
豊中市主催 
 

 

 

 

家庭で電気やガスの使用量を減らして 

豊中の指定店で使える「とよか」をもらおう!! 

参加受付：７月１日（水）～31 日（金）必着 
 

前年同月と比べて、二酸化炭素を削減できた割合（削減率）に応じて、 

上位 30人に、豊中市発行のエコポイントチケット「とよか」を進呈します！ 

第 1位 10,000ポイント 

第 2位  5,000ポイント 

第 3位   3,000ポイント 

第 4～10位       2,000ポイント 

第 11～30位       1,000ポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市は、2050 年に温室効果ガス排出量を 1990 年度比で 70％削減することをめざしています。 

グループ参加すれば、「とよか」の上乗せがあります！ 

参加申込みと検針票のコピー提出で、もれなく「とよか」進呈!! 

省エネチャレンジキャンペーン 2015 

お店で使われる「とよか」の費用は、「豊中市地球

温暖化防止基金」でまかなわれます。 

① エントリーシートに必要事項を記入し申込み 【７/31（金）必着】 

② 電気とガスの省エネに２ヵ月取り組む 【８～９月】 

③ 電気とガスの検針票を提出 【10/30（金）必着】 

④ ご家庭ごとの結果と「とよか」をゲット 【11月下旬頃】 

CHECK! 

【本キャンペーンの申込み・問合せ先】 

NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 

 〒561-0881 豊中市中桜塚 1－24－20 環境交流センター内 

電話：06－6844－8611  FAX：06－6844－8668 

【主催者の問合せ先】 

豊中市環境部環境政策課 環境企画係  電話：06－6858－2108 

※100 ポイント＝100 円として利用できます。 



【本キャンペーンの参加対象】 

 以下のすべてを満たす方が対象となります。 

・1 年以上前からキャンペーン終了まで、豊中市内の同じ場所で居住・生活していること。 

 ・事業所や店舗でないこと。（ただし、住居と店舗等が同じ検針票の場合は参加対象です。） 

 ・電気、ガスの検針票、またはそれにかわる結果を提出できる方。 

 

【①参加方法】 ※7 月 31 日（金）必着（要参加申込み） 

別紙のエントリーシート（参加申込書）に必要事項を記入し、FAX、E-mail、郵送、持参のい

ずれかで、7 月 31 日（金）までに参加申込みしてください。 

 

【②実施期間】 

電気・ガスの省エネに取り組んでください。実施期間はご家庭により異なります。 

 実施期間は、検針票の 8 月 15 日を含む月と、その翌月の期間です。 

 

【③結果の提出】 ※10 月 30 日（金）必着 

 「参加者アンケート」と、電気・ガスの検針票（8 月 15 日を含む月と、その翌月分）のコピ

ーを、FAX、郵送、持参のいずれかで、10 月 30 日（金）までに提出してください。 

検針票について、オール電化の場合は電気分のみ、電気の契約系統が複数ある場合はすべて提出

してください。関西電力や大阪ガスなどのホームページからプリントしたものを提出する場合は、

契約者の名前、期間中の消費量と、前年同月の消費量が載っているものにしてください。 

 

【④結果の送付】 

 11 月下旬頃、個別に簡易な結果と、以下のエコポイントチケット「とよか」を郵送します。 

 ・参加者特典（①～③をすべて行った参加者全員） 「とよか」1 枚（100 円相当） 

 ・入賞者（削減率の上位 30 人） 「とよか」100～10 枚 

 

【その他の注意事項】 

・参加申込と結果提出のどちらかがない場合、「とよか」の進呈はありません。 

・提出された用紙や、電気・ガスの検針票のコピーは返却いたしませんのでご注意ください。 

・キャンペーンの参加・省エネの実施・結果の提出にかかる費用は、参加者の負担となります。 

・記入・提出いただきました個人情報は、本キャンペーンでのみ利用いたします。 

・削減率は検針票に記載の結果から算出します。個人情報をもとに結果を検索することはあり 

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：二酸化炭素削減率の計算方法】 

・削減率の計算・順位決定は、各世帯別のランキングとする。 

・電気、ガスについてそれぞれ二酸化炭素量に換算して両方を合計した使用量を、同じく計算した前年同月の使用

量（検針票に記載）と比較し、削減できた割合を求める。 

・二酸化炭素量へ換算する係数は、今年度・前年度とも次のものを使用とする。 

電気 夏頃に公表される関西電力 2014 年度排出係数（前年度は 0.522kg-CO2/kWh） 

都市ガス 2.294kg-CO2/㎥（大阪ガス都市ガス排出係数） 

プロパンガス 6.42kg-CO2/㎥ 

・参加者により検針票の時期が異なるが、時期の違いは考慮しない。 

・家族人数が今年度と昨年度で異なる場合、世帯人数別の大阪市平均値を使って、前年同月を家族人数が同一であ

ったと仮定した数値に補正した後、二酸化炭素量に換算・比較する。 

・前年同月以降、機器や設備の設置・更新による変更はそのままの結果を採用する。 



 

 
【グループ参加とは】 

 ・キャンペーンの参加対象者がグループを作って応募すること。 

 ・1グループあたり、2～5 軒までで、グループの関係性や年代は問いません。 

・検針票が異なっていること（検針票が同一であれば、二世帯住宅は対象外）。 

 ・エントリーシート（参加申込書）に、グループの軒数と他の方の名前を書いてください。 

 

【グループ参加のおトクなこと】 

・参加者特典は、グループのうち結果を提出した人数の枚数を進呈。 

（例：4 軒中 3 軒が結果を提出した場合、3軒に「とよか」3 枚ずつ） 

・グループ全員が結果を提出した場合、全員に「とよか」1枚ずつを追加進呈。 

・別途お送りするグループ対象のアンケートを回答した方に、「とよか」1枚を進呈。 

 

【グループ参加の注意事項】 

 ・エントリーは、代表者が全員分をまとめて行っても、個別に行っても構いません。 

・エントリーシート（参加申込書）は参加者ごとに記入が必要です。 

・結果（参加者アンケートと検針票）は、個別に提出してください。 

 ・グループの他のメンバーに結果をお伝えいただく必要はありません。 

 ・結果と「とよか」については、個別に郵送します。 

 

 

【簡易な結果（イメージ）】      【エコポイントチケット「とよか」とは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検針票の見本】 

≪電気≫        ≪都市ガス≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪ガスは現在、検針票を地域ごとに順次、 

左から右のものへ切り替えているところです。 

（どちらのものでも構いません。） 

地球温暖化防止につながる活動をした方に配布するチケット

です。100ポイント＝100 円として、豊中市内のコープのお店

や、市内の一部の商店街などで使えます。「とよか」が使えるお

店には「とよかが使えます」という表示があります。 

使える場所の詳細は、本事業のホームページをご覧ください。 

http://toyonaka5070.jp/ 

グループで参加すれば、さらに「とよか」が！ 



 

 

 

●省エネチャレンジ宣言 

 エントリーシートに記載した内容を忘れないように記入しましょう！ 

 

 

 

 

 

●いますぐできる省エネの取組み 

 本事業ホームページ（http://toyonaka5070.jp/）にて公開しています。参考にしてください。 

 ホームページをご覧になられない方でご希望される場合、下記の提出先へ連絡してください。 

 

●エネカフェの開催 

 自分の家の省エネについて、他の人と一緒に考えたい方を対象に、講座を開催します。 

 8 月 15 日（土）14～16 時、環境交流センターにて参加費 500 円です。 

 詳しくは、広報とよなか 8 月号をご覧ください。 

 

参加者アンケート（結果提出） 

※この用紙と検針票のコピー等をあわせて提出してください。 

●名前 

 

 

●申込の際に記入した「省エネチャレンジ宣言」について、宣言したことができましたか？ 

 最もよく当てはまるもの 1 つに○をつけてください。また、その理由をお書きください。 

  １．できた    ４．どちらかというとあまりできなかった 

２．どちらかというとできた  ５．できなかった 

３．どちらともいえない 

 

 

 

 

●キャンペーン期間中に工夫したこと、省エネしていて起きたできごとなど、何かエピソードがあれ

ば、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

冷蔵庫など、見やすい場所に貼って保管してください！ 

【理由】 

 

 

 

提出先：NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 

     〒561-0881 豊中市中桜塚 1-24-20 環境交流センター内 

     電話：06-6844-8611  FAX：06-6844-8668 

提出期限：２０１５年１０月３０日（金）必着 



エントリーシート（参加申込書） 

●あなた（申込者）に関する情報 

ふりがな 

名前 

 

 

 

検針票の名前 

検針票に書かれている名前が上記の申込者と違う場合、以下に記入してください 

 

 

住所 
〒 

豊中市 

電話  
FAX 

（あれば） 
 

あなたの年代 

当てはまるもの 1 つに○をつけてください。 

10 代以下 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 

60 代 ・ 70 代 ・ 80 代以上 

家族人数 

検針票の場所の居住人数 

現在の人数    人 

2014 年（昨年）8 月 15 日の人数    人 

グループ参加 

グループ参加の場合、グループ人数と他の参加者の名前をお書きください。 

グループ人数    軒で参加 

他の参加者の名前（     ・     ・     ・     ） 

特筆する状況 

該当するものすべてに○をつけてください。 

太陽光発電 ・ オール電化 ・ エコウィル ・ エネファーム 

職場と住居が同じ検針票 ・ 低圧電力の契約 ・ プロパンガス使用 

省エネに 

ついて 

最もよく当てはまるもの 1 つに○をつけてください。 

 日頃から意識している ・ 普通 ・ あまり気にしていない 

この取組みを

何で知りまし

たか 

最もよく当てはまるもの 1 つに○をつけてください。 

 広報とよなか ・ ホームページ ・ 省エネ相談会 

環境交流センター ・ パンフレット ・ 友人や知人 

その他（                        ） 

●省エネチャレンジ宣言 

 実施期間中にチャレンジしようと思う省エネの取組みをお書きください。 

 （例：冷房の設定を 28 度にする。家族で省エネの話をする。） 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限：２０１５年７月３１日（金）必着 

提出先：NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21 

     〒561-0881 豊中市中桜塚 1-24-20 環境交流センター内 

     電話：06-6844-8611  FAX：06-6844-8668 


