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埼玉県の温暖化対策に関する情報をご紹介させていただくために、 

「埼玉県温暖化対策メールマガジン」を発行しています。 

メールマガジンをご愛読いただくために、できるだけ皆様の 

ご意見を反映させていきたいと考えていますので、 

掲載を希望する情報や掲載内容にお気づきの点がございましたら、 

お知らせくださるようお願いします。 
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コラム 
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 12月 

  厳しい寒さ到来です。冬の陽だまりがことのほか暖かく感じる時季になり

ました。こうした中で、家庭では冬の省エネ行動にどう取り組むべきか課題で

す。この冬は光熱費が高騰しているので、厚着・湯たんぽなど活用し、少しで

も暖房エネルギーを減らすよう努めましょう。 

 最新の家電販売は、省エネ家電が多く効果的に利用すれば CO2 削減と電気代

の節約に繋がります。例えば、LED照明は蛍光管に比較して約 20％の節電で、6

畳用で年間 2000円程度の節約です。また、エアコンのフィルターを定期的に「2

週間に 1 度」掃除すると暖房時に約６％の消費電力の削減につながり、かつ加

湿器など併用すると体感温度が上がります。さらに、冷蔵庫は「弱」にして効

率よく利用しましょう。COP27 では日本は化石賞を再度いただいたようですが、

SDGs の視点からも皆さんの「小さな省エネ行動」が地球温暖化防止に貢献しま

す。 

  

埼玉県地球温暖化防止活動推進員 吉田征人 

 

 

 

─★──────── 

お知らせ 

────────☆─ 

 

（１）2022年度冬季の省エネ・節電への御協力のお願い 

 



 今冬の電力需給は、全国で瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予

備率３%以上を確保しているものの、厳しい見通しです。また、大規模な発電所の

トラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性が懸念されます。加えて、

ロシアのウクライナ侵略により、国際的な燃料価格は引き続き高い水準で推移し

ており、燃料を取り巻く情勢は予断を許さない状況です。 

 そのため、政府、電力会社においても、引き続き供給力の確保に最大限の努力

をしてまいりますが、国民・事業者の皆様におかれましても、需給ひっ迫時への

備えをしっかり講じつつ、無理のない範囲での節電へのご協力をお願いします。 

 また、給湯器や自動車等の使用時の省エネについてもご協力をお願いします。 

 

・節電をお願いしたい期間  12月 1日（木）から 3月 31日（金）まで 

              終日、無理のない範囲で、節電へのご協力を 

              お願いいたします。（数値目標は設けない） 

 

↓詳しくは、資源エネルギー庁ホームページをご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_sets

uden/ 

 

 

(２）エコライフＤＡＹ・ＷＥＥＫ埼玉 2022（冬）にチャレンジ 

  （3 月 31日まで） 

 

 エコライフＤＡＹ・ＷＥＥＫは、簡単なチェックシートを利用して省エネ生

活を体験していただくもので、節電や省エネの取組による二酸化炭素削減量や

節約金額を実感できます。 

 「室温 20℃を目安に暖房を適切に使用した」、「お風呂は冷めないうちに、

みんなで続けて入った」など、取り組んだ項目にチェックをつけるだけです。 

 ぜひゲーム感覚でチャレンジしてみてください。 

  

 ○実施期間 令和 4年 12月 1日～令和 5年 3月 31日 

  

↓詳しくは県ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ecolifeday.html 

 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/
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（３）家庭の省エネ相談会のご案内（1 月 31 日まで） 

 

 埼玉県では、ご家庭のエネルギーの節約、省エネを応援するため、各家庭の

状況に合わせて省エネのアドバイスを行う「家庭の省エネ相談会」を実施して

います。省エネのアドバイスは、事前調査票をもとに省エネ相談員が書面やデ

ータで行います。 

 また、希望される方は、オンラインで省エネ相談員に直接相談することもで

きます。 

 さらに今年度は、県内のイベントやショッピングモール等での対面による相

談会を実施します。相談は無料（※）です。 

 今、光熱費が高騰しています。省エネの取組は、家計に優しいばかりでなく、

地球温暖化の原因のひとつである二酸化炭素の排出削減にも繋がることが期待

されます。 

 ぜひこの時期に家庭の省エネについて、気軽にご相談ください。  

  

 〇実施期間 令和 4年 6月～令和 5年 1 月 31日（予定） 

  

 ※ただし、相談全般にかかる郵送料及び通信費、交通費は申込者様のご負担

となります。 

 

↓詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.kannet-sai.org/center/sai-ccca/syoene-soudan2022.html 

 

（４）「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）改正版」に対する県

民コメント（意見募集）を実施しています 

 

 県では、地球温暖化の影響の深刻化や国内外の情勢の変化を受け、地球温暖

化対策を更に推進していくため、「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）」

の見直しを進めています。 

 計画の改正に当たり、多くの県民の皆さんの御意見を反映するため、「埼玉県

県民コメント制度」により御意見を募集しています。 

 

募集期間：令和４年１１月２８日（月）から令和４年１２月２７日（火）（必着） 

 

↓資料の入手方法や意見の提出方法など、詳しくは県ホームページをご覧くだ

https://www.kannet-sai.org/center/sai-ccca/syoene-soudan2022.html


さい。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaiplan2kaisei-ikenboshu.html 

 

（５）省エネラベルを知ってますか？ 

  ～家電製品を探している皆さまへ、ちょっぴりおトクな情報～ 

 

 家電製品を購入される際に、製品の価格だけを比較していませんか？ 

購入価格が安くても、実は電気料金で結果的に損していたなんてことも・・・。 

 一定規模以上の家電販売店では、エネルギー消費量の多い家電製品に省エネ

ラベルが貼付されています。 

 是非、省エネラベルを参考にしてお財布にも地球環境にも優しい家電製品を

お選びください。 

 

↓埼玉県公式 YouTube チャンネル（サイタマどうが）で、省エネラベルについ

て詳しく説明しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=PuzioBwUtHg&feature=youtu.be 

 

↓家電製品省エネ情報提供制度については県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaijoureikaden.html 

  

（６）九都県市「省エネ家電買替キャンペーン」を実施しています 

 

 九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さ

いたま市、相模原市）では、家庭部門での二酸化炭素排出量削減を目的として、

家庭での電気使用量が多いエアコン又は電気冷蔵庫について、省エネ家電への買

替を促進するため、九都県市「省エネ家電買替キャンペーン」を実施しています。 

 消費電力の多い家電を省エネ性能の高いものに買い替えると、環境に優しいだ

けでなく、電気代の節約にもなります。この機会に省エネ家電へ買い替えてみま

せんか？ 

○内容     キャンペーン期間中に対象製品に買い替えて御応募いただいた 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaiplan2kaisei-ikenboshu.html
https://www.youtube.com/watch?v=PuzioBwUtHg&feature=youtu.be
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ontaijoureikaden.html


       方の中から、抽選で１５０名様に賞品を進呈します。 

 「探そう！ビンテージ エアコン賞・冷蔵庫賞」を設け、応募

者の中で製造年の一番古いエアコン又は電気冷蔵庫を買い替え

た方に賞品を進呈します。 

○実施期間  令和 4年 10月 1日（土）～令和 4年 12月 31日（土） 

 （応募締切：令和 5年 1月 10日（火）必着） 

○対象商品  ・統一省エネラベル４つ星以上のエアコン（※） 

       ・統一省エネラベル３つ星以上の電気冷蔵庫（多段階評価点 3.0

以上） 

 ※１０月１日からエアコンの統一省エネラベルが新しくなりま

したが、旧ラベル４つ星以上又は新ラベル４つ星以上（多段階評

価点 4.0以上）のいずれかに該当するものが対象となります。 

 

↓詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.tokenshi-kankyo.jp/eco-recycle/ 

 

(７）埼玉県環境みらい資金融資 

 

 民間事業者が温室効果ガス排出量の削減対策等に取り組むために必要な設備資

金等について、低利かつ長期固定による金融機関からの資金調達を支援する制度

です。 

 

○申請期間 随時受付 

 

↓詳しくは県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/miraisikin.html 

 

(８）県のご自宅向け省エネ・再エネ設備補助事業について 

 

【補助制度のご案内】 

 ご自宅への省エネ・再エネ設備（エネファーム・太陽熱利用システム・地中熱利

http://www.tokenshi-kankyo.jp/eco-recycle/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/miraisikin.html


用システム・蓄電システム・V２H・高断熱窓）の設置を補助します！ 

 

 県は、家庭部門の脱炭素化を促進するため、自らが居住する既存住宅等に新たに

エネファーム、太陽熱利用システム、地中熱利用システム、蓄電システム、V2H、

高断熱窓を設置する方に、予算の範囲内において補助金を交付します。 

 

☆補助制度の概要☆ 

 【対象設備】 エネファーム、太陽熱利用システム、地中熱利用システム 

        蓄電システム、V2H、高断熱窓 

 【補助金額】  ①エネファーム、太陽熱利用システム、蓄電システム、V2H 

       一設備につき１０万円 

        ②地中熱利用システム 

         一設備につき４０万円 

        ③高断熱窓 

         補助対象経費の 1/5（上限１０万円） 

 【予 算 額】 ３億７，７６０万円 

↓詳しくは下記ホームページをご覧ください

https://www.kannet-sai.org/about/activities/2022/hojokin.html 

 

 受付期間は令和 5 年 2月 28日（火）までです。申請多数により予算額の範囲を

超えた場合は受付を終了することがありますのでご注意ください！ 

 

（９）公益的施設の太陽光発電補助制度 

 
  幼稚園、保育園、自治会館、クリニックなど公益的施設の設置者の皆さまへ 

太陽光発電＆蓄電システムを設置しませんか？ 

 

  「県民あんしん共同太陽光発電事業補助制度」の３次募集について、お知らせ

します。 

  埼玉県では公益的施設に太陽光発電設備及び蓄電システムを設置し、災害時に

地域住民へ電力の提供を行う事業に対し、補助金を交付します。 

 

  補助率は２分の１（上限額１２０万円）、募集期間は１月３１日（火）までです。

地球温暖化防止や災害時の電源確保にも貢献できる取組ですので、皆様のご応募

お待ちしています！ 

 

 ↓詳しくは県ホームページをご覧ください。  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/kemminanshin.html 

https://www.kannet-sai.org/about/activities/2022/hojokin.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/kemminanshin.html


（１０）埼玉県環境アドバイザーになりませんか 

 
 埼玉県では、豊富な経験や知識を持ち、地域での環境保全活動や環境学習等に 

指導及び助言等行う方を「環境アドバイザー」として登録し、紹介しています。 

 環境に関する資格や経験を生かして、地域で活動してみませんか。 

 将来を担う子供への環境学習の充実や企業の取組への助言など、環境への理解環

境環境保全活動の促進に貢献していただけると幸いです。 

  

↓詳細は、県ホームページ「埼玉県環境アドバイザーの募集について」を御覧

ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/r2_ead_koubo.html 

 

 

（１１）業種・業態転換などへ挑戦する中小事業者様必見 

国の「事業再構築補助金（グリーン成長枠等）」の利用を、埼玉県が

ご支援します 
  

※事業再構築補助金とは https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

 

◇◇[ご相談ください] 事業再構築補助金の計画策定を支援します 

 －埼玉県事業再構築支援センター 

  ＊事業再構築補助金の計画策定を支援します。 

  ＊当センターの利用（相談・専門家派遣など）はすべて無料です。 

  ＊相談予約・問い合わせは電話またはホームページから 

   TEL:048-657-8271 

  https://jigyou-saikouchiku.cci-saitama.or.jp/ 

 

◇◇専門家に事業再構築補助金（第８回）の計画策定支援を依頼する費用を補

助します 

 －埼玉県事業再構築計画策定費用補助金（第５回） 

   補助率 ２分の１（補助額 上限２５万円） 

   申請期間 令和４年１２月１４日（水）まで 

  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/2021jigyousaikouchiku.html#jigyou

saikouchikukeikakusakuteihiyouhozyokinn 

 

［問い合わせ先］ 

 埼玉県産業労働部産業支援課 

  TEL  048-830-3910 

  Email a3770-12@pref.saitama.lg.jp 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/r2_ead_koubo.html
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（１２）令和４年度に経営革新計画の承認を受けた事業者様への新

しい補助金がスタート 
 

◇◇国のグリーン成長戦略「実行計画」１４分野への進出に係る費用を補助し

ます 

－埼玉県経営革新グリーン分野進出支援事業補助金（第１回） 

   補助率 ２分の１（補助額 上限５００万円） 

   申請期間 令和４年１２月２８日（水）まで 

  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/2021jigyousaikouchiku.html#keieik

akushingreen 

 

［問い合わせ先］ 

 埼玉県産業労働部産業支援課 

  TEL  048-830-3910 

  Email a3770-12@pref.saitama.lg.jp 
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