動発表会などの様々な環境イベント
を実施しています。※環境ファンクラブ・環境保全活動や環 
境イベントに関する詳しい情報を最終ページに記載しています。

身近な環境保全活動や
環境イベントに参加しよう4


