
賞品一覧賞品一覧 省エネ
賞カーボンニュートラルな

取り組みアイディア（ ）

主催　山形県地球温暖化防止活動推進センター
共催　山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会
　　　（事務局：山形県環境エネルギー部環境企画課  ゼロカーボンやまがた推進室）

目指せ！カーボンニュートラル目指せ！カーボンニュートラル

家庭のアクション家庭のアクション

■「家庭のアクション」への参加方法
　パンフレット中面の取組み項目の中で、実践して
いる又はこれから実践する取組みをチェックして報
告してください。また、「環境意識アンケート」に
も併せてご回答ください。ご報告いただいた方の中
から抽選で素敵な賞品（省エネ賞）が当たります。
　また、「家庭で実践できるカーボンニュートラル
な取組みアイディア」も募集しています。ユニーク
な取組など、記入欄にご記入いただき、ご応募くだ
さい。審査の結果、優良なアイディアには、素敵な
賞品（特別賞）を進呈します。

 地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の温室効果ガス（家庭生活や
企業活動などにより発生）の排出量から森林等による吸収量を差し
引いて、排出量が実質ゼロになる状態を「カーボンニュートラル」
といいます。
　地球温暖化を食い止めるためには、2050年までのカーボンニュー
トラルの実現が必要です。
　私たち自身の意識やライフスタイルを変えていくことが求められ
ています。

　近年、地球温暖化などによって、集中豪雨や大型台風などの気象災害が頻発
しています。
　平均気温の上昇や猛暑日の増加など、今後も影響が拡大する恐れがあります。
　地球温暖化を食い止めるために、私たち一人一人の積極的な活動が必要です。

○特別賞の抽選は１月（12月27日提出締切）に行います。
○省エネ賞の賞品の抽選は、11月（10月末到着分までが対象）
と２月（１月末到着分までが対象）に行います。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

■「エコドライブアクション」への参加方法
　申込対象は、市町村等の公的機関やNPO法人山
形県自動車公益センター等専門機関が実施する（ま
たは連携して実施する）エコドライブ講習会に参加
いただいた方です。講習会に参加いただき、専用の
参加用紙に参加日等を記載して報告してください。
　報告いただいた方の中から抽選で素敵な賞品（省
エネ賞）が当たります。

実施期間　令和３年７月～令和４年１月

令和３年度

●山形県地球温暖化防止活動推進センター
   （NPO法人環境ネットやまがた）　
　TEL  023-679-3340　FAX  023-679-3389
　住所  〒990-2421 山形市上桜田 3-2-37

お 問 い 合 わ せ

「カーボンニュートラル」って知っていますか？「カーボンニュートラル」って知っていますか？

「カーボンニュートラルな社会」を実現するため、私たちには何ができるでしょうか？
「目指せ！カーボンニュートラル　家庭のアクション」に参加し、確認してみましょ
う。取組みメニューがパンフレットの中面にあります。

カーボンニュートラル達成イメージ
徹底した省エネと

再生可能エネルギーの導入による
CO2排出量の削減

森林等によるCO2吸収量の増加

現在
2050年

温室効果ガス
排出量

温室効果ガス
排出量

温室効果ガス
吸収量

温室効果ガス
吸収量

本事業は「地域における地球温暖化防止活動促進事業」の一環で実施しています。

排出と
吸収の
差し引き
ゼロ

特別賞

エコペンは、山形県地球温暖化防止活動推進センターの
マスコットキャラクターです

低濃度オゾン発生器CAX-DMO1（各２名様）
ロゴ入り鉛筆 （各３名様）

低濃度オゾン発生器CAX-DMO1（各２名様）
ロゴ入り鉛筆 （各３名様）

手絞り菜種油
エコたいひ年間パスポート

手絞り菜種油
エコたいひ年間パスポート

カートソレイユ最上川
ファミリー券

カートソレイユ最上川
ファミリー券

ぺんてるVICUÑA
多機能ペン

ぺんてるVICUÑA
多機能ペン

パナソニック
単３形充電式エボルタ４本
＋急速充電器セット

パナソニック
単３形充電式エボルタ４本
＋急速充電器セット

ぺロリンストラップ
ハンドタオル（ラ・フランス）
ペロリンピンバッジ

ぺロリンストラップ
ハンドタオル（ラ・フランス）
ペロリンピンバッジ スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社

山形事業所様提供
スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社

山形事業所様提供

一般社団法人
日本自動車販売協会連合会

山形県支部様提供

一般社団法人
日本自動車販売協会連合会

山形県支部様提供 山形テルサ様提供山形テルサ様提供

余目型特別栽培米
つや姫5㎏

余目型特別栽培米
つや姫5㎏

アスリートサプリアスリートサプリ

１泊２食付宿泊券１泊２食付宿泊券 さくらんぼ東根温泉
ペア宿泊券

さくらんぼ東根温泉
ペア宿泊券一般財団法人

白鷹町アルカディア財団（パレス松風）様提供
一般財団法人

白鷹町アルカディア財団（パレス松風）様提供 ホテルメトロポリタン山形様提供ホテルメトロポリタン山形様提供東根温泉協同組合様提供東根温泉協同組合様提供

11月・２月11月・２月

２
名様

特別賞 1
名様

特別賞 ２
名様

特別賞

レストラン利用券レストラン利用券
東北エプソン株式会社様提供東北エプソン株式会社様提供

1
名様

特別賞

エコタンクプリンターエコタンクプリンター

有限会社えんどう文具様提供有限会社えんどう文具様提供

省エネ賞

キャノン電子辞書 IDP－610Jキャノン電子辞書 IDP－610J

11月・２月11月・２月各90
名様

省エネ賞

ハイブリッド貼り合わせ
スポンジたわし

ハイブリッド貼り合わせ
スポンジたわし

11月・２月11月・２月各40
名様

省エネ賞

サンシェードサンシェード

もがみ中央農業協同組合様提供もがみ中央農業協同組合様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

特産品セット特産品セット

余目町農業協同組合様提供余目町農業協同組合様提供

11月11月１
名様

省エネ賞

おいしい山形推進機構様提供おいしい山形推進機構様提供

11月・２月11月・２月計10
名様

省エネ賞

ASEジャパン株式会社様提供ASEジャパン株式会社様提供

11月・３月11月・３月計５
名様

省エネ賞

ＡＳＥオリジナルマグボトルＡＳＥオリジナルマグボトル

酒田市袖浦農業協同組合様提供酒田市袖浦農業協同組合様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

米 ひとめぼれ５㎏米 ひとめぼれ５㎏
公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構

２月２月２
名様

省エネ賞

木製トレー木製トレー
新庄市農業協同組合様提供新庄市農業協同組合様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

雪室貯蔵米
はえぬき5kg
雪室貯蔵米
はえぬき5kg

さがえ西村山農業協同組合様提供さがえ西村山農業協同組合様提供

11月11月１
名様

省エネ賞

山形県企業局様提供山形県企業局様提供

11月・２月11月・２月各４
名様

省エネ賞

おいしい山形の水おいしい山形の水
株式会社大風印刷様提供株式会社大風印刷様提供

11月11月4
名様

省エネ賞

ひっぱりうどんセットひっぱりうどんセット

庄内みどり農業協同組合様提供庄内みどり農業協同組合様提供

11月11月３
名様

省エネ賞

米のかおり（うどん）・ゆきのはな（そば）
めんつゆセット

米のかおり（うどん）・ゆきのはな（そば）
めんつゆセット

株式会社テトラス様提供株式会社テトラス様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

庄内たがわ農業協同組合様提供庄内たがわ農業協同組合様提供

11月11月５
名様

省エネ賞

月山ワイン
山ぶどう果汁（720ｍｌ）
月山ワイン

山ぶどう果汁（720ｍｌ）

株式会社でん六様提供株式会社でん六様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

でん六Ｅサイズ
ギフトボックス
でん六Ｅサイズ
ギフトボックス

オビサン株式会社様提供オビサン株式会社様提供

11月・２月11月・２月計３
名様

省エネ賞

株式会社インテルノ 山形支社様提供株式会社インテルノ 山形支社様提供

11月・２月11月・２月各３
名様

省エネ賞

りんごゼリーりんごゼリー
山形県森林組合連合会様提供山形県森林組合連合会様提供

２月２月３
名様

省エネ賞

木製プランター木製プランター

株式会社タカハシ電工様提供株式会社タカハシ電工様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

うてなちゃん（せっけんセット）うてなちゃん（せっけんセット）
天童環境株式会社様提供天童環境株式会社様提供

11月・２月11月・２月各5
名様

省エネ賞

図書カード図書カード
有限会社金沢製作所様提供有限会社金沢製作所様提供

11月・２月11月・２月各5
名様

省エネ賞

QUOカード
（1,000円）
QUOカード
（1,000円）

日東ベスト株式会社様提供日東ベスト株式会社様提供

11月・２月11月・２月各５
名様

省エネ賞

コンビーフ３缶箱入りコンビーフ３缶箱入り
道の駅 白鷹ヤナ公園様提供道の駅 白鷹ヤナ公園様提供

11月・２月11月・２月計３
名様

省エネ賞

鮎三昧鮎三昧
株式会社大石田町地域振興公社様提供株式会社大石田町地域振興公社様提供

２月２月3
名様

省エネ賞

入浴回数券（11枚）入浴回数券（11枚）

山形市農業協同組合様提供山形市農業協同組合様提供

11月11月6
名様

省エネ賞

つや姫 5㎏つや姫 5㎏
庄内町 商工観光課様提供庄内町 商工観光課様提供

２月２月３
名様

省エネ賞

置賜クリーン設備株式会社様提供置賜クリーン設備株式会社様提供

11月・２月11月・２月各３
名様

省エネ賞

株式会社 JVCケンウッド山形様提供株式会社 JVCケンウッド山形様提供

11月・２月11月・２月計10
名様

省エネ賞

株式会社全農ライフサポート山形様提供株式会社全農ライフサポート山形様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

はえぬき5kgはえぬき5kg

11月・２月11月・２月省エネ賞

11月11月10
名様

省エネ賞

テルサフィットネスクラブ
無料招待券

テルサフィットネスクラブ
無料招待券

株式会社丹野様提供株式会社丹野様提供

２月２月10
名様

省エネ賞

山形県電機商業組合様提供山形県電機商業組合様提供

2
名様

特別賞

電気ポット（省エネ型）電気ポット（省エネ型）
東根市農業協同組合様提供東根市農業協同組合様提供

11月11月

りんご・啓翁桜りんご・啓翁桜

省エネ賞各３
名様

計３
名様

（ハマリ産業株式会社様提供）
米沢浜理薬品工業株式会社様提供
（ハマリ産業株式会社様提供）
米沢浜理薬品工業株式会社様提供

計５
名様

山形 米物語2.7㎏
（雪若丸・厳選つや姫・
はえぬきセット、各900g）

山形 米物語2.7㎏
（雪若丸・厳選つや姫・
はえぬきセット、各900g）

商品は画像のものから変更になる場合があります。商品は画像のものから変更になる場合があります。

そば処丸万商品券
（3,000円）

そば処丸万商品券
（3,000円）



※インターネットからの報告も
　できます。
※インターネットからの報告も
　できます。

URL https://eny.jp/

参 加
方 法

下の16項目の中から、実践している、又はこれから実践する内容について、チェックし、郵送、FAXなどの
方法でお送りください。また、右側の「環境意識に関するアンケート」にもご記入ください。

ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法の規定に基づき、他の目的に使用することはいたしません。

氏　　名

住　　所

電話番号

家族人数

■参加者情報　※こちらに必ずご記入ください。

年　　齢人 歳

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

ク
ー
ル
チ
ョ
イ
ス

省
エ
ネ
・
節
電

当てはまるものに〇をつけてください。

取　組　項　目 実践
している

これから
実践する

①電気冷蔵庫の開閉回数は少なくする。また、開閉時間は短くする。
②使用しない部屋の照明はこまめに消す。
③冷房、暖房は、適切な温度で使用する。
④シャワーを流したままにしない。
⑤エコドライブを行う。（例えば、発進時はふんわりアクセルでゆっくり
　スタートする、車間距離にゆとりをもって加速減速の少ない運転をする）
⑥マイバッグ、マイボトルなどを活用し、なるべくゴミを出さない生活をする。
⑦電化製品を買い換えるときは省エネタイプのものを選ぶ。
⑧住宅の省エネリフォームをする。（内窓の設置など）
⑨宅配便は１回で受け取るようにする。
⑩COOLCHOICE（クールチョイス）に賛同し、地球温暖化防止の行動に取り組む。
⑪太陽光発電パネルや木質バイオマス燃焼機器などの再エネ機器を設置する。
⑫エコ商品・リサイクル製品の購入、地産地消、CO2排出の少ない電力の選択などの「エシカル消費」に取り組む。
⑬自動車を購入する際には、エコカー（電気自動車やPHVなど）を選ぶ。
⑭やまがた健康住宅やゼロエネルギー住宅など断熱性能の高い住宅に住む。
⑮郵送にかかるエネルギーを少なくするよう、できる限り地元産の商品を選ぶ。
⑯植樹や間伐体験など森を守る活動を行う。

「家庭で実践できるカーボンニュートラルな取組みアイディア」募集
　家庭で取り組む「カーボンニュートラル」な取組みについて、
アイディアをお寄せください。審査の結果、優秀なアイディア
には、「特別賞」の賞品を進呈します。（できるだけ詳しくご記入ください）

アイディア提出締切：12月27日

脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、
地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていく取組です。

「COOL CHOICE（クールチョイス）」とは、

本アンケートは、環境省「脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務」の一環で実施しています。

環境に対する意識調査をしています。わかる範囲でお答えください。
環境意識に関するアンケート

１．あなたご自身について

２．家庭のアクション参加前後の環境意識について（各設問、参加前後それぞれについて１つずつ回答）

３．気候変動を心配だと思った／関心を持った理由

性別
年齢

□ 男性　□ 女性　□ その他
□ 10代以下　□ 20代　□ 30代　□ 40代　□ 50代　□ 60代　□ 70代以上

Q2で、参加後、気候変動に対して「心配している」「関心を持った」に該当する選択肢（　）を選ばれた方にお尋ねします。

◆気候変動の影響をどのくらい心配だと感じていましたか／感じていますか。
　　　とても心配していた／とても心配である □
　　　ある程度心配していた／ある程度心配である □
　　　心配していなかった／心配ではない □ □
　　　わからない／答えたくない □ □
◆気候変動の影響を受けるのは誰だと思っていましたか／思いますか。
　　　自分 □ □
　　　自分の子の世代 □ □
　　　自分の孫の世代 □ □
　　　さらに先の世代 □ □
◆地球温暖化問題・気候変動問題に、どの程度の関心がありましたか／関心を持ちましたか。
　　　非常に関心があった／非常に関心を持った □
　　　ある程度関心があった／ある程度関心を持った □
　　　どちらともいえない □ □
　　　あまり関心はなかった／あまり関心を持たなかった □ □
　　　まったく関心が無かった／まったく関心を持たなかった □ □
　　　知らない／わからない □ □
◆あなた自身が行動することにより、気候変動問題は改善できると思っていましたか／思いますか。
　　　とてもそう思っていた／とてもそう思う □ □
　　　そう思っていた／そう思う □ □
　　　そう思っていなかった／そう思わない □ □
　　　まったくそう思っていなかった／まったくそう思わない □ □
◆気候変動対策（省エネ対策や再エネ導入など）は、どのようなものと考えていましたか／考えますか。
　　　多くの場合、生活の質を脅かすものである □ □
　　　多くの場合、生活の質を高めるものである □ □
　　　生活の質に影響を与えないものである □ □
　　　わからない／答えたくない □ □

参加前 参加後

◆心配だと感じた理由／関心を持った理由は何ですか（３つまで）。
□ 地球温暖化問題は「ひとごと」ではないと思ったから
□ 自分自身が行動することにより、改善できる問題だと思ったから
□ 気候変動対策は、自分にもメリットがあると思ったから
□ 気候変動対策には、手軽に取り組めることもあると思ったから
□ 気候変動対策に取り組むことがかっこいいと思ったから
□ 特に理由はない・なんとなく　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★ご協力ありがとうございました。

提出締切：10月末又は１月末

提出締切：10月末又は１月末



※インターネットからの報告も
　できます。
※インターネットからの報告も
　できます。

URL https://eny.jp/

参 加
方 法

下の16項目の中から、実践している、又はこれから実践する内容について、チェックし、郵送、FAXなどの
方法でお送りください。また、右側の「環境意識に関するアンケート」にもご記入ください。

ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法の規定に基づき、他の目的に使用することはいたしません。

氏　　名

住　　所

電話番号

家族人数

■参加者情報　※こちらに必ずご記入ください。

年　　齢人 歳

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

ク
ー
ル
チ
ョ
イ
ス

省
エ
ネ
・
節
電

当てはまるものに〇をつけてください。

取　組　項　目 実践
している

これから
実践する

①電気冷蔵庫の開閉回数は少なくする。また、開閉時間は短くする。
②使用しない部屋の照明はこまめに消す。
③冷房、暖房は、適切な温度で使用する。
④シャワーを流したままにしない。
⑤エコドライブを行う。（例えば、発進時はふんわりアクセルでゆっくり
　スタートする、車間距離にゆとりをもって加速減速の少ない運転をする）
⑥マイバッグ、マイボトルなどを活用し、なるべくゴミを出さない生活をする。
⑦電化製品を買い換えるときは省エネタイプのものを選ぶ。
⑧住宅の省エネリフォームをする。（内窓の設置など）
⑨宅配便は１回で受け取るようにする。
⑩COOLCHOICE（クールチョイス）に賛同し、地球温暖化防止の行動に取り組む。
⑪太陽光発電パネルや木質バイオマス燃焼機器などの再エネ機器を設置する。
⑫再エネ由来の電力の比率が高い電力メニューへの切替を行う。
⑬自動車を購入する際には、エコカー（電気自動車やPHVなど）を選ぶ。
⑭やまがた健康住宅やゼロエネルギー住宅など断熱性能の高い住宅に住む。
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「家庭で実践できるカーボンニュートラルな取組みアイディア」募集
　家庭で取り組む「カーボンニュートラル」な取組みについて、
アイディアをお寄せください。審査の結果、優秀なアイディア
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アイディア提出締切：12月27日

脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、
地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていく取組です。

「COOL CHOICE（クールチョイス）」とは、

本アンケートは、環境省「脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務」の一環で実施しています。

環境に対する意識調査をしています。わかる範囲でお答えください。
環境意識に関するアンケート

１．あなたご自身について

２．家庭のアクション参加前後の環境意識について（各設問、参加前後それぞれについて１つずつ回答）

３．気候変動を心配だと思った／関心を持った理由

性別
年齢

□ 男性　□ 女性　□ その他
□ 10代以下　□ 20代　□ 30代　□ 40代　□ 50代　□ 60代　□ 70代以上

Q2で、参加後、気候変動に対して「心配している」「関心を持った」に該当する選択肢（　）を選ばれた方にお尋ねします。
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　　　ある程度心配していた／ある程度心配である □
　　　心配していなかった／心配ではない □ □
　　　わからない／答えたくない □ □
◆気候変動の影響を受けるのは誰だと思っていましたか／思いますか。
　　　自分 □ □
　　　自分の子の世代 □ □
　　　自分の孫の世代 □ □
　　　さらに先の世代 □ □
◆地球温暖化問題・気候変動問題に、どの程度の関心がありましたか／関心を持ちましたか。
　　　非常に関心があった／非常に関心を持った □
　　　ある程度関心があった／ある程度関心を持った □
　　　どちらともいえない □ □
　　　あまり関心はなかった／あまり関心を持たなかった □ □
　　　まったく関心が無かった／まったく関心を持たなかった □ □
　　　知らない／わからない □ □
◆あなた自身が行動することにより、気候変動問題は改善できると思っていましたか／思いますか。
　　　とてもそう思っていた／とてもそう思う □ □
　　　そう思っていた／そう思う □ □
　　　そう思っていなかった／そう思わない □ □
　　　まったくそう思っていなかった／まったくそう思わない □ □
◆気候変動対策（省エネ対策や再エネ導入など）は、どのようなものと考えていましたか／考えますか。
　　　多くの場合、生活の質を脅かすものである □ □
　　　多くの場合、生活の質を高めるものである □ □
　　　生活の質に影響を与えないものである □ □
　　　わからない／答えたくない □ □

参加前 参加後

◆心配だと感じた理由／関心を持った理由は何ですか（３つまで）。
□ 地球温暖化問題は「ひとごと」ではないと思ったから
□ 自分自身が行動することにより、改善できる問題だと思ったから
□ 気候変動対策は、自分にもメリットがあると思ったから
□ 気候変動対策には、手軽に取り組めることもあると思ったから
□ 気候変動対策に取り組むことがかっこいいと思ったから
□ 特に理由はない・なんとなく　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★ご協力ありがとうございました。

提出締切：10月末又は１月末

提出締切：10月末又は１月末



賞品一覧賞品一覧 省エネ
賞カーボンニュートラルな

取り組みアイディア（ ）

主催　山形県地球温暖化防止活動推進センター
共催　山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会
　　　（事務局：山形県環境エネルギー部環境企画課  ゼロカーボンやまがた推進室）

目指せ！カーボンニュートラル目指せ！カーボンニュートラル

家庭のアクション家庭のアクション

■「家庭のアクション」への参加方法
　パンフレット中面の取組み項目の中で、実践して
いる又はこれから実践する取組みをチェックして報
告してください。また、「環境意識アンケート」に
も併せてご回答ください。ご報告いただいた方の中
から抽選で素敵な賞品（省エネ賞）が当たります。
　また、「家庭で実践できるカーボンニュートラル
な取組みアイディア」も募集しています。ユニーク
な取組など、記入欄にご記入いただき、ご応募くだ
さい。審査の結果、優良なアイディアには、素敵な
賞品（特別賞）を進呈します。

 地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の温室効果ガス（家庭生活や
企業活動などにより発生）の排出量から森林等による吸収量を差し
引いて、排出量が実質ゼロになる状態を「カーボンニュートラル」
といいます。
　地球温暖化を食い止めるためには、2050年までのカーボンニュー
トラルの実現が必要です。
　私たち自身の意識やライフスタイルを変えていくことが求められ
ています。

　近年、地球温暖化などによって、集中豪雨や大型台風などの気象災害が頻発
しています。
　平均気温の上昇や猛暑日の増加など、今後も影響が拡大する恐れがあります。
　地球温暖化を食い止めるために、私たち一人一人の積極的な活動が必要です。

○特別賞の抽選は１月（12月27日提出締切）に行います。
○省エネ賞の賞品の抽選は、11月（10月末到着分までが対象）
と２月（１月末到着分までが対象）に行います。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

■「エコドライブアクション」への参加方法
　申込対象は、市町村等の公的機関やNPO法人山
形県自動車公益センター等専門機関が実施する（ま
たは連携して実施する）エコドライブ講習会に参加
いただいた方です。講習会に参加いただき、専用の
参加用紙に参加日等を記載して報告してください。
　報告いただいた方の中から抽選で素敵な賞品（省
エネ賞）が当たります。

実施期間　令和３年７月～令和４年１月

令和３年度

●山形県地球温暖化防止活動推進センター
   （NPO法人環境ネットやまがた）　
　TEL  023-679-3340　FAX  023-679-3389
　住所  〒990-2421 山形市上桜田 3-2-37

お 問 い 合 わ せ

「カーボンニュートラル」って知っていますか？「カーボンニュートラル」って知っていますか？

「カーボンニュートラルな社会」を実現するため、私たちには何ができるでしょうか？
「目指せ！カーボンニュートラル　家庭のアクション」に参加し、確認してみましょ
う。取組みメニューがパンフレットの中面にあります。

カーボンニュートラル達成イメージ
徹底した省エネと

再生可能エネルギーの導入による
CO2排出量の削減

森林等によるCO2吸収量の増加

現在
2050年

温室効果ガス
排出量

温室効果ガス
排出量

温室効果ガス
吸収量

温室効果ガス
吸収量

本事業は「地域における地球温暖化防止活動促進事業」の一環で実施しています。

排出と
吸収の
差し引き
ゼロ

特別賞

エコペンは、山形県地球温暖化防止活動推進センターの
マスコットキャラクターです

低濃度オゾン発生器CAX-DMO1（各２名様）
ロゴ入り鉛筆 （各３名様）

低濃度オゾン発生器CAX-DMO1（各２名様）
ロゴ入り鉛筆 （各３名様）

手絞り菜種油
エコたいひ年間パスポート

手絞り菜種油
エコたいひ年間パスポート

カートソレイユ最上川
ファミリー券

カートソレイユ最上川
ファミリー券

ぺんてるVICUÑA
多機能ペン

ぺんてるVICUÑA
多機能ペン

パナソニック
単３形充電式エボルタ４本
＋急速充電器セット

パナソニック
単３形充電式エボルタ４本
＋急速充電器セット

ぺロリンストラップ
ハンドタオル（ラ・フランス）
ペロリンピンバッジ

ぺロリンストラップ
ハンドタオル（ラ・フランス）
ペロリンピンバッジ スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社

山形事業所様提供
スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社

山形事業所様提供

一般社団法人
日本自動車販売協会連合会

山形県支部様提供

一般社団法人
日本自動車販売協会連合会

山形県支部様提供 山形テルサ様提供山形テルサ様提供

余目型特別栽培米
つや姫5㎏

余目型特別栽培米
つや姫5㎏

アスリートサプリアスリートサプリ

１泊２食付宿泊券１泊２食付宿泊券 さくらんぼ東根温泉
ペア宿泊券

さくらんぼ東根温泉
ペア宿泊券一般財団法人

白鷹町アルカディア財団（パレス松風）様提供
一般財団法人

白鷹町アルカディア財団（パレス松風）様提供 ホテルメトロポリタン山形様提供ホテルメトロポリタン山形様提供東根温泉協同組合様提供東根温泉協同組合様提供

11月・２月11月・２月

２
名様

特別賞 1
名様

特別賞 ２
名様

特別賞

レストラン利用券レストラン利用券
東北エプソン株式会社様提供東北エプソン株式会社様提供

1
名様

特別賞

エコタンクプリンターエコタンクプリンター

有限会社えんどう文具様提供有限会社えんどう文具様提供

省エネ賞

キャノン電子辞書 IDP－610Jキャノン電子辞書 IDP－610J

11月・２月11月・２月各90
名様

省エネ賞

ハイブリッド貼り合わせ
スポンジたわし

ハイブリッド貼り合わせ
スポンジたわし

11月・２月11月・２月各40
名様

省エネ賞

サンシェードサンシェード

もがみ中央農業協同組合様提供もがみ中央農業協同組合様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

特産品セット特産品セット

余目町農業協同組合様提供余目町農業協同組合様提供

11月11月１
名様

省エネ賞

おいしい山形推進機構様提供おいしい山形推進機構様提供

11月・２月11月・２月計10
名様

省エネ賞

ASEジャパン株式会社様提供ASEジャパン株式会社様提供

11月・３月11月・３月計５
名様

省エネ賞

ＡＳＥオリジナルマグボトルＡＳＥオリジナルマグボトル

酒田市袖浦農業協同組合様提供酒田市袖浦農業協同組合様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

米 ひとめぼれ５㎏米 ひとめぼれ５㎏
公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構

２月２月２
名様

省エネ賞

木製トレー木製トレー
新庄市農業協同組合様提供新庄市農業協同組合様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

雪室貯蔵米
はえぬき5kg
雪室貯蔵米
はえぬき5kg

さがえ西村山農業協同組合様提供さがえ西村山農業協同組合様提供

11月11月１
名様

省エネ賞

山形県企業局様提供山形県企業局様提供

11月・２月11月・２月各４
名様

省エネ賞

おいしい山形の水おいしい山形の水
株式会社大風印刷様提供株式会社大風印刷様提供

11月11月4
名様

省エネ賞

ひっぱりうどんセットひっぱりうどんセット

庄内みどり農業協同組合様提供庄内みどり農業協同組合様提供

11月11月３
名様

省エネ賞

米のかおり（うどん）・ゆきのはな（そば）
めんつゆセット

米のかおり（うどん）・ゆきのはな（そば）
めんつゆセット

株式会社テトラス様提供株式会社テトラス様提供

２月２月２
名様

省エネ賞

庄内たがわ農業協同組合様提供庄内たがわ農業協同組合様提供

11月11月５
名様

省エネ賞

月山ワイン
山ぶどう果汁（720ｍｌ）
月山ワイン

山ぶどう果汁（720ｍｌ）

株式会社でん六様提供株式会社でん六様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

でん六Ｅサイズ
ギフトボックス
でん六Ｅサイズ
ギフトボックス

オビサン株式会社様提供オビサン株式会社様提供

11月・２月11月・２月計３
名様

省エネ賞

株式会社インテルノ 山形支社様提供株式会社インテルノ 山形支社様提供

11月・２月11月・２月各３
名様

省エネ賞

りんごゼリーりんごゼリー
山形県森林組合連合会様提供山形県森林組合連合会様提供

２月２月３
名様

省エネ賞

木製プランター木製プランター

株式会社タカハシ電工様提供株式会社タカハシ電工様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

うてなちゃん（せっけんセット）うてなちゃん（せっけんセット）
天童環境株式会社様提供天童環境株式会社様提供

11月・２月11月・２月各5
名様

省エネ賞

図書カード図書カード
有限会社金沢製作所様提供有限会社金沢製作所様提供

11月・２月11月・２月各5
名様

省エネ賞

QUOカード
（1,000円）
QUOカード
（1,000円）

日東ベスト株式会社様提供日東ベスト株式会社様提供

11月・２月11月・２月各５
名様

省エネ賞

コンビーフ３缶箱入りコンビーフ３缶箱入り
道の駅 白鷹ヤナ公園様提供道の駅 白鷹ヤナ公園様提供

11月・２月11月・２月計３
名様

省エネ賞

鮎三昧鮎三昧
株式会社大石田町地域振興公社様提供株式会社大石田町地域振興公社様提供

２月２月3
名様

省エネ賞

入浴回数券（11枚）入浴回数券（11枚）

山形市農業協同組合様提供山形市農業協同組合様提供

11月11月6
名様

省エネ賞

つや姫 5㎏つや姫 5㎏
庄内町 商工観光課様提供庄内町 商工観光課様提供

２月２月３
名様

省エネ賞

置賜クリーン設備株式会社様提供置賜クリーン設備株式会社様提供

11月・２月11月・２月各３
名様

省エネ賞

株式会社 JVCケンウッド山形様提供株式会社 JVCケンウッド山形様提供

11月・２月11月・２月計10
名様

省エネ賞

株式会社全農ライフサポート山形様提供株式会社全農ライフサポート山形様提供

11月11月10
名様

省エネ賞

はえぬき5kgはえぬき5kg

11月・２月11月・２月省エネ賞

11月11月10
名様

省エネ賞

テルサフィットネスクラブ
無料招待券

テルサフィットネスクラブ
無料招待券

株式会社丹野様提供株式会社丹野様提供

２月２月10
名様

省エネ賞

山形県電機商業組合様提供山形県電機商業組合様提供

2
名様

特別賞

電気ポット（省エネ型）電気ポット（省エネ型）
東根市農業協同組合様提供東根市農業協同組合様提供

11月11月

りんご・啓翁桜りんご・啓翁桜

省エネ賞各３
名様

計３
名様

（ハマリ産業株式会社様提供）
米沢浜理薬品工業株式会社様提供
（ハマリ産業株式会社様提供）
米沢浜理薬品工業株式会社様提供

計５
名様

山形 米物語2.7㎏
（雪若丸・厳選つや姫・
はえぬきセット、各900g）

山形 米物語2.7㎏
（雪若丸・厳選つや姫・
はえぬきセット、各900g）

商品は画像のものから変更になる場合があります。商品は画像のものから変更になる場合があります。

そば処丸万商品券
（3,000円）

そば処丸万商品券
（3,000円）
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