
神奈川の海に潜ってみると、

見られるお魚が変わってきていることを感じます。

気候変動の影響で水温が上がっているからかもしれません。

神奈川の豊かな海が、川から少しずつ運ばれた

山や森の栄養からつくられるように、

神奈川の豊かな未来のために、私たち一人ひとりの力が必要です。

私たちの地球のために脱炭素社会の実現を目指し、

まずはプラごみを減らすなど

身近なことから始めてみましょう♫

かながわSDGsスマイル大使
さかなクン

（令和4年10月1日現在） 4,308,715 世帯9,232,794 人 4,578,086 人 4,654,708 人 https://www.pref.kanagawa.jp/tayori/3,634 人減
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SDGs 神奈川県

私たち一人ひとりの行動が、
未 来 につな がる。

未来都市

近年、集中豪雨による自然災害など、地球温暖化に
よるものとみられるさまざまな問題が顕在化しています。

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を
一刻も早く削減していかなければ、被害はさらに拡大
するおそれがあり、将来にわたり深刻な影響を及ぼし
かねません。

地球温暖化は人類共通の喫緊の課題であり、多くの国
と地域で「2050年脱炭素社会の実現」という目標を掲げ
ていますが、この高い目標の達成は決して容易ではありま
せん。国や自治体はもとより、県民、企業など、あらゆる主
体が脱炭素を「自分事化」して取り組む必要があります。

そこで、県民の皆さまには、これまでのライフスタイル
を見直すなど、一歩踏み込んだ行動をお願いします。例
えば、省エネ家電に買い替える、太陽光パネルや蓄電池
を設置する、電気自動車（ＥＶ）に切り替える、といった
行動は、子や孫、さらにその先の世代に良好な地球環境
を引き継ぐことにつながります。

「脱炭素社会の実現」という未来のために、今私たち
にできることは何か、共に考え、実践していきましょう。

ごと
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さかなクン 黒岩知事
黒岩 10年ほど前、葉山の海に潜った時は海
藻が森のようで感動したんですが、今はあちこ
ちで海藻が減っているんですよ。これは地球温
暖化が原因だということなんですが、実際に海
水温が上がっていることは感じますか。
さかなクン　はい！漁師さんのお船に乗せてい

ただくたび水温を測っ
ているのですが、年々、
水温が上昇しているの
を感じます。海水温が上
がり海藻が育ちにくく
なっている分、サンゴが

増え、今まであまり見なかった南のお魚に出会う
機会が多くなりました。

黒岩 海藻はその南の魚が食べてしまってい
るという調査結果もあるんですよね。実際に
潜ってみて感じたのは、山・川・海はつながって
いるということです。
さかなクン　川が陸の栄養をしっかり届けてく
れると、海が豊かになるんですね。
黒岩 山・川・海のつながりがつくる豊かな恵み
を守るため、温室効果ガスを減らす「脱炭素型ラ
イフスタイル」を私たち一人ひとりが意識してい
かなければならない
ですね。県も藻場の再
生やかながわ木づか
い運動など、これから
もさまざまな取り組み
を行っていきます。

カジメなどの海藻が生い茂る「藻場」は、「磯焼

け」と呼ばれる現象により急速に失われてい

ます。これは主に地球温暖化によってアイゴや

ウニなどの海藻を食べる生物が増えたことや、

強い勢力の台風の増加による海藻の流失が

原因と言われています。

太陽光発電を設置する
➡ 買う電気を減らせば電気代を安くすることもできます。

電気自動車（EV）に切り替える
➡ 「走る」だけでなく、電気を「蓄える」役割も担います。
❶ 非常時にも活躍！ 停電のときでも、専用の機器を使え
　 ば家に給電できます。
❷ 電気代の削減に！電気代の安い夜間に電気をためて
　 使えば節約になります。
❸ アウトドアでも！ キャンプやバーベキューでも電源と
　 して使えます。

省エネ家電に買い替える

➡ 電気代約18,800円減（年間、エアコン・冷蔵庫を買い替えた場合）

ふんわりアクセルや定速走行でエコドライブ

➡ 最初の5秒を時速20kmの穏やか発進で燃費10%改善

冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」に

➡ 電気代 約1,910円減（年間）

シャワーは不必要に流したままにしない

➡ ガス代・水道代 約3,300円減（年間）

ペットボトルをやめ、
マイボトルを持ち歩いてみる
➡ プラスチックの生産時に出るCO2を削減！

Fujisawaサスティナブル・スマートタウンでは、全ての戸建住宅に太陽光発電を設置

Fujisawa SST協議会提供

かながわ木づかい運動

県内の森林のうち、約４割は植樹されたスギ・ヒノキの人工林で、

現在、年間約3万m3（25メートルプール50杯分）のスギ・ヒノキの
丸太が生産されています。生産された丸太は県内の製材工場等

で加工され、建物・木製品などさまざまなものに使われています。

県産の木材を使うと木がCO2を取り込んでくれるだけでなく、森

林の整備も進められ、輸送によって排出されるCO2を削減できます。

皆さんもかながわの木を使ってみませんか。

吸収する！
温室効果ガスを吸収する資源を増やす

かながわSDGsスマイル大使 神奈川県

水産技術センターが生産し漁業者が育成した海藻

32 減らす！
温室効果ガスの排出量を減らす

出さない！
温室効果ガスを排出しない1

＼例えば／
　

＼例えば／
　

【上記記事に関する問合せ】 県環境計画課 ☎045（210）4053       045（210）8952／藻場の再生については県水産技術センター ☎046（882）2314       046（881）7903                      ／太陽光発電・EVについては県エネルギー課 ☎045（210）4102       045（210）8845／かながわ木づかい運動については県森林再生課 ☎045（210）4332       045（210）8849

水産技術センターは、海藻

培養技術やドローン技術を

活用し、漁業者とも連携しな

がら、藻場の再生と、脱炭素

社会の実現に向けた取り組

みを進めていきます。

藻場
（目指す姿）

水産技術センターの取り組み

相模湾に自生するカジメ
などの海藻を増やす

海藻を食べ尽くす生物の
個体数を減らす

苗を人工的につくり、
大量に生産

アイゴやウニなどを
捕獲

今日からできる脱炭素型ライフスタイル

藻場の再生 水産技術センター
もば

県産木材を使用した住宅

植樹の様子 県産木材で作製したおもちゃ

木材生産の様子

植える 育てる

使う 切る

近年、地球温暖化によるものとみられる気温の上昇や集中豪雨の発生など、気候変動の影響が 大きくなっています。これはCO2などの

温室効果ガスの増加が原因の一つで、私たち一人ひとりが自分事として削減に向けてできる ことを考えていくことが大切です。

神奈川の海と脱炭素社会について、さかなクンと黒岩知事が対談を行いました。
現状

（磯焼け）

詳しくは
こちら

出典：脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動（環境省）、COOL CHOICE エコドライブ10のすすめ（環境省）、省エネ性能カタログ
2021年版（資源エネルギー庁）を基に県で作成

脱炭素社会の実現へ～  未来のために今できること
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（写真：横浜市･西川 邦彦さん）

編集／発行（毎月1日発行）
〒231- 8588 横浜市中区日本大通１
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☎045（210）3662      045（210）8834

※記事は11月16日時点の内容であり、変更になる場合があります

シャボン玉が大きくふわりふわりと浮かんで楽しそうに行っ
たり来たりしていました。（令和3年11月撮影）
■場所：南台こどものもり公園（横浜市瀬谷区）

投稿写真募集中！
応募はこちらから

県公式Twitter
＠KanagawaPref_PR
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県障がい者芸術文化活動支援センター　川村美紗さん　

県障がい者芸術文化
活動支援センターに

ついてはこちら

【上記記事に関する問合せ】 県共生推進本部室 ☎045（210）4961      045（210）8854

障がい福祉と芸術文化をつなぐ

＼今月は、県障がい者芸術文化活動支援センターの川村 美紗さんに伺いました！／
　

県障がい者芸術文化活動支援センターでは、障がいのある方が、身近な地域で芸術文化活動に
触れることができるよう、「つなぐ」「つくる」「支える」の3つの柱をもとに令和2年度から活動を開始
しました。障がい福祉と芸術文化にかかわる相談窓口も設けており、日々さまざまなご相談をお受け
しています。芸術文化に興味はあるが触れるきっかけがないというお悩みと同時に、障がいのある
方たちの芸術文化活動を応援したいという声もたくさん寄せられて
います。県内のさまざまな地域で、障がい福祉と芸術文化が出合う
橋渡しとなることを目指して、今後も活動を続けていきます。

みさかわむら

左手を失った時はとてもびっくりして、「何で左手がないんだ

ろう…」と思った。でも、頑張ったら自分にもできることはたく

さんあるはずだから、大好きなダンスや、学校で何でも１人

でできるように筋電義手の訓練を頑張りたい。

絢子ちゃん

電義手を使いこなせるようになるには一定期間の訓練が必要ですが、訓練用の義手は
1台約150万円と高額で、乳幼児の場合は成長に合わせて義手の作り替えも必要である

ことから、日本では筋電義手があまり普及していません。県は、神奈川リハビリテーション病院に
「筋電義手バンク」を設置し、皆さんからの寄付により、訓練に必要な義手を確保していきます。

筋

「筋電義手」は腕の筋肉から発生するわ
ずかな電流に反応し、自分の意思で手
の部分を動かすことで、物をしっかりと
つかむことができます。

ふるさと納税
かながわ
キンタロウ
☆ブックキフ

筋電義手バンクに
ついて詳しくは
こちら

ふるさと納税や
ブックキフなどにより
寄付していただけます。

県内では多種多様なNPOが、子育て支援や高齢者・障がい者の生活支援な
ど、地域課題解決に向けて取り組んでいますが、運営費の確保が課題です。

一年の終わりの12月に、未来に思いをはせ、ボランティアに参加してみたり、
活動支援の寄付をしてみたり、私たちにできることをしてみませんか。

NPO法人
セカンドリーグ神奈川に
ついて詳しくはこちら

認定・指定NPO法人への寄付は、税制上の優遇措置を
受けられる場合があります

「食」と「地域」をつなげ、企業・団体・個人がお持ちの食品

を生かすネットワークを構築し、生活にお困りの方を支援

する団体を後方支援しています。個人でも、企業でも余って

いる食品を生かすことができます。ぜひご相談ください。

【上記記事に関する問合せ】
筋電義手バンクへの寄付については 県立病院課 ☎045（210）5043      045（285）9002／NPOへの寄付については 県NPO協働推進課 ☎045（210）3703      045（210）8835

12月は「寄付月間」です。
欲しい未来へ、寄付を贈ろう

「
筋
電
義
手
」を
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ま
す
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県内で活動するさまざまなN P Oへあたたかいご支援を！

▼  筋電義手バンクをご支援ください

NPO法人
セカンドリーグ神奈川

六角 薫さん
ろっかく

あやこ

かおる

き
ん

で
ん

ぎ

し
ゅ


