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　節電を含めた省エネは、安定したエネルギー供給を支える行動として、
その重要性がますます高まっています。

　このような環境の中、連合が提案する家庭における２１個の節電アイデア
「ピークカットアクション２１～夏期版～」に取り組み、省エネにつとめるとと
もに、一人ひとりの生活習慣の見直しにつなげていく必要があります。

　本清刷集は、構成組織・地方連合会、さらには各単組で作成いただく機
関誌等に掲載していただき、組合員一人ひとりにお読みいただくことを想
定して制作いたしました。
　積極的なご活用をよろしくお願い致します。

アクション
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ピーク電力を下げよう！
今、私たちに求められている節
電行動の本質は、ピーク電力の
低下。同じ時間に電力使用を
集中させないための工夫が必要
です。
無駄な電力を使わないことはもち
ろんですが、電力消費が集中す
る時間帯を避けたり、同時にた
くさんの電力を使わないようにしま
しょう！
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夏のピークカットは午後！
夏と冬では、1日の電力の使われ方
に違いがあります。
電力の需要が高まる夏は、みんな
が活動し、気温も高くなる9：00か
ら20：00が要注意！
家庭においては、特に13：00～
16：00のピークカットアクションが
求められます。ただし、地域によっ
て電力が異なりますので、確認をし
て取り組みましょう。

夏期平日の電気の使われ方（イメージ） 夏の日中（14時頃）の消費電力（全世帯平均）
ピークカットのイメージ

夏期（全体）

家庭

9 13 16 20 （時）

（kw）

出典：資源エネルギー庁発表資料を元に作成 出典：資源エネルギー庁推計 数値は最大需要発生日を想定
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ポイントはエアコンと冷蔵庫！
夏の日中の電力使用量は、約1200w。
エアコンと冷蔵庫が消費電力の２トッ
プであり、なかでもエアコンは、全体の
約半分を占めています。使い方次第で大
きく節電効果が得られるので、もう一
度、エアコン、冷蔵庫の使い方を見直し
てみましょう！
【エアコン】

【冷蔵庫】

設定温度を控えめに（28℃）
扇風機で空気を循環させる　など
温度設定を控えめにする
余分な開閉はしない
物を詰め込みすぎない　など
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21連合エコライフhttp://www.rengo.org/

待機電力を減らそう！
待機電力とは、電源の切れてい
る状態（待機時）でも、コンセン
トに接続されていることによって、
消費される電力のことです。 
なんと、家庭における年間電力消
費量の約６％を、この待機電力が
占めています。 
つかわない機器のコンセントを抜
いたり、スイッチ付きテーブルタッ
プを活用することで、無理なく節
電ができます。

家庭の消費電力量 4,734kWh/年・世帯
出典：省エネルギーセンター「平成20年度待機時消費電力調査報告書」
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節電の成果を
「見える化」しよう!
自分が取り組んだ節電アクション
が、どのような成果につながった
かは気になりますよね。
連合エコライフ２１では、電気、
ガス、水道などのエネルギーの使
用量を記録する「環境家計簿」
を開設しています。
使い方はとても簡単！ 明細書を入
力するだけですので、「環境家計
簿」を活用して、取り組み効果
を確認しましょう。

機器使用による
消費電力量

94.0%

待機時消費電力量
285kWh/年・世帯

6.0%
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グラフの面積ではなく、
高さを下げる必要があります 地域の事情を

確認しよう

特に日中の
家庭の協力が
不可欠！

エアコンも冷蔵庫も
使い方次第で大きく節電
効果が得られるのじゃ
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みんなでアクション
夏のピークカット！！

！

電化製品共通
スイッチをこまめに切る。
省エネ効果の高い製品への買い換え
や、省エネモードやタイマー機能の活
用をする。
季節によって必要ない機器や、使用頻
度の低い機器はコンセントを抜くまた
は主電源を切る。
スイッチ付きテーブルタップの活用
で、待機電力の削減を心がける。

16
17

18

19

生活行動の工夫
家庭において特にピークカットが求め
られる時間帯（13：00～16：00※）の電
力使用を極力抑える。

家族が同じ部屋で過ごし、消費電力を
抑える。

20

21

テレビ
画面のこまめな掃除で明るさをアップ
する。
音量は不必要に大きくしない。
ビデオ・DVDやゲーム機器のつけっぱ
なしに注意する。

11

12
13

冷蔵庫
温度設定を控えめにする（強にしな
い）。
開いている時間を短くし、余分な開閉
はしない。
物を詰め込みすぎないようにする。
熱いものは冷ましてから入れる。

7

8

9
10

その他
温水洗浄便座の温水・便座の温度設定
を控えめにし、使わないときは保温便
座のふたを閉める。
電気衣類乾燥機は極力使用しない。

14

15照明
電球の間引き、照度の調整をする。
器具のこまめな掃除で明るさをアップ
する。

5

6

エアコン
温度設定を控えめにする（28℃が目
安）。
扇風機で空気を循環させ、効率的にエア
コンを使用する。
使用時に扉やカーテン・ブラインドを
閉める。
フィルターをこまめに掃除する。

1

2

3

4

連合が提案する21個の節電アイデア
「ピークカットアクション21」にみんな
で取り組み、省エネにつとめるととも
に、生活習慣の見直しにつなげていき
ましょう！

アクション
ピークカット

省エネにつながる 21のワザ
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※地域の電力事情をご確認ください。



みんなでアクション
夏のピークカット！！

！

電化製品共通
スイッチをこまめに切る。
省エネ効果の高い製品への買い換え
や、省エネモードやタイマー機能の活
用をする。
季節によって必要ない機器や、使用頻
度の低い機器はコンセントを抜くまた
は主電源を切る。
スイッチ付きテーブルタップの活用
で、待機電力の削減を心がける。

16
17

18

19

生活行動の工夫
家庭において特にピークカットが求め
られる時間帯（13：00～16：00※）の電
力使用を極力抑える。

家族が同じ部屋で過ごし、消費電力を
抑える。

20

21

テレビ
画面のこまめな掃除で明るさをアップ
する。
音量は不必要に大きくしない。
ビデオ・DVDやゲーム機器のつけっぱ
なしに注意する。

11

12
13

冷蔵庫
温度設定を控えめにする（強にしな
い）。
開いている時間を短くし、余分な開閉
はしない。
物を詰め込みすぎないようにする。
熱いものは冷ましてから入れる。

7

8

9
10

その他
温水洗浄便座の温水・便座の温度設定
を控えめにし、使わないときは保温便
座のふたを閉める。
電気衣類乾燥機は極力使用しない。

14

15照明
電球の間引き、照度の調整をする。
器具のこまめな掃除で明るさをアップ
する。

5

6

エアコン
温度設定を控えめにする（28℃が目
安）。
扇風機で空気を循環させ、効率的にエア
コンを使用する。
使用時に扉やカーテン・ブラインドを
閉める。
フィルターをこまめに掃除する。

1

2

3

4

連合が提案する21個の節電アイデア
「ピークカットアクション21」にみんな
で取り組み、省エネにつとめるととも
に、生活習慣の見直しにつなげていき
ましょう！
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※地域の電力事情をご確認ください。
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省エネにつながる 21のワザ
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http://www.rengo.org/詳細はWebで！

電化製品共通

スイッチをこまめに切る。
省エネ効果の高い製品への買い換え
や、省エネモードやタイマー機能の活
用をする。
季節によって必要ない機器や、使用頻
度の低い機器はコンセントを抜くまた
は主電源を切る。
スイッチ付きテーブルタップの活用
で、待機電力の削減を心がける。

16
17

18

19

生活行動の工夫

家庭において特にピークカットが求め
られる時間帯（13：00～16：00※）の電
力使用を極力抑える。

家族が同じ部屋で過ごし、消費電力を
抑える。

20

21

テレビ

画面のこまめな掃除で明るさをアップ
する。
音量は不必要に大きくしない。
ビデオ・DVDやゲーム機器のつけっ
ぱなしに注意する。

11

12
13

冷蔵庫

温度設定を控えめにする（強にしな
い）。
開いている時間を短くし、余分な開閉
はしない。
物を詰め込みすぎないようにする。
熱いものは冷ましてから入れる。

7

8

9
10

その他

温水洗浄便座の温水・便座の温度設定
を控えめにし、使わないときは保温便
座のふたを閉める。
電気衣類乾燥機は極力使用しない。

14

15

照明

電球の間引き、照度の調整をする。
器具のこまめな掃除で明るさをアップ
する。

5

6

エアコン

温度設定を控えめにする（28℃が目
安）。
扇風機で空気を循環させ、効率的にエ
アコンを使用する。
使用時に扉やカーテン・ブラインドを
閉める。
フィルターをこまめに掃除する。

1

2

3

4

節電を含めた省エネは、安定したエネルギー供給を支
える行動として、その重要性がますます高まっていま
す。この連合が提案する21個の節電アイデア「ピーク
カットアクション21」にみんなで取り組み、省エネにつ
とめるとともに、生活習慣の見直しにつなげていきま
しょう！
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省エネにつながる21のワザ
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21連合エコライフ

夏の日中（14時頃）の消費電力（全世帯平均）

出典：資源エネルギー庁推計
　　　数値は最大需要発生日を想定

エアコンエアコン

53%53%冷蔵庫冷蔵庫

23%23%

今すぐチェック！
エアコンと冷蔵庫

　 エアコンと冷蔵庫
が消費電力の 2トッ
プ！　使い方次第で
大きく節電効果を得
られます。

　 エコライフ21のサ
イトに「環境家計簿」を
用意しました。電力の
使用実績を入力して、
「ピークカットアクショ
ン 21」の節電効果を
「見える化」しましょう！

連合エコライフ 21の
環境家計簿をつけよう！

※画像イメージは変更に
　なる場合があります。

※地域の電力事情をご確認ください。


