
数字でひもとく地球温暖化

電気自動車

ハイブリッド自動車

天然ガス自動車

プラグイン
ハイブリッド自動車

NGV

EV
●電気のみで走り、走行時に排出ガス
　が全く出ない
●非常時の電力源などとして役立つ

●水素を空気中の酸素と化学反応さ
　せて生じた電気を使って、モーター
　を回転させて走る自動車
●走行時に排出するのは水のみで、
　排出ガスを全く出さない

●平成21年の排出ガス規制に適合した
　排出ガスのクリーンなディーゼル
　乗用自動車

●都市ガスの原料でもある天然ガス
　を燃料にして走る自動車
●CO2排出量が従来のガソリン車と
　比べ、約20％から30％少ない 

●エンジンとモーターを組み合わせて
　走る
●排出ガスが少なく、燃費も良い

●外部から充電できるバッテリー
　を備えたハイブリッド自動車
●電気で走っている時は、排出ガスを
　全く出さない

燃料電池自動車

クリーンディーゼル乗用車

HV

PHV

CD

エコカーの種類

●従来の自動車と比べて、排出ガスが
　クリーンで燃費が良い、ガソリン・
　ディーゼル自動車
●対象車には左のようなステッカー
　が貼られている

FCV

超低燃費車

「えこっと」は地球環境を守るために、私たちの暮らしをちょこっと（少し）だけ、えーこと（良いこと：やさしい）、エコロジカルにしようと、大阪言葉を交えた意味を込めています。

ち ょ こ っ と え ー こ とち ょ こ っ と え ー こ と

マスコットキャラクター
「えこたま」

84万台？ 結構走ってるんだー。
一般財団法人自動車検査登録情報協会などのデータを元にして、
大阪府が算定した2014年度のエコカーの台数だ。同年度の二輪車
を除く府内の車両総台数は約349万台だから、エコカーが占める
割合は24％になるね。
エコカーって、そもそもどんな自動車のことを言うの？
走行時の排出ガスが少ない、または全く出ない、環境にやさしい
自動車のことをエコカーとよんでいて、大阪府では、電気自動車・
天然ガス自動車・ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド
自動車・燃料電池自動車・クリーンディーゼル乗用車・超低燃費
車の7種類をエコカーの対象車種としているよ。

エコカーはこれからますます増えていくんやろか？
府内のCO2総排出量のうち約14％が運輸部門から排出されてい
て、そのうちの約9割が自動車からの排出といわれている。低炭素
社会の実現には、自動車からの排出をどう抑えていくかが大きな
課題なんだ。そこで大阪府は、2009年12月に多様なエコカーの普
及を目指す「大阪エコカー普及戦略」を策定し、2020年までに府内の
自動車の2台に1台をエコカーとすることを目標にしたよ。
2台に1台？！
エコカーの普及には、充電設備などの燃料供給施設の整備も急務
だ。府内では、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車用の
充電設備の整備が進んでいて、2014年度末時点で急速充電設備で

127基、普通充電設備で443基が整備済みだよ。
燃料電池自動車の普及に必要な水素ステーション
も、府では官民連携により整備を加速中だ。大阪
市内や北大阪地域、空港エリアなど現在7箇所が整
備済みで、今後も移動式ステーションの活用も含
めて、2017年度中に計9箇所整備することを目
標としている。
わたしたち一人ひとりの意識も大事だよね。
府や市町村主催のエコカーの展示会や試乗会なども
開催されているから、参加するのもいいかもね。
クルマは大きな買い物だけど、ぜひ環境のことも
しっかり考えて選んでほしい。また、大阪には、電
気自動車やプラグインハイブリッド自動車の普及に
より市場が拡大しているリチウムイオン電池を
はじめとする蓄電池周辺の開発を得意としている、
高い技術を持った中小企業が多いんだ。地域産業の
活性化という側面でも、エコカー普及の取組みは
前に進められているよ。
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えこっとナンバー
研究所助手の南波

琴絵です。

このコーナーでは
、環境や地球温暖

化に関する

「数字」を「えこっ
とナンバー」として

取り上げ、

地球温暖化防止活
動推進センターマ

スコット

キャラクター、「え
こたま」からくわ

しく解説

してもらいます！

今回は、この数字！
皆さん、わかります～

？

※ヒント：府内を
走っている環境に

やさしい

　　　　　アレで
す…

答 大阪府内のエコカー保有台数

エコカー普及には、私たちの意識も大事。

この数、な～
に？？えこっ

とナン
バー

毎月16日は「ストップ地球温暖化デー」

琴絵の結論

なん ば こと え

（2014年度）

チェック！

約84万台

大阪府 自動車環境対策の情報広場…http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/haigasu/hiroba.html 検 索大阪府 自動車環境対策の情報広場

エコ
ドライブ(>ω<)

エコカー以外のクルマでも、ゆっくり発進するなど
エコドライブを心がけてね♪











永和信用金庫様から
寄附金をいただきました
　永和信用金庫さんでは、お客様に地球環境問題
を訴え、一人でも多くの方に関心を持ってもらう
ことを目的に、昨年で９年目となる個人向け定期
積金「えいわエコ定期積金」を８月から９月の２か月
間募集されました。
　この間の契約高の中から36万円を、地球温暖化
防止活動に役立てるため、去る11月16日大阪府
地球温暖化防止活動推進センターに寄附され
ました。
　寄附されたお金は、センターの活動費用の一部
に充当します。

永和信用金庫小林泰理事長（右）と大阪府みどり公社幸田武史理事長

《第４回》
街から始める

申込書に記入の上、メール又はファクシミリにてお申し込みください。申込書は大阪府の
ホームページからダウンロードできます。

定員はいずれも
50名

参加者募集

開催日時：2017年２月４日（土）12：30～
場所：総合生涯学習センター第1研修室

（受付開始12：00）

（大阪駅前第２ビル５階 ）

本紙は１部あたり２０．５ｇのＣＯ２（ライフサイクル）を排出しますが、これを大阪府域において実施の省エネプロジェクトで創出されたクレジットでオフセットしています。
               は、カーボンオフセット付の環境にやさしい情報紙です。

ご意見はこちらから

http://osaka-midori.jp/carbon/pdf/mukouka.pdfくわしくは…

マスコットキャラクター
「えこたま」
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にご意見をお寄せください。
ご家庭や会社で取組んでいるエコ活動や、身近に環境貢献型の商品、設備、施設などありましたら教えてください。
その他、本紙の感想や取り上げてほしい特集なども、どしどしお寄せください。

https://goo.gl/aZVbQn
継続して購読されたい方は、1 期（3 号：年 3 回発行）送付分の切手、120 円分 3 枚をご用意いただき、郵便番号、住所、氏名、電話番号、何号分から
送付をご希望かを記入のうえ、大阪府地球温暖化防止活動推進センターまで郵送にてお送りください。
●あて先　〒541－0054　大阪市中央区南本町 2－1－8　一般財団法人大阪府みどり公社　大阪府地球温暖化防止活動推進センター
お近くの市町村（環境担当部署）、消費者生活センター、府立図書館、府民情報プラザなどでも配布しております。

大阪府民の森 イベント情報2017年１月    ３月 イベント担当／（一財）大阪府みどり公社　吉田
TEL.06－6266－1038　FAX.06－6266－8665　mail:ryokka@osaka-midori.jp

くわしくはホームページで
大阪府パートナーシップ

ガイドウォーク
[期間] 1/15（日）、2/5（日）、2/19（日）、
　　　 3/5（日）、3/19（日） 
[時間] 11：00～ /13：00～の 2回
[場所]ちはや園地　[料金] 100 円 /人
[集合]ちはや星と自然のミュージアム前
[申込]星と自然のミュージアムで当日受付
ちはや園地の自然とふれあえるガイド
ツアー。季節ごとにガラリと変わる
景色を楽しめます。

巨石巡り
[期間] 1/22（日） 
[時間] 9：00～ 16：00
[場所]くろんど園地
[料金] 500円/人
[集合]京阪私市駅
[申込]（一財）大阪府みどり公社HP
苔むした巨石を見ながら旧修験道を
経てくろんど園地から交野山へ。

雪中のアニマルトラッキング
[期間] 1/22（日） 
[時間] 11：00～ 15：00
[場所]ちはや園地　[料金] 500 円 /人
[集合]ちはや星と自然のミュージアム前
[申込]ちはや星と自然のミュージアム
　　　 （0721-74-0056）
雪の積もったちはや園地で動物の足跡
を探しにでかけよう！

実験・雪の結晶づくり
[期間] 1/29（日） 
[時間] 10：30～ 14：30
[場所]ちはや園地　[料金] 500円/人
[集合]ちはや星と自然のミュージアム
[申込]ちはや星と自然のミュージアム
　　　 （0721-74-0056）
雪の結晶をペットボトルの雪結晶
製造器でつくります。

森の工作会
[期間] 2/5（日） 
[時間] 10：30～ 15：00
[場所]なるかわ園地
[料金] 500円/人
[集合]らくらくセンターハウス
[申込]当日現地にて受付
桃の節句のお祝いに。
かわいい「雛こけし」をつくりましょう。

第5回もっぱら歩こう
[期間] 2/19（日）
[時間] 9：00～ 16：00
[場所]くさか園地
[料金] 500円/人
[集合]生駒山上駅
[申込]（一財）大阪府みどり公社HP
生駒の尾根をひたすら歩く！知られ
ざる名所やスポットも紹介します。
約16 キロ健脚向け。

山城巡りハイキング
[期間] 2/26（日） 
[時間] 8：00～ 15：00
[場所]むろいけ園地
[料金] 500円/人
[集合]ＪＲ野崎駅
[申込]（一財）大阪府みどり公社HP
生駒の山中にある山城などのスポット
を巡りながらハイキングを楽しみま
しょう。

森の工作会
[期間] 3/12（日） 
[時間] 10：30～ 15：00
[場所]なるかわ園地
[料金] 500円/人
[集合]らくらくセンターハウス
[申込]当日現地にて受付
端午の節句。天高くおよぐ「こいのぼり」
をつくります。

星空観察会
[期間] 3/25（土） 
[時間] 19：30～ 21：00
[場所]ちはや園地　[料金] 700 円 / 人
[集合]ちはや星と自然のミュージアム前
[申込]ちはや星と自然のミュージアム
　　　 （0721-74-0056）
金剛山に泊まって、星見台で星座の観
察をしよう！星雲や惑星を、400ｍｍ
の反射望遠鏡で観察できます。

おもしろウォーク
[期間] 3/26（日） 
[時間] 10：30～ 15：00
[場所]ほしだ園地
[料金] 500円/人
[集合]ほしだ園地わんぱく広場
[申込]当日現地受付
自然の不思議、おどろく、大発見！
五感で体感する楽しい森林ウォーク。




