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◆応募方法◆ 「エコットの受付へ持参」「はがきで郵送」「FAX」のいずれかの方法で、 

①答え、②氏名、③電話番号、④住所、⑤とよた SDGs ポイントの番号をご記入の上、 

２０２ １年 7 月 5 日 （月 ） [消 印 有 効 ]までにご応 募ください。 

応募先 住所：6 ページ下の住所 FAX 番号：0565-26-8068 

抽選結果は、ポイントの発行[7 月下旬を予定]でかえさせていただきます。 

※いただいた個人情報は、厳重に管理し、本クイズ企画に関することにのみ使用します。 

4/9～10、エコットの事業計画説明会を開催しました！ 

とよた SDGsポイントがもらえる！ 環境クイズ 第 6回 

6 月は環境月間です。4月 22～23日に行われた気候変動サミットでは、世界各国が 2030 年度ま

でに温室効果ガスを削減する目標を掲げました。そこでクイズです！ 

「日本は温室効果ガスを 2030年度までに何パーセント削減する目標を表明したでしょうか？」 

次の 3つのうちから１つお答えください。ヒントは、 環境学習施設エコットの展示室で展示してあり

ますのでぜひご覧ください（5月下旬まで公開）。 

.①50～52％   ②55％   ③46％ 

●第 5回環境クイズの答え：②銀マット   ご応募ありがとうございました！ 

応募数：4２件（うち、4２件正解。４月下旬、とよた SDGsポイントをプレゼントしました。） 

ポイントの確認は、スマホ専用アプリまたはホームページ「とよた SDGsポイントナビ」でできます。 

正解した方の中から抽選で 50名様に ポイントプレゼント！ 

私たちは、2020 年 1 月 21 日に、 
「とよた SDGs パートナー」になりました。 

私たちは 3 つの目標に取り組んでいます！ 

 特集 今年度の重点キーワードは、３つの「せ」！ 

２～４月のフォトレポート 

エコネタ ～ 省エネ性能が高い家電を使えば、お金も CO2もダイエット！ ～ 
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 重点キーワード３つの「せ」  ①積極  ②攻める  ③生産（生み出す） 

 新型コロナウイルス感染拡大防止措置を行った上で、42 万人のエコライフ実現に向けて

「積極」的に動きます。「これは危ないからできない」で終わるのではなく、「これならで

きるのではないか」と知恵を出し合い、「攻め」の姿勢で取り組んでいきます。人と人との

コミュニケーションもなかなか取りにくくなってきていますが、私たちの企画力と行動力

を最大限に発揮して、これまで以上の普及啓発効果を「生産できたら（生み出せたら）」良

いなと考えています。 

 

 今回の特集では、３つの「せ」を踏まえた、今年度の事業計画案をご紹介します。 

 

（１）豊田市環境学習施設ｅｃｏ－Ｔ（エコット）等の学習事業 

①環境講座の開催  より多くの市民が気軽に、楽しく参加できる講座の企画 

・市民のニーズに応えた企画（リメイクに関する講座等） 

・他施設・企業・学校と連携した企画（豊田ガーデン、松原電機等） 

・新たなターゲットに向けた企画（「おうちでエコを楽しもう！グリ

ーンカーテン普及プロジェクト）等） 

＜目標＞1,500人 

②出前事業  ごみ学習だけでなく、地球温暖化等幅広い環境学習の充実・展開 

・推進校プログラムの充実 

・公共施設見学との連携 

・中学校への出前授業への挑戦 

＜目標＞3,600 人 

 

③人材育成 新規インタープリターの育成（16 期） 

既存インタープリターのステップアップ研修 

（多様なプログラムを実施できる人材の育成） 

 例：SDGs について学ぼう 

   避難経路・防災について学ぼう   等 

＜目標＞474人 

④その他 

・大型イベント 

 

 

 

 

・ 8 月エコットフォーラム（29 日予定） 

・12 月エコットフェスタ 

環境講座やイベント等を単発に実施するのではなく、各事業の連携

による参加者の次のステップアップを図る 

気軽に立ち寄ってもらえる施設づくり 

市民が集う学びの場として環境学習を主目的にした団体の利用促進 

各事業の連携強化 展示室の展示内容や運営・管理方法の改善の検討・実施 

  

今年度の重点キーワードは、３つの「せ」！ 特 集 
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（２）リユース工房管理運営業務 

家庭から排出される粗大ごみの再使用を推進（出張リユース工房等で新規顧客の開拓）  

毎月 50 点のリユース家具を並べ、入札方式でリユース家具を販売します。 

 また、図書館等へ出向いてリユース家具の展示・販売も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報発信の強化 

  ・ｅｃｏ－Ｔ通信  ・ｅｃｏ－Ｔホームページ  ・ｅｃｏ－Ｔフェイスブック 

  ・SNS を活用した情報発信（Facebook、Instagram、YouTube） 

・「とよたエコ人プロジェクト」ホームページおよび季刊誌「えこびと」 

・とよた SDGs パートナーや、廃棄物資源循環学会等ネットワーク組織を活用した 

情報交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）42 万人のエコ学習 

42 万人のエコライフをめざすため、会員に限らず、一般市民が興味をひくタイムリ

ーな話題について学べるバスツアーや講座、講演会などを開催する。 

① 日帰り環境学習バスツアーの開催（県内、県外の環境学習施設等） 

② ごみ拾い企画等、環境学習の講座  ③環境講演会  等 

特 集 今年度の重点キーワードは、３つの「せ」！ 

【新規】YouTube 【新規】とよた SDGs ポイントナビ 
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2/28 名古屋グランパスボランティアと 

一緒にとよしばから豊田スタジアムまでの 

道路沿いのごみを 16.2kg 拾いました。 

2/6 講演 SDGｓって何？ 

～ちょいエコが豊田の未来をつくる～ 

主催：豊田市ボランティア連絡協議会 

フォトレポート  ２～４月のできごと 

２月から４月にかけて、どんな行事を開催してきたかをご紹介します。詳しくは、エコットのブログ

サイト「エコット日記」に掲載しているものもありますので、そちらもご覧ください。 

4/15～16 公共施設見学プログラムの説明

会を行いました。今年度、推進校は 7 階展望

室も案内する予定です。 

3/6 エコット映画会「プラスチックの海」を 

上映し、40 名を超える市民が見に来てくださ

いました。市民の関心の高さが伺えました。 

3/27 環境講座「お外でエコゲーム ～モル

ックを楽しもう～」を開催しました。 

小春日和の中、楽しくゲームができました。 

 

 

4/30 エコットの玄関に、緑のカーテントン

ネルを作るために骨組みを設置しました。 

ゴーヤを植える予定です！ 
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エコネタ ～ 省エネ性能が高い家電を使えば、お金も CO2もダイエット！ ～ 

 

 

最近、日本が温室効果ガスを 46％削減するというニュースをテレビや新聞で目にしたと思います。 

ぜひ家電を買い替える際には「統一省エネラベル」に注目してください！ 

各国基準年が異なっていることに注目！ 

日本は、2013 年度を基準年度にして、46％

削減するという目標を掲げました。 

買い替えるときには、統一省エネラベルの星の

数や年間電気料金の目安を参考にしましょう。 

５つ星の製品を選んで買いましょう！ 

2019 年度の温室効果ガス排出量は、12 億

1200 万トン。2013 年度[14 億 800 万トン]

と比べて、まだ 14％しか削減できていません。 

例えば同じ規格（冷房能力 2.5kW）のエアコン

の場合、２つ星よりも省エネ性能の高い５つ星の

エアコンの方が、年間約 5000 円安いです！ 

※より詳しい情報は、エコットの展示室で展示していますのでぜひご覧ください（5 月末まで）。 
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 発行・編集 NPO 法人とよたエコ人プロジェクト 
    

編集後記 

2021 年度がスタートしました。当法人の新規事業として「とよた SDGs ポイントの運営管理」を行うこ

ととなりました。市民や事業者がこの制度をうまく活用しながら SDGs の目標の達成に寄与するために様々な

事業を展開していきます。まだ新型コロナウイルスは収束する見込みがありませんが、ぜひ皆さん、気をつけ

てお過ごしくださいね。（長内隆久） 

事務局からのお知らせ 

事務局からのお知らせ 

 

」 

 

 

 

 

 

 
当法人 

ホームページ 
eco-T 

ホームページ 
eco-T 

Facebook ページ 

〒471-0034 豊田市小坂本町６丁目５番地２ シティハウス NAGASAKI 43 107 号 

メール：info@t-ecobito.jp 

当法人ホームページ：http://t-ecobito.jp/ 

eco-T ホームページ：http://www.eco-toyota.com/ 

eco-TFacebook ページ：https://www.facebook.com/ecotoyota/ 

持続可能で豊かな地域社会（エコライフとよた）の実現を目指す 

◆会員になると◆ 

・季刊「えこびと」 年 4 回発行 

・とよた SDGs ポイントをプレゼント 

 正 会 員：500 ポイント（500 円相当） 

賛助会員：300 ポイント（300 円相当） 

・主催行事への割引参加 

会員募集中！  ★特典を「とよた SDGsポイント」に変更しました！★ 

◆正 会 員◆ 議決権あり 

個人  5,000円 

◆賛助会員◆ 議決権なし 

 個人  一 般   1,000 円/口 

学 生    500円/口 

 団体 非営利団体   3,000 円/口 

営利団体   10,000円/口 

◆入会手続き◆ 

①当法人のホームページから、入会申込書をダウンロードする。 

または、豊田市環境学習施設 eco-T(エコット)へ問い合わせる（電話 0565-26-8058）。 

②入会申込書に必要事項を記入し、エコットへ持参、または FAX（0565-26-8068）する。 

③会費を納入する。（エコットで納入する、または口座に振り込む。） 

★新人スタッフのご紹介★ 

 

 
【角 さゆり】 正スタッフ 

今世界で取り組んでいる環境のいろんなことを、仕事を通じてこちらで勉

強しながら身近に感じることができることをありがたく思います。これか

ら講座やイベントを通して楽しくいい情報をたくさんお伝えできるよう頑

張りますのでよろしくお願いします。 

【中嶋 高志】 正スタッフ 

環境に関することを学び・考え・実践することを心にとどめ、多くの皆さま

と出会えることに感謝しながら、様々な企画などを通して活動を盛り上げら

れるようにしていきたいと思います。 

http://t-ecobito.jp/
http://www.eco-toyota.com/
https://www.facebook.com/ecotoyota/

