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はじめに 

地球温暖化は最も大きな環境問題の一つとされ、日本においては、気温の上昇、集

中豪雨、台風の強大化など気象災害が頻発化・激甚化しています。 

福岡市においても、100 年あたりの平均気温が約 3℃上昇し、近年では、熱中症等

の健康被害や自然災害、生態系の変化等、身近な生活面においても影響が顕在化して

います。 

そして福岡市では、家庭部門における温室効果ガスの排出割合が高いことから、わ

たしたち市民が省エネをさらに進めていく必要があります。    

 

（１）福岡市地球温暖化対策市民協議会について 

福岡市では、「市民・事業者・行政が協力して、地球温暖化対策のための積極的な

実践活動の推進を図ること」を目的として、地球温暖化対策推進法第 40 条に基づき、

福岡市地球温暖化対策市民協議会を組織しています。 

本協議会では、市民や事業者の地球温暖化対策への積極的な取組みを支援するため

に、様々な事業を行っており、福岡市（環境局脱炭素社会推進課）が協議会の事務局

を務めています。 

 

（２）ECO チャレンジ応援事業とは 
 福岡市地球温暖化対策市民協議会の事業の一つであり、環境に配慮したエシカル消

費や電気・ガスの使用量削減など、日常生活の中での脱炭素行動のきっかけづくりを

応援する事業です。 

 無理なく自分にあったエコアクションに取り組み、脱炭素行動への意識を高めまし

ょう。  

  

（３）福岡市の取組みについて 
福岡市では、「脱炭素社会」を目指して、様々な事業を行っています。 

福岡市のホームページに、地球温暖化の状況や福岡市での取り組みなどをまとめた

「地球温暖化のはなし」というリーフレットを記載していますので、ECO チャレン

ジ応援事業参加者の皆様もぜひ、ご一読ください。 

 

 

 

 

福岡市 地球温暖化のはなし 
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エコアクション報告兼ポイント申請について 

（１）必要な書類 

①「エコアクション報告書兼ポイント申請書」と②認定資料（レシートなどの画像

データやコピー）をＥＣＯチャレンジ事務局に提出します。 

※初回は、必須項目を必ず実施してください。 

※「エコアクション報告書兼ポイント申請書」の記入の方法は、記載例を添付してい

ますので、ご確認ください。 

※認定資料の詳細は、各項目に記載しております。 

 

（２）報告の流れ 

○メールでの提出の場合 

 ①と②をメールに添付して提出してください。 

※エクセル、ＰＤＦ、画像（カメラで鮮明に撮影したものなど） 

いずれの形式の電子データでも構いません。 

○郵送での提出の場合 

 ①と②を封筒に入れてお送りください。 

※郵送料は自己負担となります。ご了承ください。 

 

（３）申請期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）提出先 

ECO チャレンジ事務局（㈱プロジェクトワークス内） 

〒812-0024 福岡市博多区綱場町 8-31 

TEL：092-262-0456 （平日 10:00～17:00 12/29～翌年 1/3 を除く） 

FAX：092-262-0445 

e-mail：eco-fukuoka2022@projectworks.co.jp 

【第１回】受付終了 

令和４年８月１日～８月 10 日 （ポイント付与：９月予定） 

 

【第２回】 

令和４年 11 月１日～11 月 10 日 （ポイント付与：１２月予定） 

 

【第３回】 

令和５年２月１日～２月 10 日 （ポイント付与：３月予定） 

※上記申請期間以外は報告受付を行っていません。ご注意ください。 
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省エネ家電の購入（省エネ家電買い換えキャンペーン） 

省エネ性能が優れたエアコン、冷蔵庫、テレビを購入してポイントゲット！ 

 
 

獲得ポイント 

省エネ家電の購入金額 20,000円(税込)以上で 

10,000ポイント （１世帯あたり１回まで） 

【対象商品】 

福岡市内の店舗（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ購入は対象外）で、令和4年10月11日（火）以降に

購入した省エネ基準達成率100%以上のエアコン・冷蔵庫・テレビが対象。 
 

●エアコン…目標年度2027・2029年度、又は目標年度2010年度 

●冷蔵庫 …目標年度2021年度 

●テレビ   目標年度2026年度、又は目標年度2012年度 

エコアクション期間 令和４年10月11日から令和５年１月31日までの購入分 

認定資料 

（事務局への提出書類） 

下記①～③の画像等の電子データ又は写し 

① レシート又は領収書 

購入日（令和4年10月11日以降の購入）、購入店舗（福岡市

内の店舗での購入 ※インターネット購入は対象外）、購入商

品、支払金額がわかるもの 

② メーカー発行の保証書 

型番、製造番号、メーカーがわかるもの 

※メーカー発行の保証書に記載がない場合は、製品本体に 

貼ってある品質表示版（ステッカー）等の写真をご提出 

ください。 

③ カタログ等 

省エネ基準達成率100％以上がわかるもの 

電気代削減効果 

CO2排出削減効果 

【10 年前の家電を買い替えた場合】 

エアコン 2.8kw(10 畳)の場合 
年間 2,480 円の電気代削減 

年間約 44kg の CO2 削減 

冷蔵庫(401～450 L)の場合 
年間 6,220 円の電気代削減 

年間約 110kg の CO2 削減 

テレビ 40ｖ型の場合 
年間 1,650 円の電気代削減 

年間約 29kg の CO2 削減 

(出展：ｽﾏｰﾄﾗｲﾌおすすめ BOOK 2022 年版)

留意事項 初回報告時に実施してください。 

 

必須 
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うちエコ診断 WEB サービスの利用 
インターネットにおいて質問に答えるだけで、ご家庭の CO２排出量等がわ

かります！効果的な省エネアドバイスを受けることができる「うちエコ診断

WEB サービス（無料）」を実施しよう！ 

 

獲得ポイント 1,000 ポイント(1 世帯あたり 1 回まで) 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの実施分 

認定資料 

（事務局への提出書類） 

なし 

※「エコアクション報告書兼ポイント申請書」に診断結果を記入 

CO2 排出削減量 うちエコ診断 WEB サービス受診後に表示されます 

留意事項 

・初回報告時に実施してください。 

・うちエコ診断 WEB サービスの内容については、下記の家庭エコ診

断制度ポータルサイトお問合せフォームにお問い合わせください。 

（https://www.uchieco-shindan.jp/contact/form_jushin.php） 

診断方法 

専用 Web サイトから実施してください 

※詳細は、別紙「うちエコ診断 WEB サービス 

の利用方法」をご確認ください。 

※インターネットの利用が難しい場合は、電気とガス 

の使用量から CO２排出量をご自身で計算してください。 
 

①「うちエコ診断」、「家庭エコ診断制度」で検

索又は QR コードを読み込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②[自己診断をはじめる]をクリック！ 

 

④結果を確認しよう 
 

 

③質問に答えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(出典：家庭エコ診断制度運営事務局) 

 

ココをクリック↓↓ 

↓↓あなたのご家庭の CO2 排出量  

   （この数字を報告書に記入） 

必須 
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１ 環境に配慮したエシカル消費
環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入してポイントゲット！ 

 

環境・人・社会・地域等に配慮したものやサービスを選んで消費することです。 

※環境に配慮したエシカル消費に関連するラベル・マークは、さまざまなものがあり、上のラベ

ルやマーク以外も対象となります。その一例とはなりますが、ラベル・マークの種類について

は下記のデータベースをご参照ください。

環境省大臣官房環境経済課 環境ラベル等データベース 

（https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/touroku.html） 

獲得ポイント ３００ポイント （各報告回）

【説明】 

環境に配慮したエシカル消費に関連するラベル・マークが付いている商品を購入し、 

2 種類のラベル・マークを 3 個以上提出する。 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

下記①・②の電子データ又は原本（写し） 

① エシカル消費に関連するラベル・マークが付いた商品の画像等

の電子データ又は原本 （ラベル・マーク部分） 

② 領収書等（購入日、購入商品、支払金額がわかるもの）の画像

等の電子データ又は写し

CO2 排出削減量 

エシカル（ethical）消費ってなに？

MSC 海のエコラベル 

水産資源と環境に配慮し、適切に管理された持続可能な漁業で

獲られた水産物についている 

エコマーク

生産から廃棄にわたるライフサイクル全体を通して、環境へ

の負荷が少なく環境保全に役立つと認められた商品につい

ている

どんなラベルやマークがあるの？ 

ＦＳＣラベル 

適切に管理された森林からの木材や、適格だと認められたリ

サイクル資源から作られた商品についている
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２ 電気使用量の削減   

前年同期間と比べて電気使用量削減分のポイントゲット！ 

獲得ポイント 

前年同指定期間比の 

CO2 排出削減量 1 ㎏-CO2 に対して 20 ポイント

（年間上限 1,500 ポイント） 

【 説 明 】 

①電力会社から毎月送付される「電気使用量のお知らせ（領収証）」で、指定期間の電力

使用量（ｋＷｈ）と前年指定期間の電気使用量（ｋＷｈ）を比較し、エネルギーの削減量

（ｋＷｈ）を算出する。

②上記のエネルギー削減量（kWh）に、九州電力の CO２排出係数 0.48kg-CO２/kWh を

乗じた値を、電気使用量の削減による CO２排出削減量（kg-CO２）※とする。

※１kg-CO２未満は切り捨て

＜計 算 例＞ 

①令和４年４～７月分の使用量合計 750ｋＷｈ

令和３年４～７月分の使用量合計 880ｋＷｈ  

②排出係数  0.48

CO２排出削減量に換算 130ｋＷｈ×0.48＝62.40ｋｇ- CO２

③CO２排出削減量(②の小数点切捨て)  62kg-CO２

④獲得ポイント数 62ｋｇ-CO２×20 ポイント＝1,240 ポイント

エコアクション期間

及び 

提出期間 

第３回 ：  11、12、1 月分  （提出期間 2/1～ 2/10） 

認定資料 

（事務局への提出書類） 

   

 

 

 

 

CO2 排出削減量 電気使用量 1kWh の削減で、約 0.5kg-CO2

留意事項 
指定されたポイント申請期間以外にご提出いただいたもの

は、ポイントを付与できませんので、ご注意ください。 

電力会社から毎月送付される 

「電気使用量のお知らせ（領収証）」の 

画像等の電子データ又は写し 

（指定期間分全て） 

※前年同月の電気使用量が確認

できること。前年同月分のお知

らせなどでも可。

電気使用削減量 130ｋＷｈ 

（九州電力の一例） 
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３ ガス使用量の削減   

前年同期間と比べてガス使用量削減分のポイントゲット！ 

 

獲得ポイント 

前年同指定期間比の 

CO2 削減量 1 ㎏-CO2 に対して 30 ポイント 

（年間上限 1,500 ポイント） 
【 説 明 】 

①ガス会社から毎月送付される「ガス使用量のお知らせ（検針票）」で、指定期間のガス使

用量（m3）と前年指定期間のガス使用量（m3）を比較し、エネルギーの削減量（m3）を算出

する。 

②上記のエネルギー削減量（m3）に、西部ガスの CO２排出係数 2.21 kg-CO２/ m3 を乗じ

た値を、ガス使用量の削減による CO２削減量（kg-CO２）
※とする。 

※ 1kg-CO２未満は切り捨て 
 

 

＜計算例＞   

①令和４年４～７月分の使用量合計 180 m3  

令和３年４～７月分の使用量合計 195 m3      

②排出係数  2.21 

   CO２量に換算  15 m3×2.21＝33.15ｋｇ-CO２ 

③CO２排出削減量(②の小数点切捨て)  33kg-CO２ 

④獲得ポイント数   33ｋｇ-CO２×30 ポイント＝990 ポイント 

エコアクション期間 

及び 

提出期間 

第３回 ：  11、12、1 月分  （提出期間  2/1～ 2/10） 

認定資料 

（事務局への提出書類） 

ガス会社から毎月送付される 

「ガス使用量のお知らせ（検針票）」 

の画像等の電子データ又は写し 

（指定期間分全て） 

※前年同月のガス使用量が確認 

できること。前年同月分のお知ら 

せの写しなどでも可。 

CO2 排出削減量 ガス使用量１m3 の削減で、約２kg-CO2 

留意事項 

・プロパンガス利用者について、検針票等で削減量が確認できる

場合は認定対象とします。（CO２排出係数 6.0 kg-CO２/ m3 で計

算） 

・指定されたポイント申請期間以外にご提出いただいたもの

は、ポイントを付与できませんので、ご注意ください。 

ガス使用削減量 15 m3 
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４ 再生可能エネルギー由来の電力購入  

 
 

 

環境負荷の少ない再エネ電力を購入してポイントゲット！ 

 

 

    

 

現在の電力契約を、再生可能エネルギー由来電力メニューに切り替えることで利用でき

ます。再生可能エネルギー由来電力メニューは、様々な小売電気事業者（九州電力やそ

の他新電力会社など）から販売されていますので、各社メニューの再生可能エネルギーの

割合や価格などを確認して購入先を選んでください。 

 

 

 

    

家庭などで使用する電気の一部は、石炭や天然ガスを燃やして発電しているため、発電

時に二酸化炭素を排出しています。 

   再生可能エネルギー由来電力とは、太陽光や風力、地熱といった自然エネルギーで発

電した電気で、発電時に二酸化炭素を排出しない環境にやさしい電気です。 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

獲得ポイント 1,000 ポイント （１世帯あたり１回まで） 

【説明】 

 再生可能エネルギーが３０％以上含まれる電力を購入していること 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

電力メニューの名称など、再生可能エネルギーが３０％以上含まれ

ていることが分かる請求書等の画像等の電子データ又は写し 

CO2 排出削減量 電気使用量 1kWh の削減で、約 0.5 kg-CO2 

留意事項 

再生可能エネルギー由来電力メニューは、様々な小売電気事業者

（九州電力やその他新電力会社など）から販売されていますので、

各社メニューの再生可能エネルギーの割合や価格などを確認して

購入先を選んでください。 

再生可能エネルギー由来電力の購入方法 

再生可能エネルギー由来電力ってなに？ 
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５ 住宅窓の複層ガラス等への改修
家の断熱性能向上に効果的な窓改修をして、ポイントゲット！ 

獲得ポイント 
工事 1 回 2,000 ポイント

(1 世帯あたり 1 回まで) 

エコアクション期間
令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの改修工事実施

分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

工事内容等が分かる領収書の画像等の電子データ又は写し 

CO2 排出削減量 207kg- CO2 /年 （住宅窓改修の場合）

留意事項 
窓の工事は、分譲集合住宅や賃貸住宅などは、管理組合や管

理者の許可が必要な場合もあります。 

 住宅窓改修の手引き作成しています！

ご希望の方には配布致します。 

(出典：住宅窓改修の手引き) 
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６ うちエコ診断の受診 （対面またはオンライン）   

福岡県地球温暖化防止活動推進センター等が実施しているうちエコ診断(無料)を 

受診してポイントゲット！ 

 

獲得ポイント ２00 ポイント (1 世帯あたり 1 回まで) 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの受診分 

認定資料 

（事務局への提出書類） 
うちエコ診断結果レポートの画像等の電子データ又は写し 

CO2 排出削減量 

うちエコ診断を受診し、アドバイスのとおりに省エネに取り組むこ

とによる CO2 排出削減量は、 

平均 1,221kg- CO2 (推計値)/年 ※4 人世帯の場合 

留意事項 

うちエコ診断については、福岡県地球温暖化防止活動推進セン

ター（電話：092-674-2360、ＦＡＸ：092-674-2361）にお問い合

わせください。 

 

うちエコ診断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・省エネ対策をご提案するものです。受診時間は、1 家庭 50 分程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：家庭エコ診断制度運営事務局) 

 

 WEB サービス診断より詳しく知りたい方必見です 

うちエコ診断とは 
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７ 環境イベントへの参加
福岡市地球温暖化対策市民協議会及び福岡市が実施する環境イベントに 

参加してポイントゲット！ 

獲得ポイント 各イベント１回参加につき１００ポイント

エコアクション実施期間
令和４年 10 月 11 日から令和５年 1 月 31 日までに開催する各イ

ベント 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

各イベント会場にて配布するポイント引換券の画像等の電子デ

ータ又は原本 

CO2 排出削減量 

【対象イベント（予定）】 

・環境フェスティバルふくおか 2022（福岡市地球温暖化対策市民協議会出展ブースのみ）

・緑のカーテンコンテスト市民投票

・次世代自動車展示会（7 月）

・次世代自動車展示・試乗会（10 月）

・森林保全イベント

・未来へつなげる環境活動支援事業と連携したイベント

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント開催が中止となる場合もあります。

また、上記以外のイベントを追加する場合があります。

対象イベントにつきましては、ホームページで随時お知らせします。

環境フェスティバルふくおか 次世代自動車展示・試乗会 地球温暖化対策シンポジウム 
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８ 出前講座の受講  
 

 

福岡市環境局が実施する地球温暖化対策、再生可能エネルギーなどに関する 

出前講座を受講してポイントゲット！ 

 

獲得ポイント 受講１回につき１００ポイント 

エコアクション期間 
令和４年 10 月 11 日から令和５年 1 月 31 日までに開催する各出

前講座 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

各イベント会場にて配布するポイント引換券の画像等の電子デー

タ又は原本 

CO2 排出削減量  

  

【対象出前講座一覧】 

①講座名：環境と SDGｓ ～未来のために今できること～  

   内容：環境に関する「ＳＤＧｓ」、未来のためにわたしたちができること 

②講座名：今、私たちの未来のためにできること ～「脱炭素社会の実現に向けて」～ 

内容：地球温暖化のしくみと暮らしへの影響、家庭で取り組める省エネ事例 など 

③講座名：育てよう！緑のカーテン 

内容：気候変動の影響や適応策について、緑のカーテンの育て方のポイント 

④講座名：熱中症にご用心！ 

   内容：熱中症のさまざまな症状と重症度、熱中症になった時の対処法 など 

⑤講座名：正しく分ければ「ごみ」じゃない～「紙ごみ・プラスチックごみ・食品ロス」3R を考えよう～  

   内容：３Ｒでごみ減量方法、古紙（新聞・段ボール・雑がみ）のリサイクル など 

⑥講座名：「食品ロス」ってなに？～その食品、ほんとうに捨てるの？～  

   内容：福岡市のごみに含まれている食品ロス、生ごみの水切りでごみ減量 など 

⑦講座名：プラスチックごみ問題を知る！ ～できることからやってみよう～  

内容：プラスチックごみによる環境汚染等について学ぶ など 

 

※上記以外の講座でも対象となる場合があります。 

出前講座のお問い合わせ・申込み先は下記のとおりです。 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1  福岡市役所 

①の講座 

環境局環境政策課  電話：７３３―５３８１ ＦＡＸ：７３３－５５９２ 

②、③の講座 

環境局脱炭素社会推進課  電話：７１１－４２８２  ＦＡＸ：７３３－５５９２ 

④の講座 

環境局環境保全課  電話：７３３―５３８６ ＦＡＸ：７３３－５５９２ 

⑤、⑥、⑦の講座 

環境局ごみ減量推進課   電話：７１１―４０３９ ＦＡＸ：７３３―４８２３ 
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９ 家庭用燃料電池（エネファーム）の購入
ガスから「電気」をつくり、発電時の熱で「お湯」をつくるエネファームを購入して 

ポイントゲット！ 

※対象となる家庭用燃料電池は、西部ガス㈱の都市ガスを契約している世帯に設置す

る機器となります。

獲得ポイント 
購入 1 台につき 3,000 ポイント

（1 世帯あたり 1 回まで） 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの購入分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

領収書等（購入日、購入商品、支払金額がわかるもの）の画像等の

電子データ又は写し 

CO2 排出削減量 
家庭用燃料電池設置による CO2 排出削減量は、 

１,２００ kg- CO2/年※

留意事項 

・このエコアクションは、福岡市地球温暖化対策市民協議会の会員

である西部ガス㈱の協賛（ポイント分経費も負担）により実施してい

ます。

・先着 100 名限定となります。

 詳細は西部ガスのホームページをご覧になるか、販売店へお問い合わせください。 

上限 

ポイント 

対象外 

家庭用燃料電池のしくみ 

※＜試算条件＞ 

・当社モデルケース戸建 4 人家族・延床面積：戸建 150m2 ・負荷(年)：給湯約 14.2GJ 暖房約 15.9GJ 冷房約 12.6GJ 一般電力約 13.2GJ 厨房約 1.1GJ 

CO2 排出係数：ガス 2.29kg-CO2/m3（出典「西部ガス公表値（HP 等参照）」 電気 0.65kg-CO2/kWh（出典「地球温暖化対策計画【2016 年 5 月閣議決定】

の 2013 年度火力電源平均係数」より）  
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10 ヒートポンプ給湯器（エコキュート）の購入
 省エネ・CO2 排出削減につながるヒートポンプ給湯器（エコキュート）を購入して、 

ポイントゲット！ 

獲得ポイント 
購入 1 台につき 3,000 ポイント

（1 世帯あたり 1 回まで） 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの購入分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

領収書等（購入日、購入商品、支払金額がわかるもの）の画像等の

電子データ又は写し 

CO2 排出削減量 

ヒートポンプ給湯器（エコキュート）の年間CO２排出削減量は

０.４８ｔ－ＣＯ２/台

留意事項 

・このエコアクションは、福岡市地球温暖化対策市民協議会の会員

である九州電力㈱の協賛（ポイント分経費も負担）により実施してい

ます。

・先着 100 名限定となります。

上限 

ポイント 

対象外 

(出典：九州電力 HP より抜粋) 
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11 エコドライブ講習会の受講
JAF 福岡支部が行う講習会で環境に優しいエコドライブを学んでポイントゲット！ 

獲得ポイント 
受講 1 回につき 200 ポイント

（1 世帯あたり 1 回まで） 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの受講分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

キーワード 

CO2 排出削減量 

留意事項 

・このエコアクションは、福岡市地球温暖化対策市民協議会の会

員であるＪＡＦ福岡支部の協賛（ポイント分経費も負担）により実

施しています。

・先着 12 名限定となります。

・エコドライブ講習会については、下記連絡先へお問い合わせく

ださい。

JAF 福岡支部（電話： 841-7731、ＦＡＸ： 841-7815）

エコドライブ講習会とは

エコドライブ講習会とは、環境にやさしい「エ

コドライブ」を学ぶ講習会です。

地球温暖化対策のために CO2 の排出を抑える

運転方法を学びます。

エコドライブを実践することは燃費の向上とあ

わせて、安全運転にもつながります。 

上限 

ポイント 

対象外 
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12 家庭用 LED 照明器具等の購入 
 

 

省エネで長寿命の家庭用 LED 照明器具等を購入してポイントゲット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：経済産業省資源エネルギー庁 省エネ性能カタログ 2021 年より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獲得ポイント 

家庭用 LED 照明器具等の購入金額 3,000 円(税込)以上で、 

・ 3,000 円 ～  4,999 円 ・・・・・   300 ポイント 

・ 5,000 円 ～  9,999 円 ・・・・・   500 ポイント 

・10,000 円  ～19,999 円 ・・・・・ 1,000 ポイント 

・20,000 円  ～         ・・・・・ 2,000 ポイント 

（年間上限 2,000 ポイント） 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日までの購入分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

下記①・②の電子データ又は写し 

 ①領収書等（購入日、購入商品、支払金額がわかるもの）  

 ②省エネ家電のメーカー・品番がわかる資料 

CO2 排出削減量 

家庭用 LED 照明 1 個で、約 27kg-CO2/年  

LED 照明器具 120w(一般照明器具 400w 相当)1 台で、 

約 196kg-CO2/年 

留意事項 

 ・ポイント付与については、提出時のレシート等の金額で行います

ので、追加で購入予定のある方は、まとめて申請されることをお勧

めします。 

・LED 照明の商品種類（メーカー、消費電力、光色など）は問いま

せん。 
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13 宅配ボックスの設置（１戸用のみ）  
 

 

再配達を減らし、自動車の CO2 排出削減になる宅配ボックスを設置して 

ポイントゲット！ 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獲得ポイント  ３００ポイント（１世帯あたり１回まで） 

エコアクション期間 令和４年 10 月 11 日から令和５年１月 31 日に購入分 

認定資料 
（事務局への提出書類） 

 

領収書等（購入日、購入商品、支払金額がわかるもの）の画像等の

電子データ又は写し 

 

CO2 排出削減量  １世帯当たり 16.6  kg- CO2 /年 

令和 4 年度宅配ボックス導入助成事業のチラシ 
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●この記録表は、事務局に提出していただく必要はありません。控えとしてご利用ください。 
【電気】 

  前年度① 今年度② CO2 排出削減量①-② 備 考 

第
２
回
報
告 

８月分     

 

 

 

エコアクション報告書へ 

９月分    

10 月分    

小計    

第
３
回
報
告 

11 月分     

 

 

 エコアクション報告書へ 

12 月分    

１月分    

小計    
 
 
 

【ガス】 
  前年度① 今年度② CO2 排出削減量①-② 備 考 

第
２
回
報
告 

８月分     

 

 

 

  エコアクション報告書へ 

９月分    

10 月分    

小計    

第
３
回
報
告 

11 月分     

 

 

 エコアクション報告書へ 

12 月分    

１月分    

小計    

 

 

 

 

電気・ガス使用状況記録表（参加者記録用） 


