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別紙-１２  取組のための豆知識（個人・家庭向け） 

 

豆知識-１ 
エアコン 

～室温は夏 28℃、冬 20℃に。つける時間は短めに。～ 
大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：快適空調のコツ 

○冷房時の工夫 

・ドア、窓の開閉は少なく…。 

・レースのカーテンやすだれなどで日差しをカット。 

・外出時は、昼間でもカーテンを閉めると効果的。 

・扇風機を併用。風がカラダにあたると涼しく感じます。 

○暖房時の工夫 

・ドア、窓の開閉は少なく…。 

・厚手のカーテンをしよう。床まで届く長いカーテンの方が効果的。 

・扇風機を併用。暖まった空気を循環させましょう。 

 

◆レッスン２：室外機のまわりに物を置かない 

○室外機は風通しの良い場所に設置しましょう。周囲はきちんと整理整頓を…。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：夏の冷房時の室温は 28℃を目安に… 

★外気温度 31℃の時、エアコン（2.2ｋｗ）の冷房設定温度を 27℃から 28℃にした場合（使用時 

間：9 時間／日）。 

省エネ（電気） ３０．２４ Kwh 節約 ６７０ 円 

原油換算 ７．６２ L ＣＯ２換算 １２．４ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：冬の暖房時の室温は 20℃を目安に… 

★外気温度６℃の時、エアコン（2.2ｋｗ）の冷房設定温度を 21℃から 20℃にした場合（使用時 

間：9 時間／日）。 

省エネ（電気） ５３．０８ Kwh 節約 １，１７０ 円 

原油換算 １３．３８ L ＣＯ２換算 ２１．８ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション３：冷房は必要なときだけつける 

★冷房を１日１時間短縮した場合（設定温度：28℃）。 

省エネ（電気） １８．７８ Kwh 節約 ４１０ 円 

原油換算 ４．７３ L ＣＯ２換算 ７．７ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション４：暖房は必要なときだけつける 

★暖房を１日１時間短縮した場合（設定温度：20℃）。 

省エネ（電気） ４０．７３ Kwh 節約 ９００ 円 

原油換算 １０．２６ L ＣＯ２換算 １６．７ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション５：フィルターを月に１回か２回清掃 

★フィルターが目詰りしているエアコン（2.2ｋｗ）とフィルターを清掃した場合の比較。 

省エネ（電気） ３１．９５ Kwh 節約 ７００ 円 

原油換算 ８．０５ L ＣＯ２換算 １３．１ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-２ 
ガス・石油ファンヒーター 

～室温は 20℃、必要な時だけ運転。～ 
大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：早目のＯＦＦが決めて 

○お出かけや寝る直前までつけているのはもったいない。室温は急には下がりません。お出かけや寝る 15

分くらい前に切るのがコツ。 

 

◆レッスン２：フィルター掃除で効率アップ 

○ファンヒーターの性能をフルに活用するには、フィルターのお手入れは欠かせませ

ん。掃除機でホコリを吸い取ったり、ぬるま湯で洗ってからしっかり乾かしましょう。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：室温は 20℃を目安に… 

★外気温度７℃の時、暖房の設定温度を 21℃から 20℃にした場合（使用時間：9 時間／日）。 

・ガスファンヒーターの場合 

省エネ（ガス） ８．１５ ㎥ 節約 １，２２０ 円 

原油換算 ９．７０ L ＣＯ２換算 １９．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

・石油ファンヒーターの場合 

省エネ（灯油） １０．２２ Ｌ 節約 ８２０ 円 

原油換算 ９．６８ L ＣＯ２換算 ２５．４ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：必要な時だけつける 

★一日１時間運転を短縮した場合（設定温度：20℃）。 

・ガスファンヒーターの場合 

省エネ（ガス） １２．６８ ㎥ 節約 １，９００ 円 

省エネ（電気） ３．７２ kwh 節約 ８０ 円 

原油換算 １６．０２ L ＣＯ２換算 ３１．０ kg 

（算出は年間換算したものです。 

・石油ファンヒーターの場合 

省エネ（灯油） １５．９１ Ｌ 節約 １，２７０ 円 

省エネ（電気） ３．８９ kwh 節約 ９０ 円 

原油換算 １６．０４ L ＣＯ２換算 ４１．２ Kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

寒いからといって、設定温度を上げる前に、き

るものを工夫しましょう。 
ちなみに、カーディガン・・・＋２．２℃ 

ひざかけ・・・・・＋２．５℃ 
ソックス・・・・・＋０．６℃ 

の効果があります。 
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豆知識-３ 電気カーペット ～最低限の広さと温度で～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：断熱マットで効率アップ 

○床にじかに敷くと、熱が床に逃げて暖房効率が下がります。カーペットの下に断熱マットなどを敷くのが省

エネのコツ。 

 

◆レッスン２：人のいない部分は暖めない。 

○カーペットを分割して暖める機能もあるので、人のいない部分はスイッチＯＦＦ。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：広さにあった大きさを… 

★室温 20℃の時、設定温度が「中」の状態で 1 日 5 時間使用した場合（３畳用のカーペットと２畳用のカー

ペットとの比較）。 

省エネ（電気） ８９．９１ kwh 節約 １，９８０ 円 

原油換算 ２２．６６ L ＣＯ２換算 ３６．９ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：設定温度は低めに… 

★３畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合（１日５時間使用）。 

省エネ（電気） １８５．９７ kwh 節約 ４，０９０ 円 

原油換算 ４６．８６ L ＣＯ２換算 ７６．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

 

豆知識-４ 電気こたつ ～布団は厚く、温度は低く～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：腰から上の冷え対策には… 

○こたつはおもに腰から下を暖める暖房器具なので、上半身は寒くなりがち…。カーディガン

などを一枚多めに着込むことが温かさのポイントです。ストーブやエアコンなど、他の暖房

器具と併用する場合は、控えめな温度設定を…。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：こたつ布団に、上掛けと敷布団をあわせて使う 

★こたつ布団だけの場合と、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較（一日５時間使用）。 

省エネ（電気） ３２．４８ kwh 節約 ７１０ 円 

原油換算 ８．１９ L ＣＯ２換算 １３．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：設定温度は低めに… 

★一日５時間使用で、温度調節を「強」から「中」に下げた場合。 

省エネ（電気） ４８．９５ kwh 節約 １，０８０ 円 

原油換算 １２．３４ L ＣＯ２換算 ２０．１ Kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-５ 照明器具 ～省エネ型に替え、点灯時間を短く～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：器具の掃除で明るさアップ 

○照明のかさやカバーが汚れると、明るさが低下します。こまめな掃除を心がけて…。 

 

◆レッスン２：買い替えは、インバーター式器具がおすすめ 

 ○インバーターとは、周波数変換機のこと。家庭に届く電気の周波数を目的にあわせて変換します。ＯＮ／Ｏ

ＦＦだけでなく、パワーの調節ができるため、従来の器具に比べ、省エネ効果があがります。 

電球形蛍光ランプは、インバーターが組み込まれていて、白熱電球と同じソケットに取り付けることができ

ます。立ち上がり時間も大幅に改善されました。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：電球型蛍光ランプに取り替える 

★５４ｗの白熱電球から１２ｗの電球型蛍光ランプに交換した場合。 

省エネ（電気） ８４．００ kwh 節約 １，８５０ 円 

原油換算 ２１．１７ L ＣＯ２換算 ３４．４ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：点灯時間を短く… 

★５４ｗの白熱電球１灯の点灯時間を１日１時間短縮した場合。 

・白熱電球の場合。 

省エネ（電気） １９．７１ kwh 節約 ４３０ 円 

原油換算 ４．９７ L ＣＯ２換算 ８．１ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

★１２ｗの白熱電球１灯の点灯時間を１日１時間短縮した場合。 

・蛍光ランプの場合 

省エネ（電気） ４．３８ kwh 節約 １００ 円 

原油換算 １．１０ L ＣＯ２換算 １．８ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-６ テレビ ～つけっぱなしは要注意！～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：消す時は主電源をＯＦＦに… 

○リモコン待ち状態でもエネルギーを消費しています。主電源で消しましょう。旅行な

ど、長期不在の時はプラグを抜くようにしましょう。 

 

◆レッスン２：ゲームが終わったらテレビもＯＦＦ 

 ○テレビゲーム機の電源を消すと、テレビ画面には何も映っていないので忘れがち

ですが、テレビの電源は入ったまま…。必ずテレビの電源も切るよう気をつけま

しょう。 

 

◆レッスン３：明るさを調節する前に、画面の掃除を… 

 ○テレビ画面は静電気でホコリを寄せ付けやすいので、汚れやすいもの…。１週間に１度くらいは掃除をしま

しょう。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：テレビを見ないときは消す 

★１日１時間テレビ（２５インチ）を見る時間を減らした場合。 

・ブラウン管の場合 

省エネ（電気） ３１．８６ kwh 節約 ７００ 円 

原油換算 ８．０３ L ＣＯ２換算 １３．１ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

★１日１時間テレビ（２０インチ）を見る時間を減らした場合。 

・液晶の場合 

省エネ（電気） １５．００ kwh 節約 ３３０ 円 

原油換算 ３．７８ L ＣＯ２換算 ６．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

★１日１時間テレビ（３２インチ）を見る時間を減らした場合。 

・プラズマの場合 

省エネ（電気） ７４．５７ kwh 節約 １，６４０ 円 

原油換算 １８．７９ L ＣＯ２換算 ３０．６ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：画面は明るすぎないように… 

★テレビ（ブラウン管：２５インチ）の画面の輝度を最適（最大→中央）に調節した場合。 

省エネ（電気） ２９．８９ kwh 節約 ６６０ 円 

原油換算 ７．５３ L ＣＯ２換算 １２．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション３：音量は不必要に大きくしない 

★テレビ（ブラウン管：２５インチ）の音量を最適（最大→中央）に調節した場合。 

省エネ（電気） ２．４６ kwh 節約 ５０ 円 

原油換算 ０．６２ L ＣＯ２換算 １．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-７ パソコン ～使う時だけＯＮ～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：あなたのパソコンには、このロゴがついていますか？ 

○「国際エネルギースターロゴ」がついたＯＡ機器は、待機している状態が一定の

時間を経過すると、省エネモードに自動的に切り替わる機能を持っています。購

入する際はこのロゴを目印に…。 

※対象はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、スキャナ、ファクシミリなどです。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：使わない時は、電源を切る 

★１日１時間利用時間を短縮した場合。 

・デスクトップ型の場合 

省エネ（電気） ３１．５７ kwh 節約 ６９０ 円 

原油換算 ７．９６ L ＣＯ２換算 １２．９ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

・ノート型の場合 

省エネ（電気） ５．４８ kwh 節約 １２０ 円 

原油換算 １．３８ L ＣＯ２換算 ２．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：電源オプションの見直しを… 

★電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「システムスタンバイ」にした場合（3.25 時間／週、52 週）。 

・デスクトップ型の場合 

省エネ（電気） １２．５７ kwh 節約 ２８０ 円 

原油換算 ３．１７ L ＣＯ２換算 ５．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

・ノート型の場合 

省エネ（電気） １．５０ kwh 節約 ３０ 円 

原油換算 ０．３８ L ＣＯ２換算 ０．６ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

 

 

 

スクリーンセーバーは、パソコンを一定時間操作し
ないと、自動的にパソコン画面の表示を変えたり、
不規則に動く画像を表示させたり、キーボードやマ
ウスに触れると元の状態に戻す機能を持った祖父と
ウェアです。 
きれいなので、設定している人も多いですが、実際
には、消費電力は下がりません。特に３Ｄのスクリ
ーンセーバーは、描画処理にＣＰＵパワーを多く使
うため、パソコンを操作していないので、かえって
消費電力があがるものもあります。 
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豆知識-８ 電気冷蔵庫 ～詰め込まず、開閉を減らして～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：熱い物は冷ましてから保存しましょう 

○麦茶やカレー、シチューなど、温かいものをそのまま冷蔵庫に入れていません

か？庫内の温度が上がり、冷やすのに余分なエネルギーが消費されるのでご注

意。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：ものを詰め込みすぎない 

★詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較。 

省エネ（電気） ４３．８４ kwh 節約 ９６０ 円 

原油換算 １１．０５ L ＣＯ２換算 １８．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：無駄な開閉はしない 

★ＪＩＳ開閉試験※の開閉を行った場合と、その 2 倍の回数を行った場合との比較。 

省エネ（電気） １０．０４ kwh 節約 ２３０ 円 

原油換算 ２．６２ L ＣＯ２換算 ４．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

※ＪＩＳ開閉試験：冷蔵庫は 12 分毎に 25 回、冷凍庫は 40 分毎に８回で、開放時間はいずれも 10 秒。 

 

◇アクション３：開けている時間を短く 

★開けている時間が 20 秒間の場合と、10 秒間の場合との比較。 

省エネ（電気） ６．１０ kwh 節約 １３０ 円 

原油換算 １．５４ L ＣＯ２換算 ２．５ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション４：設定温度は適切に… 

★周囲温度 15℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合。 

省エネ（電気） ６１．７２ kwh 節約 １，３６９ 円 

原油換算 １５．５５ L ＣＯ２換算 ２５．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション５：壁から適切な間隔で設置 

★上と両側が壁に接している場合と上と片側が壁に接している場合との比較。 

省エネ（電気） ４５．０８ kwh 節約 ９９０ 円 

原油換算 １１．３６ L ＣＯ２換算 １８．５ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

冷蔵庫の中を整理しましょう。 
ずっと前に食べ残した食品が、冷蔵庫の奥で眠って
いませんか？「とりあえず保存」は、結局食べずに
捨てることが多いようです。また、常温で保存でき
るものを冷蔵庫に入れていませんか？缶詰、瓶詰め
や調味料は、未開封なら冷蔵庫に入れないで！ 
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豆知識-９ ガス給湯器 ～目的に合わせて設定温度をチェンジ～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：洗いものは、ため洗いしましょう 

○お湯を流しっ放しでの洗いものは、エネルギーの無駄。洗う前に水につけておいたり、ヘラやボロ布で汚

れを拭き取っておくと、使うお湯の量が少なくてすみます。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：食器を洗うときは低温に設定 

★65Ｌの水道水（水温20℃）を使い、湯沸し器の設定温度を40℃から38℃にし、２回／日手洗いした場合

（使用期間：冷房期間を除く 253 日）。 

省エネ（ガス） ８．８０ ㎥ 節約 １，３２０ 円 

原油換算 １０．４８ L ＣＯ２換算 ２０．５ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

空気の熱でお湯が沸く 

エコキュート 
発電と給湯・暖房を行う 

エコウィル 
潜熱回収型給湯器 

エコジョーズ 

抜群のコストパフォーマンス
を実現！！ 

エコキュートはＣＯ２冷媒ヒ
ートポンプ給湯器の愛称。大
気中の熱を取り込んでお湯を
沸かす、熱効率の高い省エネ
ルギー機器です。かつ夜間の
割安な電気を利用することで、
経済性と環境性の両立を図っ
ています。 

 

ガスで発電し、排熱でお湯をつ
くる！！ 
ガスの燃料として電気をつく
り、その時の排熱でお湯をつく
って給湯や暖房を行う機器が
エコウィル。ひとつのエネルギ
ーで電気とお湯を同時につくり
だし、エネルギー消費量を抑
える家庭用コージェネレーショ
ンシステムです。 
 

従来型に比べ効率が１５％アッ
プ！！ 
ガスでお湯をつくるときの排気
中に捨てられる排熱ロスを抑
えたのが潜熱回収型給湯器。
給湯時の熱効率を従来型給
湯器の約８０％から約９５％ま
でアップしました。使用するガ
ス量は従来より約１３％少なく
てすみます。 
 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給湯器も省エネタイプになっています。そんな給湯
器をご紹介します。 
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豆知識-10 電子レンジ ～下ごしらえにどんどん利用～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：料理の仕上げに… 

○煮込み料理の野菜はチンしてから鍋へ…。荷崩れも少ないようです。中までしっか

り火を通した時は、焦げ目をきれいにつけたあと、電子レンジへ…。ガス代の大幅

節約になりますよ。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：野菜の下ごしらえに電子レンジを活用 

★100ｇの食材を、１Ｌの水（27℃程度）に入れ沸騰させ煮る場合と、電子レンジで下ごしらえをした場合。 

・葉菜（ほうれん草、キャベツ）の場合 

ガスコンロ 

（ガス消費） 
８．３２ ㎥ 出費 １，２５０ 円 

電子レンジ 

（電気消費） 
１３．２１ Kwh 出費 ２９０ 円 

 節約（差額） ９６０ 円 

原油換算 ６．５７ L ＣＯ２換算 １３．９ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

・果菜（ブロッコリー、かぼちゃ）の場合 

ガスコンロ 

（ガス消費） 
９．１０ ㎥ 出費 １，３６０ 円 

電子レンジ 

（電気消費） 
１５．１３ Kwh 出費 ３３０ 円 

 節約（差額） １，０３０ 円 

原油換算 ７．０１ L ＣＯ２換算 １５．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

・根菜（ジャガイモ、里芋）の場合 

ガスコンロ 

（ガス消費） 
９．４８ ㎥ 出費 １，４２０ 円 

電子レンジ 

（電気消費） 
２２．０１ Kwh 出費 ４８０ 円 

 節約（差額） ９４０ 円 

原油換算 ５．７４ L ＣＯ２換算 １３．１ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

 

 

 

炊飯器で保温する場合と、電子レンジで温め直し…
どちらが省エネ？ 
ごはんを炊飯器で保温するには、４時間までが目安
です。保温のためのエネルギーより、電子レンジで
温め直すエネルギーの方が少なくなります。 
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豆知識-11 電気ポット ～つけっぱなしは大敵～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：保温は低めの温度で… 

○低めの温度で保温して必要な時にその都度再沸騰させましょう。長時間使わない時は、プラグを抜きまし

ょう。 

 

◆レッスン２：省エネタイプにご注目 

○マイコン型電気ポットの年間消費電力は、冷蔵庫の年間消費電力より大きいというデータもあります。最

近は、「電気で沸かして魔法瓶で保温」といった保温電力量を従来のものの約 5 分の 1 に節約したものも

あります。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：長時間使用しないときはプラグを抜く 

★ポットに満タンの水 2.2Ｌを入れ沸騰させ、1.2Ｌを使用後、6 時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて

保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較 

省エネ（電気） １０７．４５ kwh 節約 ２，３６０ 円 

原油換算 ２７．０８ L ＣＯ２換算 ４４．１ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

  

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より  

 

 

豆知識-1２ ガスコンロ ～炎は鍋の大きさに合わせて～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：鍋の水滴を拭き取ってから、コンロに… 

○底が濡れたままだと、水を蒸発させるのに、余分なエネルギーが必要になります。 

 

◆レッスン２：平たい底がおすすめ 

○鍋ややかんは丸い底のものより、平たいものの方が熱効率がよく、省エネになります。 

 

◆レッスン３：点火のタイミングは？ 

○コンロに点火するのは、鍋ややかんをのせてからにしましょう。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：炎がなべ底からはみ出さないように調節 

★１Ｌ（20℃程度）を沸騰させる時、強火から中火にした場合（１日３回）。 

省エネ（ガス） ２．３８ kwh 節約 ３６０ 円 

原油換算 ２．８３ L ＣＯ２換算 ５．５ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-1３ 食器洗い乾燥機 ～まとめ洗いと温度調節がポイント～ 
大項目 1 エネルギー 

大項目４ 水 

 

◆レッスン１：余熱で乾燥すれば省エネ 

○洗浄終了後、扉を開けて余熱だけで乾燥させれば省エネです。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：使用する時はまとめ洗いを… 

★給湯器（40℃）、使用水量 65Ｌ／回（冷房期間は、給湯器を使用しない）の手洗いの場合と給水接続タ

イプで標準モードで利用した食器洗い乾燥機の場合と比較。 ※手洗い、食器洗い乾燥機ともに２回／

日 

・手洗いの場合 

ガス消費 ８１．６２ ㎥ 

水消費 ４７．４５ ㎥ 
出費 ２３，０６０ 円 

（算出は年間換算したものです。 

・食器洗い乾燥機の場合 

電気消費 ５２５．２０ kwh 

水消費 １０．８０ ㎥ 
出費 １４，０２０ 円 

（算出は年間換算したものです。 

 

節約（差額） ９，０４０ 円 

原油換算 －３５．２２ L ＣＯ２換算 －２５．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より  
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豆知識-1４ 風呂給湯器 ～続けて入り、シャワーは必要な時だけ～ 
大項目 1 エネルギー 

大項目４ 水 

 

◆レッスン１：水を沸かすよりも、お湯を張った方が省エネ 

○浴槽に水をためて沸かすよりも、お湯をためる方が省エネです。 

 

◆レッスン２：必ずフタをしましょう 

○フタをしないと、バスタブに張ったお湯から、どんどん熱が逃げます。 

 

◆レッスン３：使用後は、種火・電源を切りましょう 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：入浴は間隔をあけずに… 

★2 時間放置により 4.5℃低下した湯（200Ｌ）を追い炊きする場合（1 回／日）。 

省エネ（ガス） ３８．２０ ㎥ 節約 ５，７３０ 円 

原油換算 ４５．４６ L ＣＯ２換算 ８８．９ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：シャワーは不必要に流したままにしない 

  ★45℃のお湯を流す時間を 1 分間短縮した場合。 

省エネ（ガス） １２．７８ ㎥ 節約 １，９２０ 円 

省エネ（水） ４．３８ Ｌ 節約 １，０００ 円 

 節約（合計） ２，９２０ 円 

原油換算 １５．２０ L ＣＯ２換算 ２９．７ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

浴槽１杯（200Ｌ）分のお湯は、シャワーを 16分（12
Ｌ／分）使う量とほぼ同じです。3 人までならシャ
ワー入浴がお得。4 人以上なら湯船入浴（湯船＋シ
ャワー）の方がお得です。 

最近多い 1,000Ｗ級の大風量のドライヤー。短時間で
すが、多くのエネルギーを使います。タオルでよく
拭いてから使いましょう。 
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豆知識-１５ 温水洗浄便座 ～フタを閉め、こまめに温度調節～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：温水洗浄便座は、「貯湯式」「瞬間式」があります。特徴を知って商品選びを… 

○「貯湯式」：タンクの中の水をヒーターで温める方式で、一度にたっぷりのお湯で洗浄することができます

が、お湯を保温するための電力が必要となります。 

○「瞬間式」：タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温めます。温水を保温する電力は不要のため、

「貯湯式」よりも消費電力は小さくなりますが、お湯の量が限られることと、瞬間的に大きな電力を必要とし

ます。 

 

◆レッスン２：寒い季節だけ使いましょう 

○一年を通してつけっぱなしにしていていませんか？必要な時だけ使うようにしましょう。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：長時間使用しないときはプラグを抜く 

★フタを閉めた場合と、開けっ放しの場合との比較（貯湯式）。 

省エネ（電気） ３４．９０ kwh 節約 ７７０ 円 

原油換算 ８．７９ L ＣＯ２換算 １４．３ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション２：便座暖房の温度は低めに… 

★便座の設定温度を一段階下げた（中→弱）場合（貯湯式）。冷房期間は便座暖房をＯＦＦにしています。 

省エネ（電気） ２６．４０ kwh 節約 ５８０ 円 

原油換算 ６．６５ L ＣＯ２換算 １０．８ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション３：洗浄水の温度は低めに… 

★洗浄水の温度設定を年間一段階下げた（中→弱）場合（貯湯式）。 

省エネ（電気） １３．８０ kwh 節約 ３００ 円 

原油換算 ３．４８ L ＣＯ２換算 ５．７ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-１６ 洗濯機 ～まとめて、回数少なく～ 
大項目 1 エネルギー 

大項目４ 水 

 

◆レッスン１：お風呂の残り湯を利用しましょう 

○ポンプなどを使って、お風呂の残り湯を洗濯に再利用して水の量を節約しましょう。 

 

◆レッスン２：寒洗剤は適量に… 

○洗剤をたくさん入れても洗浄力が増すわけではありません。洗剤が不必要に多いとすすぎ

の水が余分に必要となります。 

 

◆レッスン３：すすぎは注水すすぎより、ためすすぎで… 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：洗濯物はまとめ洗いを… 

★定格容量（洗濯・脱水容量：６ｋｇ）の４割を入れて洗う場合と、８割を入れて洗う場合との比較。 

省エネ（電気） ５．８８ kwh 節約 １３０ 円 

省エネ（水道） １６．７５ ㎥ 節約 ３，８２０ 円 

 節約（合計） ３，９５０ 円 

原油換算 １．４８ L ＣＯ２換算 ２．４ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

≪少量の洗濯物を毎日洗うよりも、洗濯機の容量に合わせて、洗濯回数を少なくした方が効果的！！≫ 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 

豆知識-１７ 掃除機 ～部屋の整理整頓とゴミパック交換がポイント～ 大項目 1 エネルギー 

 

◆レッスン１：ほうきは手軽＆省エネ 

○ゴミやホコリが気になっても、掃除機を押入れから出すのが面倒で…という方は多いので

は？昔ながらのほうきは、サッと使えて手軽うえに、使うエネルギーもゼロです。最近は

デザインのよいほうきとちりとりのセットもあります。 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：部屋を片付けてから掃除機をかける 

★利用する時間を、１日１分間短縮した場合 

省エネ（電気） ５．４５ kwh 節約 １２０ 円 

原油換算 １．３７ L ＣＯ２換算 ２．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

≪部屋を片付けてから掃除機をかけると、掃除機を使っている時間が短縮できます！！≫ 

 

◇アクション２：集塵パックは適宜取替えを… 

★パックいっぱいにゴミが詰った状態と、未使用のパックの比較 

省エネ（電気） １．５５ kwh 節約 ３０ 円 

原油換算 ０．３９ L ＣＯ２換算 ０．６ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 
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豆知識-１８ 自動車 ～エコドライブ、燃費とマナーを考えて～ 大項目２ 自動車 

 

◆レッスン１：エコドライブは安全運転   ◆レッスン２：走行は適正スピードで…。燃費面でも経済的です。 

 

◆レッスン３：希望速度を５ｋｍ／ｈ低減 

○走ろうと思う速度を５km/h だけ抑えて、余裕の運転。 

 

◆レッスン４：高速走行時は窓を閉めて… 

 

◆レッスン５：道路の交通情報を活用して… 

○迷ってウロウロはエネルギーのムダ。事前に調べてから出かけましょう。 

 

◆レッスン６：エアコンの使用を控えめに…   ◆レッスン７：タイヤの空気圧をこまめにチェック 

 

◆レッスン８：不要な荷物は積まずに走ろう 

 

～～～さぁ、では一体何をするとどんな効果があるの？～～～ 

 

◇アクション１：ふんわりアクセル「e スタート」 

省エネ（ガソリン） ８３．５７ Ｌ 節約 １１，３７０ 円 

原油換算 ７４．６３ L ＣＯ２換算 １９４．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

≪発進時、５秒間の省エネ意識。５秒間で２０km/h 程度に加速、十分な効果！！≫ 

◇アクション２：加減速の少ない運転 

省エネ（ガソリン） ２９．２９ Ｌ 節約 ３，９８０ 円 

原油換算 ２６．１６ L ＣＯ２換算 ６８．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション３：早めのアクセルオフ 

省エネ（ガソリン） １８．０９ Ｌ 節約 ２，４６０ 円 

原油換算 １６．１５ L ＣＯ２換算 ４２．０ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

◇アクション４：アイドリングストップ 

省エネ（ガソリン） １７．３３ Ｌ 節約 ２，３６０ 円 

原油換算 １５．４８ L ＣＯ２換算 ４０．２ kg 

（算出は年間換算したものです。） 

≪５秒の停止で、アイドリングストップ。短い時間のエンジン停止でも省エネ効果があり！！≫ 

 

◇アクション５：公共交通機関の利用を心がける 

  ★公共交通機関は多くの人を一度に運ぶため、環境に優しい移動手段です。また渋滞

や違法駐車を減らすことにもつながります。省エネルギーや環境保全のため公共交

通機関の利用を心がけましょう。 

 

◇アクション６：低公害車を利用しましょう 

  ★新車を買う時は、燃費の良い経済車をＣＮＧ車、電気自動車、ハイブリット車、ＬＰＧ車な

どの低公害車を積極的に選びたいですね。 

 

 

引用）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より 

 


