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スマート通勤手段（キャンペーン期間合計）

（n=1715人・日）

 キャンペーン中に、のべ 1,715 名の方がスマ

ート通勤を実施され、サポーターの方のスマート

通勤実施率は 54％を達成しました！！ 

スマート通勤の手段としては自転車が約７割

と、最も多くなりました。 

 また、約４割のサポーターが、自分で立てた 

目標をクリアできたと 

回答がありました。 

スマート通勤キャンペーン 

ニューズレター 

第4号 11.２.15 

◆スマート通勤キャンペーンに、のべ 1,715 名の方が参加 

◆スマート通勤キャンペーンによって、４，０５２．２ｋｇ-ＣＯ2 削減！！ 
 キャンペーンにより 4,052.2kg-CO2 の効果が得られました。 

これはドラム缶 10,249 本、 

杉の木 287.7 で吸収できる 

量に匹敵します。 

 

◆特に成果を挙げられた事業所を表彰させていただきます！！ 
 

キャンペーンによる CO2 排出量削減効果（サポーターと一般参加者の計） 
 

 
 
 
 吸収に必要な 50 年生の杉 

287.7 本分 

ドラム缶 

10,249 本相当 

4052.2 
kg-CO2 ＝ ＝ 

☆新光産業株式会社☆ 

地球環境にやさしい良い

キャンペーンだと思います。 

皆が少しでも地球環境の

ことを考える機会となること

を希望します。 

 

☆宇部テクノエンジ株式会社☆ 

弊社では、２０１０年７月１日より環境問題対

策（CO2 の削減）及び従業員の健康増進の

為、サイクリングラリーを開始しております。

今回はその一環としてスマート通勤キャンペ

ーンに参加致しました。自転車通勤での

CO2 の削減はわずかな取組みですが、社

内で取組むことにより従業員の意識改革と

なり仕事の面でも地球温暖化防止のための

新しい環境技術開発に取組み社会に貢献

する会社になるよう頑張っております。 

サイクリングラリーとは：通勤や休日のサイク

リング等を通じて自転車で１年間に走行した

距離で日本縦断（鹿児島～稚内）を目指す

ものです。 

☆宇部興産株式会社 ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部電力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ☆ 

サポーター及び一般参加者が多かった事業所として表彰して頂き、大変光栄です。 

今回このキャンペーンに 10 名弱と大人数で参加致しましたが、ほとんどの参加者が目標を

達成することができ、意識向上に繋がったと思います。 

これからもこれを維持していきたいと思いますので、また機会が有りましたら参加したいと

存じます。 

☆宇部市ガス水道局ガス事業部☆ 

前回に続き、今年度も参加させていただきました。 

今回は、前回にも増して事業所内で温暖化防止につな

がる省エネやエコロジーな取組を率先して実施するという

雰囲気が感じられ、参加者募集も比較的容易でした。 

結果的にこのような成果をあげることができ、大変満足して

います。今後も恒常的にこのような取組を実践したいと思

います。 

◇サポーター・一般参加の 
スマート通勤の日数が多かった事業所◇ 

（上位３事業所） 

・宇部ﾃｸﾉｴﾝｼﾞ株式会社   （341 人日） 

・新光産業株式会社    （285 人日） 

・株式会社宇部スチール  （203 人日） 

◇サポーター・一般参加の人数が多かった事業所◇ 
（上位４事業所） 

・新光産業株式会社         （ｻﾎﾟｰﾀｰ 24 名） 

・宇部ﾃｸﾉｴﾝｼﾞ株式会社 （ｻﾎﾟｰﾀｰ１名、一般参加者９名） 

・宇部興産株式会社 ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部 

       電力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｻﾎﾟｰﾀｰ９名） 

・宇部市ガス水道局ガス事業部   （一般参加者９名） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

山口県委託「交通による地球温暖化防止県民運動モデル事業」 
主催：宇部市地球温暖化対策ネットワーク（ＵＮＣＣＡ）  

共催：宇部市、山口県地球温暖化防止活動推進センター、 

㈱バイタルリード 

 

ご意見・ご質問は、partner@ube-ttm.com までお願いいたします。スマート通勤宇部市民会議事務局（宮地、岡田） 

３ヶ月間ありがとうございました 
キャンペーンを通じてスマート通勤への関心・興味が増えた方も多くいらっしゃいました。 
今後も、スマート通勤を実践していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◆特に成果を挙げられたサポーターさんを表彰させていただきます！！ 

◆『低炭素交通セミナー』開催のお知らせ 

◇◇毎毎日日ススママーートト通通勤勤ししたたでで賞賞◇◇  

☆宮嶋良丞さん 
毎日のスマート通勤に慣れたものの、車通勤が恋しいですね。 

ですが、天候等に左右される車の渋滞に巻き込まれることがないの

で、通勤時にイライラすることはないです。 

 車通勤では、ありえませんが、汗をかくことがあるので、わずかば

かりですが、良い運動になってるのかなと思っています。 

☆山本美博さん （千代田開発株式会社宇部営業所） 
自宅は、通勤距離（片道 3Km)と近くであり、宇部市の地理に詳し

い人なら、分かると思いますが、産業道路、浜バイパスの間にあり、

かなりの通行量です。毎日 7 時前には、自宅を出発して、約 10 分

で、出社しています。これが車では、信号待ち、3 回（内 1 箇所は感

応式）、渋滞を横目で見ながらの自転車通勤も結構楽しいです。バ

イクは、4 年前から廃車にしています。車は、5 年で１．２万 Km と、

殆ど使用していません。翌日の天気予報で雨天なら、自転車を置い

て帰ります。無論 20 分の徒歩での通勤です。（自転車通勤の良い

所は駐車場から歩かないですむところ） 

又、ご近所さんとも、朝夕の挨拶 

が出来、付き合いが広がりました。 

以前は、少年サッカーの指導 

者として、車で市内、県内を走 

っていましたが、引退してから 

は、車庫に鎮座しています。 

休日は、愛犬の散歩、（マイカー 

有り）で近所を歩いています。 

☆大島寛治さん （株式会社宇部スチール） 
 
☆今村達彦さん （株式会社宇部スチール） 
 

☆岡村真一さん （株式会社宇部スチール） 
東京勤務を終えて、宇部に帰ってきたのが 2 年前。当然、東京で

は公共交通機関での移動であり、その延長で宇部でもバスを利用

することにした。 

 東京と違って、便数が少ないので、バスの時刻に合わせて計画的

に行動する必要が有り、結構規則正しい生活をしております。 

 健康管理（バス停までのウォーキング）とワークライフバランスに有

効な手段となっており、これからもバス通勤を続けます。 

☆中本邦一さん （セントラル硝子株式会社宇部工場） 
３ヶ月間の通勤時には全て自転車を利用し、無事に目標を達成

することができました 。万歳、万歳！（季節がよかった 結果か

な・・・。）日々の生活の中で、自分の立てた目標を達成することはな

かなか無いものです。スマート通勤キャンペーンのような CO2 削減

のアナウンス効果を利用し、参加する人が増え、私のような一市民

でも参加でき、充実感を味わえた良い企画だったと思います。今後

も同様なキャンペーンがあれば再度の参加をしたいと思いました。 

最後に、自転車通勤の最大の敵は風です、暑さ、寒さ、雨ではあり

ませんよ。 

 

☆ピヨピコさん  
（宇部興産株式会社 ｴﾈﾙｷﾞー ･環境事業部電力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 
原付バイク通勤は、幅寄せや２段階右折チェックで狙われて、暑

い・寒い中を頑張っているのに報われねーと常々思っていたが、こう

して表彰されると嬉しい限りです。さて今年も２時間の更新講習にい

ってきます（汗） 

 

◇◇３３ヶヶ月月連連続続目目標標達達成成でで賞賞◇◇  

☆久保田博司さん （山口県宇部県税事務所） 
電車通勤は高校生の時以来なのでした。正確には国鉄（！）山

口線だったので電車ではないんですけれど、言葉として使わせても

らいます。昔は社会人もたくさん乗ってたのに、今は本当に高校生

の若者ばっかりなのでした。かわいらしい女の子、男の子、そうでも

ない女の子、男の子で一杯なのです。「おばちゃん、ここに座らせて

ね！」と大きな声で話しかけるかわいいおばさんも居るのでした。あ

の手は使えます。これからもっともっと年を取ったら使うつもりです。

だって、そもそも私は鉄道が好きなのです。新鮮な体験をありがとう

ございました。 

☆トイレ命さん 
この程度の参加率で「表彰」されるのは、正直恥ずかしいですが、

ここは少々欲を出してお受けさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。緊張しがちな私が、ノーマイカー通勤で気になるのは、

やはりトイレのこと。朝は、「出勤」と時間の制限があり、ますます行き

たくなりますが、駅のトイレも信用できないほど不衛生な時がありま

す。また、帰りは時間を気にすることなく「のほほん」と歩いて帰ること

が多かったですが、それでも途中の「トイレチェック」は外せませんで

した。 「性格」のせいもありますが、このような公衆施設も充実した

「市」になるととても安心できるような気がします。 

☆manayou さん 
（ 宇部興産株 式会社ｴ ﾈ ﾙｷﾞｰ ･環境事業 部電 力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 管理ｸﾞﾙ ｰ ﾌﾟ） 

☆モルモットさん 

（ 宇部興産株 式会社ｴ ﾈ ﾙｷﾞｰ ･環境事業 部電 力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 管理ｸﾞﾙ ｰ ﾌﾟ） 

☆スパーダさん 

☆河村真由美さん 
目標は低いところからの始まりでも、『始めること』『意識すること』

が大切。自分の出来ることを、 自分のペースで実行していきたいと

思います。 

◇◇ククルルママ通通勤勤日日がが 1155％％以以下下にに減減っったたでで賞賞◇◇  

☆石川章さん（協和発酵バイオ株式会社山口事業所宇部） 
交通事故に気をつけて、自転車通勤頑張ります。 

☆河野勝正さん（株式会社宇部スチール） 

☆坂本恵里奈さん（新光産業株式会社） 
今後も頑張って続けてみたいなと思います。 

「交通による CO2 見える化運動」締めくくり行事 

・日時 ： 2 月 19 日（土） 13：30～16：30 

・場所 ： 宇部市文化会館 ２階 研修ホール 
第一部 CO2 見える化モニター体験報告会 

第二部 低炭素交通セミナー講演会及び意見交換会 
講師 NPO 自転車活用推進研究会理事長 小林 成基 氏 

問合せ先：UNCCA 

TEL/FAX  050-1298-4065

 
どなたでも 

ご自由にご参加

ください！ 

入場無料 

詳しくは→http://ubeondanka.net/ 


