
地球温暖化ってなぁに？

地球温暖化が進むとどうなるの？

みんなの取組で地球温暖化は防げる！？

大気中のCO2（二酸化炭素）やメタンなどは、「温室効果ガス」と呼ばれ、

温室のガラスのような働きをして、地球を生き物が暮らしやすい温度に保って

いるんだ。このガスが増えすぎて地球があたたかくなりすぎることを地球温暖化

というんだ。
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南極や高い山の上にある氷が溶けたり海水が膨張したりして、海面が上昇して低い土地や小

さい島は沈んでしまうかもしれないんだ。それに洪水や干ばつなどの災害も増えると言われ

ているよ。日本では台風が大きくなったり、お米などの農作物が育たなくなることも心配され

ているんだ。
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私たち一人が１年間に出すCO2は、なんと約2,050㎏（※）。でも、14日間の

エコチャレンジをすると約18㎏のCO2を減らすことができるんだ。（全7項目を

14日間行った場合）みんなで続けて地球温暖化を防ごう！！
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●応募方法

●応募締切

＜学校でまとめて応募する場合＞

＜個人で直接応募する場合＞

はがきの表面に必要事項を、裏面に取組結果を記入して、点線で　　　　　ご応募ください。はがきの表面に必要事項を、裏面に取組結果を記入して、点線で　　　　　ご応募ください。切り取って
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郵送の場合は     円切手を貼って投函してください。
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夏にできる
なつ

みんなは環境省がすすめている「COOL CHOICE」という運動を聞いたことがあるかな？
地球温暖化の原因となるＣＯ２（二酸化炭素）などの温室効果ガスの排出量を減らすために
できることを、賢く選んで取り組むことなんだ。
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ドライ生地のポロシャツなど、
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こまめなフィルター清掃で

エアコンの

効き目アップ！

エアコンの風量は 「弱」 より

「自動」 の

方が省エネ。
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みずみずううの取組例

「クールビズ」
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「COOL CHOICE」のひとつに、「COOL BIZ」という取組があるんだよ。冷房を使うときは
室温 28℃を目安に調節し、その室温でも快適に過ごすためにいろいろな工夫をすることなんだ。
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夏の取組編
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エコチャレンジの協力ありがとう！君の協力のおか
げで、約 8本のスギの木が 1年間に吸収するのと同
じくらいのCO2 を減らすことができたよ！
これからもエコチャレンジを続けて、地球温暖化を
みんなで防ごう！

※全7項目を 14日間行った場合のCO2 削減量：約 18㎏
※1本のスギの木が 1年間に吸収するCO2：約 2.4 ㎏
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１．学校で取りまとめた後、各市町の地球温暖化対策担当部署へお送りください。
２．各市町担当部署からは、佐賀 県県民環境部 環境課へお送りください。

この事業は佐賀県からの委託を受けて佐賀県地球温暖化防止活動推進センターが
実施しています。お預かりした個人情報はエコチャレンジに関することのみに使
用します。
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