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 京都府地球温暖化防止活動推進センターは、府内の温
暖化防止活動を様々な面からサポートし、一層活性化させ
ることを目的に活動するセンターです。平成15年10月10
日、府内の多様な団体が連携し新たに立ち上げたNPO法
人　京都地球温暖化防止府民会議が京都府知事からセ
ンターとしての指定を受け、その活動を開始しました。
　京都府地球温暖防止活動推進センターの活動は、国、
京都府、府内の多様な団体、会員の皆様などのご支援に
よって支えられています。

No.57京都府地球温暖化防止活動推進センター通信

うぉーみんぐ
地球温暖化問題に取り組む人のための通信です。 実践活動への意欲を、 アイデアを、 仲間同士の関係を、 ホットに温めます！

夏号

特集

宅配便再配達を減らそう＝
社会的損失を減らそう

省エネチャレンジの参加効果

第8期 地球温暖化防止活動推進員
府内各地で活躍中！

理事によるコラム①

コミュニティサービスセクターとしての
「温暖化防止活動推進センター」

【活動レポート】

温暖化防止すごろくを使って学習会を実施

親子向けに再エネについて学ぶ
工作教室を実施

うちエコ診断士の研修会を開催

京都地球温暖化防止府民会議の
総会を行いました

お知らせ

夏休み省エネチャレンジ

けいはんなエネルギー教室

企画展示「夏休み限定！クールチョイス☆
チャレンジ展～ミッションをクリアしよう！～」

2-3

4

6

7

8

con ten t s

5/27再エネ工作教室・屋外での実験の様子（関連記事p.7）

6/1うちエコ診断士研修会・模擬診断の様子（関連記事p.7）

6/29　法人総会を開催しました（関連記事p.7）
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指先一つで商品が自宅まで
増加する電子商取引

　ポチッとボタンを押せば、自宅

まで商品を届けてくれるインターネ

ットでのお買い物（電子商取引　

EC=electronic commerceとも呼

ばれます）。その利用者数はどんど

ん増加しています。

　最新の調査（経済産業省「平成

29年度我が国におけるデータ駆

動型社会に係る基盤整備（電子商

取引に関する市場調査）」）によれ

ば、BtoC（事業者から消費者への

販売）の規模は16兆5,054億円に

のぼり、前年比 9.1%増という大幅

な伸び率を示しています（図1）。ま

た、このうち35％はスマートフォン

によって注文されています。「指1本

でお買い物」という、魔法のような

世界が、現実のものになっているの

です。学業や仕事で忙しい人にとっ

て、あるいは重い商品を自ら買いに

行くのが困難な人にとって、電子商

取引は非常に便利で重要なツールと

なっています。

　しかし、便利だと喜んでばかりは

いられません。急激な電子商取引の

増加は、再配達の増加にもつながっ

ています。環境省の調査結果によれ

ば、宅配便配達のために走り回るト

ラックの走行距離のうち、20％が

再配達のために費やされており、こ

れが様々な社会問題を引き起こし

つつあります。

　一つは、ドライバーの不足。どん

どん増加する宅配便にドライバーの

数が追いつかず、過酷な労働状況

にあることは、ニュースでも大きく

取り上げられました。現在では宅配

業界においてドライバーの増強が図

られていますが、今後は労働人口が

減る中でドライバーの確保が難しく

なっていくと言われています。現在

再配達のために費やされている労

働時間は約1.8億時間/年と推計さ

れており、これは9万人（トラックド

ライバーの1割）の労働力が再配達

（＝つまり新たな価値を生み出さな

い労働）に費やされてしまっている

ことを意味します。経済的損失とも

言えます。

宅配便再配達を減らそう＝

社会的損失を減らそう

特

集

再配達の増加が引き起こす
社会課題

2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017
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EC市場規模
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BtoC-ECの市場規模およびEC化率の経年推移（図1）

提供：京都府環境部地球温暖化対策課

京都の自動車輸送部門における
温室効果ガス排出量の推移（図2）



京都府地球温暖化防止活動推進センター通信「うぉーみんぐ」No.57（平成 30 年夏号） 3

　もう一つは、気候変動への影響

です。再配達のために排出される

CO2の量は、約42万t-CO2と推計さ

れています。これは、山手線の内側

の2.5倍の面積の杉林が吸収する

量に相当します。

　京都の自動車輸送部門におけ

る温室効果ガス排出量を見ると

「貨物」は上昇に転じており、こ

の一部は再配達によるものと考え

られます（図2）。

　なぜ再配達が多いのでしょうか。

国土交通省の調査結果によれば、

宅配便の7割は、自らがインターネ

ットで注文したものでした。しかし

7割の人は、受け取り時間の指定を

していませんでした。また1回目の配

達で受け取れなかった理由につい

ては、「配達が来るのを知っていた

が、用事ができて留守にしていた」、

「もともと不在になる予定だったた

め、再配達してもらう予定だった」と

いう回答が合わせて約4割に達して

います。つまり、「再配達が当たり

前」だと思っている消費者が少なく

ないということです。

　宅配ボックスの設置、配達状況

のお知らせサービスの充実など、設

備または宅配事業者側のサービス

ももちろん重要ですが、受け取り側

が「再配達の社会的損失」につい

て認識し、再配達を減らすための取

り組みを行うことも、極めて重要だ

と言えるでしょう。

　宅配便再配達を減らすために、

私たちにできることはたくさんあり

ます。ぜひあなたにピッタリの方法

を見つけて、実践してみてください。

また、地域や職場の学習会で、再配

達防止の呼びかけを実施してみてく

ださい。

受け取り側の意識が重要

宅配便の再配達を減らす
「COOL CHOICE」を！

宅配便を使わずいつもの地域

のお店で買う（地域経済を元気

にすることにも繋がります）。

時間指定をして確実に受取る。

コンビニ受取や、集配所受け取

りを利用する。

宅配事業者によるお届け日時

通知サービスを利用する。

駅などに設置されている宅配

ボックスを利用する。

自宅に宅配ボックスを設置する

（安価なものもあります）

再配達を減らす取組の例

通学路の交通安全の視点から、
H 2 7 年度に実 施した再配 達
削 減の 呼 びかけ等について

　6月29日に、当法人の総会に合わせ、表題のセミナーを開催しました。昨今
の再配達増により、配達員の労働問題だけでなくCO2排出等の環境問題にも
つながっています。再配達の現状について情報共有をした後、京都府内でのこ
れまでの取組について事例報告をしていただき、利用者としてできる対策を考え
ました。当日は55名の方にご参加いただき、活発な意見交換が行われました。

宅配便の再配達削減　京都における最新事情
-CO2排出、労働環境の悪化…社会的損失を減らせ！-

H29 年度オープン型宅配ボ
ックスの導入支援・京都府ス
マート物流研究会等について

H29年度京（みやこ）の再配達を減らそう！
プロジェクト（学生アパート・大学での
宅配ボックスの利用調査等）について

セミナーを

開催しました

京都府環境部地球温暖化対策課
企画・推進担当　主任

細井 允貴　様

京都市環境政策局 地球温暖化対策室
地球温暖化対策課長

安田　真也　様

京都市立高倉小学校
PTA前会長

坪田 猛　様
事
例
報
告
者
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省エネチャレンジの参加効果

　省エネ行動は , 節水や節電 , 冷暖房の温度調節など , 我慢をするイメージが伴いがちです

が, 生活者自身の快適な暮らしのために選んでいくことなのだという意識の転換が重要です。

京都府では子どもと一緒に家族で取り組める「夏休み省エネチャレンジ」が行われています。

今回その効果を検証するため、昨年度の省エネチャレンジ参加者の結果を分析しました。

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科
環境科学専攻 環境心理行動研究室

　参加者は、家族みんなで夏休み中の１週間、省エネに取り組みます。５つの省エネ項目に

ついて「チェック表」にどれぐらいできたか毎日色を塗り、省エネを調べたり実践する「選んで

チャレンジ」に挑戦します。チェック表と選んでチャレンジあわせて100点満点になります。

　昨年度は、140校の小学校でチェック表が配布され、19,701世帯が参加しました。取組後

の得点は81-100点が64.5％と，全体の半数以上が高得点でした。今回の取組得点・今まで

の参加回数・取組前と後の省エネ実践程度などの関連について分析したところ、次のような

傾向がわかりました。

図　参加回数別の得点分布
子どもがチャレンジ取組後どの

くらい省エネ行動をするようにな

ったのか訊いたものと、得点との

関係をみると、得点が高いほど

省エネ実践程度も高い

省エネチャレンジに毎年継続して参加することによって、より省エネ行動を行うようになる傾向があります。また、省エネチャレン

ジは子どもが自発的に省エネ行動をするきっかけとなるイベントであり、その影響が家族にも現れていることがわかりました。

省エネチャレンジ

の効果は？

図　省エネチャレン取組後の省エネ実践程度の変化の割合
2.少しできている⇒3.まあまあできているのように、

省エネ実践程度が上がった家庭が約6割を占めた

図　取組後の実践程度と
　　得点の関係

参加回数が多いほど、
得点が高い家庭が多い。

得点が高い家庭は、取組後の省エネ実践程度も高い。

取組後の省エネ実践程度が
取組前よりも高くなった家庭が多い。

金悠希

子どもと一緒に

家族で取り組める

省エネ

省エネチャレンジ

とは？

取組後、保護者の方に
省エネチャレンジへの感
想,取組前後の省エネ行
動の実践程度などに関
するアンケートに回答し
ていただきました。
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　第8期の推進員で、再エネコンシェルジュ

でもある河村泰三さん。お仕事である京都電

工株式会社代表取締役の肩書以外に、京都

中小企業家同友会や10以上の所属と肩書、

10以上の資格をお持ちです。

　精力的な活動の背景にある想いをお伺い

したところ、「やっぱり使命感ですかね。」と

の答え。実は11年前にくも膜下出血になり、

生死を彷徨うような事があったという河村さ

ん。その経験から、「一番大事なことは、自分

を大事にする。もちろん、家族もつながりの

ある人々も大事にする。そして自分の大事に

しているものを伝えていくというのが、自分の

使命感の根幹」とおっしゃいます。

　それは会社の経営の姿勢にも繋がってい

るそうです。河村さんのお店は、いわゆる“ま

ちの電気屋さん”。「やっぱり同じ電気屋を

するんやったら、地球温暖化防止に役立つも

の、地球に優しいものをどんどん進めていこ

う、それを使命にしましょうと。」地球があっ

てこその我々の事業なんだという根底の所に

立って、経営理念を作っていこうとのこと。

　河村さんはそれを同友会の仲間にも広げ

ています。昨年度、河村さんが企画した同友

会の例会は、エネルギーシフトや地球温暖化

がテーマでした。中小企業家同友会のエネル

ギー宣言（※）などにも触れ、「自社でできる

エネルギーシフトを考えてみましょう」と呼び

かけられました。

　何のために経営しているのか真剣に考えた

時に、色んなヒントをくれた先輩経営者がい

た、と河村さん。「変な例えですけどね、爪楊

枝でお風呂の湯を回せるか？と言われてね。

要は、そんな事はやってみないと分からない

わけですよ。それを聞いてその晩に実際にや

ったらね、お風呂の湯も回るんですよ。話を

元に戻すと、人がやっていていいなと思う事

は、絶対自分から取り入れてやってみる。学ん

だら、自分でも実践していかないとね。」

　やっぱり地球あってこそ。孫世代の時に、今

以上に悪くなって欲しくない。だから、できる

だけ化石燃料に頼らず、自分の家に太陽光を

つけて、蓄電池もつけて、車は屋根に太陽光

発電をつけたハイブリッドに乗って。孫ができ

て余計にそう思う、という河村さん。「ひ孫ま

では多分見られへん。人間は必ず死ぬ。死ぬ

間際に、やれるだけの事はやった、いい人生や

ったなって思って死にたいじゃないですか。そ

の中の一つに、おこがましいですけど、地球に

ちょっとでも貢献して死にたいなと思っている

訳ですよ。そういう思いが、自分の使命の中に

あると思うんですよね。」

第8期　地球温暖化防止活動推進員 府内各地で活躍中！

　推進員

河村泰三
さん

河村泰三さんのお店

※中小企業家エネルギー宣言

http://www.doyu.jp/org/material/doc/energydeclaration2016.pdf

2016年に中小企業家同友会全国協議会の総会にて採択。
詳しくは　http://www.doyu.jp/news/160725-142817.html
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理事によるコラム①

郡嶌 孝

　ある外資企業の環境教育教材の翻訳に関

わったことがある。後書きに「誰もが世の中

が変われば、自分も変われる」と思う、しかし、

「あなたが変われば、きっとその思いが他の人

に通じて、世の中が変わる」と書かれていた。

「カントの一般行動原理」に即した取り組み

への呼びかけである。

　我が国の環境計画でも、主体の責務とし

て、より具体的にそれぞれの主体がやるべき

行動を列挙している。社会は個から成り立ち、

それぞれの個(主体)がそれぞれに課せられた

役割・責務を全うすれば、社会的にも問題の

解決が図られる、というわけである。解決しな

いのはそれぞれがそれぞれの責務を果たさな

い(私以外の皆が取り組む(タダ乗り)ことが私

には一番望ましいと皆が考える)からであり、

自主的に行うことができなければ、強制的に

規制(ムチ)を強めるか、金銭的インセンティブ

(人参)を直接・間接に与えることにしよう、と

言うことになる。

　社会は個から成り立つ以上のもの(社会的

有機体)であると考えるならば、そこには、優加

法性が存在する。関数的にはf(x+y)>f(x)+f(y)

で 示される。公と共 、公と私 、私と共 に

見られる協働(coproduct ion)による共創

(cocreation)である。バラバラに取り組むより

も有効で効果があるとされる。さらに、公と

公、共と共、私と私の協働(collaboration)も考

えられよう。このように多様な組織が多元的に

より良く社会的課題を担い、役割と責任を分

担する社会をP.ドラッガーは「組織社会」と呼

んだ。個が所属する古い中間組織である家庭

や共同体が核化するにつれて、新しい中間組

織が個の社会における個の位置と役割を与え

ることになる。責任ある自由とは、放縦ではな

く、自分の行動の社会影響に責任を持つ(自ら

の行動が温暖化を促進しているという自覚)自

由である。機能する社会とは、このような市民

社会である。

　P.ドラッガーはとりわけ共(社会・市民)セク

ターをコミュニティサービスセクターと呼び、

自治体になり変わってより良く社会的課題を

担う「未来産業」と名付けた。何も、自治体だ

けが独占的にコミュニティサービスを提供する

ものでも無い。提供しても非効率・画一的で、

かつ低生産性で、市民満足からほど遠い。私

企業にとってもそう旨味がある仕事では無い。

市民が中心となって、個々バラバラではなく、

working together することによってその成果

は優加法的になる。共による「市民性の中核」

である「責任あるコミットメント」と公との「対

等のパートナーシップ」こそ共組織に求められ

る矜持である。ともすれば、自治体との結びつ

きを強めることによって、公の「肩代わり」とな

ることだけは避けなければならない。自治体だ

けが生き残って、地域が衰退することにもなり

かねない。地域市民と共にある、そんな「温暖

化防止活動推進センター」でありたい。

コミュニティサービスセクターとしての
「温暖化防止活動推進センター」

特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議 理事長／同志社大学名誉教授
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温暖化防止すごろくを
使って学習会を実施

　5/17（木）、乙訓保健所にて、省エ
ネ教室「楽しく学ぶ地球温暖化」の
講師をさせていただきました。参加し
たのは32名の府民の方です。まず参
加者の方同士で「温暖化防止すごろ
く」を体験していただき、その後、す
ごろくに出てきた「選ぶ省エネ」の効
果などについて、クイズを交えて解説
しました。がまんでない、豊かな生活
につながる省エネについてお伝えしま
した。
　参加者には乙訓保健所からグリー
ンカーテンにと「洛いも」の苗のプレ
ゼントもありました。

活 動 レ ポ ー ト

　5/27（日）に、再エネ工作教室「未来の町（ソーラータウン）をみんなで

作ろう」を行いました。会場は木津川市のきっづ光科学館ふぉとんで、40名

の小学生親子にご参加いただきました。温暖化教室に加えて野外で太陽

熱の実験も行い、温度で色が変わる水の変化を見てとても盛り上がりまし

た。「こんなに太陽の力ってすごいんですね」という保護者の方も。授業の

後は、太陽光発電の付いたソーラーハウス工作。みんなで作ったハウスを並

べ、未来のソーラータウンを作りました。

　6/1、うちエコ診断士の研修会を開催

し、診断士21名の参加がありました。

　研修では、平成30年度うちエコ診

断を開始する前に診断をするうえで

必要な情報を共有しました。（個人

情報の取り扱い、診断時のマナー、

診断の手順、補助金の情報、特に京

都市の住まいの創エネ・省エネに関

する補助金が平成30年度はすでに

終了したことや、ZEHに関する国の

補助金に関することなど）

　6/29に、当センターを運営するNPO法人　京都地球温暖化防止府民会議の総

会を開催し、昨年度の報告と今年度の事業計画・予算などが可決されました。

　また、関連セミナーとして「宅配便の再配達削減　京都における最新事情」を開

催しました（関連記事ｐ.２～３）。

親子向けに再エネについて学ぶ工作教室を実施

うちエコ診断士の
研修会を開催

　その後、当センター職員による模

擬うちエコ診断を参加者全員で見な

がら、診断時に気を付けなくてはい

けないことや診断で使えるアドバイ

スなどを出し合いました。ちょっとし

た説明の仕方で伝わり方が違うな

ど、日ごろの診断方法を見直す良い

きっかけとなりました。

　平成30年度は京都市のエコ学区

事業の関係で400件の診断を予定し

ております。

京都地球温暖化
防止府民会議の
総会を行いました

　うちエコ診断は、受診されるご家庭の年間エネルギー使用量や光熱費などの情報をもとに、専用ソフトを用いて、お住まい
の気候やご家庭のライフスタイルに合わせて無理なくできる省CO2・省エネ対策を提案するものです。

真剣な表情で工作に取り組む ソーラータウンの完成！

情報交換会の様子
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法人の活動を支えてくださる会員を募集しています！

　年度会費　正会員 （個人） ： 2,000 円　正会員 （団体） ： 3,000 円

準会員 （個人） ： 2,000 円　準会員 （団体） ： 3,000 円

賛助会員 ： 10,000 円

詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

この印刷物は、古紙配合率 70％再生紙に、自然エネルギー（風力発電 31.5kWh) を使用して印刷しました。

　今年度も、親子で夏休みの1週間省エネに取り組む「夏休み省エネチャレン 
ジ」を実施します。（京都府委託事業）。 昨年度は140校、過去最高の19,701世
帯が参加。 「シャワーを出しっぱなしにしない」といった省エネの取組はもちろ
ん、「住んでいる地域にある太陽光発電パネルや薪ストーブなどを探してみよう」
など の再生可能エネルギーを意識できる内容もとり入れています。
　個人や、子供会など地域グループでの申込も可能です。 ぜひこの夏は、家族で
省エネ・節電にチャレンジして、 地球の未来を考えるきっかけにしてください。

平成30年 7/31（火）・8/1（水）・8/2（木）・8/22（水）・8/23（木）
いずれも、午後の部9：30～12：00／午後の部13：30～16：00（全10回開催）

けいはんなe2未来まなびパーク（けいはんなプラザ ラボ棟）

京都府内在住の小学生（原則４年生以上）と保護者

午前の部・午後の部の各回２５名（先着順）

　おみくじを引いて出てきた「ミッション」に挑戦。クイズなどで楽しくクールチョイスについて学ぶことができます。温暖化対
策をしたステキな未来について考えてみましょう。

夏休み省エネチャレンジ http://www.kcfca.or.jp/jigyou/kyouiku/natsuyasumi.html

けいはんなエネルギー教室 http://www.kcfca.or.jp/jigyou/keihanna.html

地球温暖化について学んだ後、再生可能エネルギーの太陽の光を利用した「ソ
ーラー・ぶるぶるおもちゃ」や「ソーラー・メロディハウス」、熱を利用した「ソー
ラー・クッカー」や「温水器」、風を利用した「風力発電」などの工作を行いま
す。実施回毎に工作するものが異なります。

京都府環境部エネルギー政策課、京都府地球温暖化防止活動推進センター

500円材料費

京エコロジーセンター

企画展示「夏休み限定！クールチョイス☆チャレンジ展～ミッションをクリアしよう！～」

日時

場所

対象

人数

内容

主催

７/２０（金）～９/３（月）※休館日（木曜）を除く期間 場所 主に小学生対象

今年もみんなで
一緒に取り組み

ましょう！

写 真 や ク イ ズ で
楽しく学べます。
工 作 も 大 人 気 ！

当センターが夏休みに実施する子ども対象のイベントです

すでに府民だよりや学校を通じて広報をしており、本ニュースレターがお手元に届いた際には定員が
うまっている可能性があります。詳しくはWEBをご覧ください。（ ）


