
冬の季節が到来しました。今冬につきましても、皆様に無理のない

範囲で節電のご協力をお願いします。期間は１２月３日から３月２９日

までの平日で全国（沖縄を除く）を対象としています。

農林水産省食料産業局では毎日の暮らしに欠かせない食品につい

て、ご家庭の皆様にとって役立つ節電、省エネの情報や食品事業者

向けの情報を紹介します！

Ⅰ. 知っていますか？ 家庭における冬の電力使用の特徴

①冬は夏に比べて、エネルギー使用量が大幅にＵＰします！

○エネルギー使用量が最も多いのは冬！

○暖房や給油による利用が冬季では大幅に増えることによる影響が大きいものと考え
られます。

例えば、冬の水は冷たいためお湯を沸かすのに時間が掛かることからも容易に
想像できるものと思います。

皆さんの省エネの

取組が重要です。
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※総務省家計調査（二人以上の世帯）から農林水産省作成。
※簡易的な手法による推計であり、他の統計等と数値が一致するものではありません。
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②冬は夕方から夜に消費電力のピークとなります！

○夕食準備とも重なる１８～２１時は電力消費量のピークとなります。

特に夕方以降は、ご家庭での
協力が必要です。

冬季の電気の使われ方（イメージ）

※サンプルデータ等を基に資源エネルギー庁にて推計

○中食（持ち帰り弁当など）へのニーズが増え、電子レンジが多く使われる傾向にあります。

③調理用電気機器は他の電気機器に比べてもエネルギー消費量
が多い傾向にあります！

単位： Ｗ

一般的な調理用電気機器の電力消費量

60

8

ア ン

白熱灯

ＬＥＤ電球

実は調理で使用する電気機器は
多くの電力を消費します。
そこで電力使用量の高い機器か
ら先に、使用を控えることがポイン
トです。
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２※資源エネルギー庁資料から農林水産省作成。
※これは定格消費電力の一例で有り、実際の使用時は製品の種類、使用方法により異なります。
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Ⅱ. あなたもトライ！ エコ・クッキングで節電！ 省エネ！

○ 「節電アクション２０１２夏～食品～」に引き続き、エコ・クッキング推
進委員会の三神彩子さんの協力のもと「エコ クッキングレシピ」を進委員会の三神彩子さんの協力のもと「エコ・クッキングレシピ」を
もとに節電・省エネの取組みを紹介します。

○ 食料産業局のフェイスブックページでも継続的に紹介します！

～食料産業局フェイスブックページへのアクセス方法～

www.facebook.com/maff.shokusanこちらにアクセス!!

※フェイスブックのアカウントをお持ちでない方も閲覧可能です
（ポップアップウィンドウが表示されることがありますが、「閉じる」を押すと消すことができます）。

食料産業局フェイスブックペ ジ のアクセス方法

エコ・クッキングとは、地球に暮らす私たち一人ひとりが、環境のことをきちんと
考えて、「買い物」「料理」「片付け」をすることです！

そして食べ物を無駄なく使う、エネルギーや水を大切にする、ゴミを減らすという
ことを基本に わたしたちの五感による「体験」を通して 今の暮らしのスタイルを

～三神さんからひとこと～～三神さんからひとこと～

ことを基本に、わたしたちの五感による「体験」を通して、今の暮らしのスタイルを
見直すことです。一人ひとりの取り組みが「個人」としてだけでなく、社会全体の省
エネに役立つことにつながります。

ここではちょっとしたヒントを皆さんにお伝えしたいと思います。

ぜひ、ご活用ください。

〈プロフィール〉

三神 彩子（みかみ あやこ）

エコ・クッキング推進委員会事務局
チーフエコ・クッキングナビゲーター
東京ガス株式会社 「食」情報センター 主幹
東京家政大学講師
博士(学術)

エコ・クッキングの普及・促進・指導に携わるかたわら、高校生の娘と日々の生活の中でも親子でエコ・
クッキングを楽しみながら取り入れている。
また、エコ・クッキングの普及・促進・指導に携わるとともに、全国向けの情報発信や指導者養成を行うエ

コ・クッキング推進委員会事務局を務めるなど忙しく活躍。
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★ゆで卵、まだ茹でてるの？
ゆで卵といえば、沸騰してから１０分以上加熱するのが通常の作り方。
でも ク キングなら沸騰後 火を止めて蓋をして 置 ておくだけなんです

余熱を上手に活用しましょう！

でも、エコ・クッキングなら沸騰後、火を止めて蓋をして、置いておくだけなんです。
余熱を活用して、黄身までしっかり火を通します。（半熟卵にしたいなら、置いておく
時間を調整してください。）
余熱を活用した場合としなかった場合ではガスが３８％も削減できます！

～ゆで卵の作り方～
① 鍋に室温にもどした卵とかぶる程度の水を入れ、箸でころがしながら強火で茹でます。

材料（4人分）

① 鍋に室温にもどした卵とかぶる程度の水を入れ、箸でころがしながら強火で茹でます。
② 沸騰したら蓋をして火を消し、そのまま約１０分余熱で熱を通します。
③ 卵を取り出して水にとって冷まし、殻をむきます。

～おすすめレシピ～ サラダプレート

材料（4人分）

葉野菜（ベビーリーフ、リーフレタスなど） 100ｇ

チーズ（切れているもの） 4枚

茹で卵 2個

プチトマト 8個

黒オリーブ 20g

ソーセージ 8本ソ セ ジ 8本

粒マスタード 適量

パンケーキまたはパン 適量

＜ドレッシング＞

マヨネーズ 大さじ2

ワインビネガー(白) 小さじ1

砂糖 小さじ1/2
塩 ひとつまみ

コショウ(黒) 少々

<作り方>
① 葉野菜は食べやすい大きさにちぎります。チーズは食べやすい大きさに切ります。

② 茹で卵は1コを４等分のくし型に切り、さらに半分に切ります。プチトマトはヘタをとって半分に切ります。黒オリーブは
スライスします。

③ ソーセージはグリルで焼きます。（両面焼きグリル 上・下強火 3～5分）
④ ドレッシングの材料をよく混ぜます。
⑤ 器に①、②を盛りつけ、ドレッシングをかけます。ソーセージ、粒マスタード、パンケーキを盛り合わせます。

★エコ・ポイント★

・ 余熱を利用して茹で卵を作り、エネルギーを節約します。卵の殻にヒビを入れると早く火が入り、殻もむきやすくなります。
・ 両面焼きグリルを使ってソーセージを短時間で香ばしく焼き上げます。
・ サラダ、ソーセージ、パンケーキまたはパンをワンプレートに盛りつけて洗い物を減らします。

レシピ・写真提供：エコ・クッキング推進委員会/東京ガス「食」情報センター
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同時調理を活用しましょう！

★時間の節約と省エネ・・・それは同時調理！

２品以上の料理を一度に作れる、魔法のような調理法です。
例えば、一度お湯を沸かしたら、同じ湯を使ってアクの少ないものから順に茹でてみま
しょう。具材ごとに湯を沸かしなおす必要がないので、手間も省けエネルギーと時間も節
約できます。またグリルでは「肉と野菜を同時に焼く」など、一度に複数の食材を調理す
るのもおすすめです。
同時調理のコツは段取りにあります。

～おすすめレシピ～ 洋風ひとつなべすす 洋風ひと な

材料（4人分）

豚肩ロース（塊） 300g 
キャベツ 250g 
ニンジン 1本
ニンニク 1粒
ローリエ 1枚
A

汁 大さ と /レモン汁 大さじ1と1/2 
醤油 大さじ3 
サラダ油 大さじ3 

サラダ菜 4枚
B

粒マスタード 大さじ1 
マヨネーズ 45g 
砂糖 小さじ1/2 
塩 少々
コショウ 少々

クレソン 適量

チキンブイヨン（固形） 1個
卵 1個
塩 少々
コショウ 少々

<作り方>

① 鍋に豚肉、キャベツ、ニンジン、ニンニク、ローリエを入れ、豚肉がかぶるくらいの水を入れて蓋をする。
強火にかけ、煮立ったらアクを取り、火を弱めて煮る。（約30分）

② 材料に火が通ったら、キャベツ、ニンジンを取り出す。 →「キャベツのさわやかサラダ」へ
（豚肉に竹串をさしてみて透明な汁が出たらOK）

③ 豚肉とニンニクを取り出す。 → 「ボイルポークのマスタードソース添え」へ

④ 野菜・肉を取り出した後のスープを使う → 「トマトと卵のスープ」へ

ウ
トマト（小角に切る） 1個

④ 野菜・肉を取り出した後のスープを使う。 → 「トマトと卵のスープ」へ

＜キャベツのさわやかサラダ＞

キャベツ、②の半量のニンジン、ボイルポークの残りの肉を細切りにしてAで和え、サラダ菜とともに器に盛りつける。
＜ボイルポークのマスタードソース添え＞

豚肉を1cm厚さに切り、器に盛りつける（切って残った端の部分は「キャベツのさわやかサラダ」に使う）。
②の半量のニンジンとクレソンを適当な大きさに切って添え、Bと③のニンニクをつぶして合わせて肉にかける。

＜トマトと卵のスープ＞

鍋に④とチキンブイヨンを入れ、火にかける。とき卵を加え、塩・コショウで味をととのえる。トマトを入れて
ひと煮立ちしたら盛りつける。（4のスープは800mlが目安、水分が少なかったら水を加える）

・ 1つの鍋で一度に3品仕上げる同時調理。
・ ニンジンは、皮ごと丸ごと使う。
・ 肉をタコ糸で巻いておくと、火の通りが均一に入り、形もきれいに仕上がる。
・ 茹で汁はスープに利用する。

★エコ・ポイント★

レシピ・写真提供：エコ・クッキング推進委員会/東京ガス「食」情報センター
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電力使用量の高い調理機器から使用を控えましょう！

ガスでご飯を炊くと節電できる上に、ふっくら美味しいご飯が炊けます。
しかも一度の火加減調節で上手に炊ける方法があるんです！

“美味しくご飯を炊くって簡単！

度 火加減 節 炊け 方法 す
保湿性に優れた土鍋を使うのがベストですが、しっかりと蓋がしまるのなら、どんな鍋で
も大丈夫。できるだけ厚手のものを用意してください。

“無洗米でさらに水を節約！”
使用水量が少なくてすむ無洗米はエコ・クッキングの強い味方。毎日のご飯を無洗米に変
えるだけで、たくさんの水を節約できます。無洗米でない米を使う場合は、とぎ汁は溜め

て片付けの際の食器の下洗いや 植物の水やりに再利用しましょうて片付けの際の食器の下洗いや、植物の水やりに再利用しましょう。

★基本のご飯の炊き方（３合目安）

① 鍋に米と分量の水を入れ、約30分(夏)～1時間(冬)おきます。

② 鍋に蓋をし、火にかけて中火から強火で沸騰させます。沸騰したら弱火にして、
さらに15分加熱します。

③ 火を消して、そのまま10分蒸らします。しゃもじでご飯全体をほぐします。

～おすすめレシピ～ くるみと舞茸の炊き込みご飯

A
米 １と1/2合
もち米 1/2合

だし汁 360ml

材料（4人分）

マイタケ 200ｇ
ニンジン 50ｇ
黄菊 8輪
酢 適量
B

酒 大さじ2
醤油 小さじ2
塩 小さじ3/4塩 小さじ3/4

クルミ（おつまみ用など） 40ｇ

<作り方>
① Ａは洗ってザルに上げて炊飯釜に入れ、分量のだし汁に浸して30分おく。
② マイタケは食べやすい大きさに切り、ニンジンは太めのせん切りにする。
③ 黄菊は酢を入れた熱湯で色よくサッと茹で、水に取り絞ってからほぐす。
④ ①にＢを入れて混ぜ、②をのせて炊く。
⑤ 炊き上がったら③、粗く刻んだクルミを混ぜる。

もっと詳しくエコ・クッキングを知りたい！

・ 旬の黄菊を使い、華やかな炊き込みご飯を作る。
・ クルミはおつまみ用を使用すると手軽。（生クルミの場合はローストして使用）

★エコ・ポイント★

レシピ・写真提供：エコ・クッキング推進委員会/東京ガス「食」情報センター

エコ・クッキング推進委員会HP www.eco-cooking.jp 

今回ご紹介したのは「エコ・クッキング」のほんの一例です。

｢エコ・クッキング｣は家庭で簡単に温暖化防止に取り組める活動として注目されています。その活動を効果的に進めるために
設立されたのが｢エコ・クッキング推進委員会｣。政府もオブザーバーとして参加している委員会です。

※エコ・クッキングは東京ガス（株）の登録商標です。
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Ⅲ. 手軽に、早速取り組める節電（家庭編）

いま何度？

温湿度計をつけて、室温の管理（２０度
以下）をする習慣をつけましょう。

エアコンフィルターを定期的に清掃しま
しょう。（２週間に１回が目安です）
フィルターが目詰まりしているエアコン

２週間に１度の手間ならば・・・

では暖房の効果が下がり、無駄な電気
を使います。

冷蔵庫で節電

冷凍冷蔵庫に詰め込みすぎると、空気の
流れが悪くなり、電気消費量が増えます。
庫内の整理を行うとともに、温度調整等
を実施しましょう。
ドアパッキンのこまめな掃除も冷気が逃
げず効果的です！ また、熱いものは冷
ましてから保管しましょう 不要な照明はできるだけ消しましょう

その照明必要ですか？

ましてから保管しましょう。 不要な照明はできるだけ消しましょう。

電力需要が増える夕方以降は負荷の高
い電気製品の使用が重ならないよう、

電気機器の同時使用を避けましょう！

先人の知恵を生かして・・・
一日の家事の段取りを工夫して下さ
い。
ジャー炊飯器と電子レンジの同時使用
は要注意です！

＋ 同時は×

冬には身体の温まる食材を！
例えば、大根、ニンジンなどの根菜、
ショウガ、ニンニクなどの香味野菜を利用
して料理をする。昔の人のように食に季節
感を取り戻し、暖房への依存を減らしてみ
てはいかがでし うか＋ ＝同時は× てはいかがでしょうか。
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Ⅳ. 手軽に、早速取り組める節電（事業者編）

執務室は２０ 設定

冬といえばウォ ムビズ

夕方以降はブラインド、カーテンを締め、
暖気を逃がさないようにしましょう。

暖気を逃さないために

冬といえばウォームビズ。
重ね着などをして室温は２０ を目安にし
ましょう。

契約等により民間事業者が提供しているデ
マンド監視システムを活用すれば、消費

電力の見える化

マンド監視システムを活用すれば、消費
電力をその都度確認することができ、効
果的に節電ができます。

電気給湯器、給茶器、エアタオル等のプ
ラグをコンセントから抜きましょう。プラ
グが接続されたままだと、機能維持のた

抜くだけで？

め電力が消費されています。

厨房機器や、製造機器がスムーズに稼働
するようにしっかりとメンテナンスをしま
しょう。

社内一丸の取組を

日々の管理で節電

節電担当者を決め、責任者と関係全部門
が出席したフォローアップ会議や節電パト
ロールを実施してみてはいかがでしょう
か。

しょう。

お問い合わせ先 編集：農林水産省食料産業局企画課
発行：２０１２年１１月
住所：〒100-8950

※ご注意

節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないよう注意下さい。

住所：〒100 8950

東京都千代田区霞が関１－２－１
電話(03)6744-2064(直通)

ホームページ www.maff.go.jp/j/shokusan

フェイスブック www.facebook.com/maff.shokusan
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