
行　　事　　名 開催期間 場　　　所 詳細がわかるURL又は概要等 主催者 連絡先

北
海
道

地球温暖化防止フォーラム
思い込みの省エネから化学の省エネへ
～いますぐできる！あなたに合った省
エネ・節電～

１２月１２日（金）
１３：３０～１５：３０

TKP札幌ビジネスセンター赤れんが
前
マーガレット

家族構成やライフスタイルに合った効果的な省エネ方法
や、ライフステージの変化に応じた省エネのポイントにつ
いてのセミナーを開催いたします。
【講師】　（株）環境エネルギー総合研究所　大庭みゆき
氏
【申し込み先】さっぽろ地球温暖化対策地域協議会
　　　　　　　   　（北海道グリーンファンド）
　　　　　　　　  　http://www.h-greenfund.jp/

北海道、公益財団法人北海道環
境財団、さっぽろ地球温暖化対策
地域協議会、えべつ地球温暖化
対策地域協議会

さっぽろ地球温暖化対策地
域協議会
011-280-1870

北
海
道

地球温暖化防止月間パネル展 １２月８日（月）～１０日（水） 北海道庁本庁舎
地球温暖化防止月間にあわせて、地球温暖化の現状や
今日からできる温暖化防止行動についてのパネル展示
を実施します。

北海道
地球温暖化対策室
011-204-5189

北
海
道

北海道あったまろうキャンペーン １１月～４月 道内全域
オフィスや店舗などの暖房時の室温２０℃設定で心地よ
く過ごすことを呼びかける「北海道あったまろうキャン
ペーン」を展開します。

北海道
地球温暖化対策室
011-204-5189

北
海
道

ウォームビズの取組 １１月～４月 道庁舎内等

庁舎内における暖房を厳格に管理（設定温度２０℃、時
間の短縮など）するとともに、室温２０℃でも暖かい服装
などで快適に執務を行えるよう、省エネ型ワークスタイル
「ウォームビズ」を励行します。

北海道
地球温暖化対策室
011-204-5189

北
海
道

「そらちエコラウンジ」 １２月中旬 空知総合振興局庁舎
地球温暖化防止に関するパネルやカーボンオフセットの
パネルを展示し、来庁者に身近にできる地球温暖化防
止の行動などをＰＲします。

北海道
空知総合振興局保健環境部
環境生活課
0126-20-0041

北
海
道

地球温暖化防止パネル展 １２月１日（月）～５日（金）
後志総合振興局
１階　道民ホール

後志総合振興局１階道民ホールにて、地球温暖化防止
パネル展を実施し、来庁者及び職員を対象に地球温暖
化防止対策の普及啓発を図ります。

北海道
後志総合振興局保健環境部
環境生活課地域環境係
TEL：0136-23-1352

北
海
道

よりみちの駅クリスマス １２月１３日（土） 留萌振興局道民ホール

留萌振興局の横断的な事業として実施される、クリスマ
スイベントの中で、環境問題に関心を持ってもらうきっか
け作りとしてフリーマーケット、みつろうキャンドル作りを
実施します。

北海道
留萌振興局保健環境部環境
生活課
0164-42-8432

北
海
道

温暖化防止月間パネル展 １２月１日（月）～５日（金） 留萌振興局道民ホール
温暖化について関心を持ってもらうきっかけ作りとして温
暖化に関するパネル展示を実施します。

北海道
留萌振興局保健環境部環境
生活課
0164-42-8432

北
海
道

クリスマスキャンドルナイト
１２月２０日（土）
１３：００～１９：００

旭川市宮前通東
旭川市市民活動交流センターＣ０Ｃ０
Ｄｅ

「キャンドルナイト」とは、電気を消して、キャンドルを囲
み、スローな時間を過ごそうという環境に優しい取組で
す。

旭川ＮＰＯサポートセンター
旭川市市民活動交流セン
ター　　Ｃ０Ｃ０Ｄｅ
０１６６－７４－４１５１

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
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北
海
道

地球温暖化防止セミナーin帯広 １２月７日（日） とかちプラザ（帯広市）

講演「身近な自然と繋がって、みんなが健康で豊かに仲
良く生きるために」（医療法人こぶし植苗病院　瀧澤医
師）。ココロと環境のつながりから、新しい暮らしかたを考
えるヒントを見つけるセミナー
 http://www.heco-spc.or.jp/index.html

北海道・公益財団法人北海道環
境財団・カンナカンナ

十勝総合振興局保健環境部
環境生活課
015526-9027

北
海
道

冬の節電・省エネ普及啓発展 １２月８日（月）～１２日（金） 十勝総合振興局
パネル展示等による節電メニュー、再生可能エネルギー
の利活用等に関する普及啓発の実施します。

北海道
十勝総合振興局保健環境部
環境生活課
015526-9027

北
海
道

地球温暖化防止パネル展 １２月３日（水）～２２日（月）
釧路市役所ロビー（釧路市黒金町7
丁目5番地）他

毎年１２月の地球温暖化防止月間にあわせ、市民の環
境に対する認識を深めるとともに、自発的な行動の促進
を図るために、地球温暖化防止パネル展を開催します。

釧路市、北海道（釧路総合振興
局）

北海道釧路総合振興局保健
環境部環境生活課　0154-
43-9152（釧路市役所市民環
境部環境保全課）

函
館
市

エコライフのすすめ普及キャンペーン １２月
函館市営電車
（液晶ディスプレイ設置車両）

１２月の地球温暖化防止月間に合わせ，市電の液晶ディ
スプレイにて1ヵ月間エコライフの啓発映像を放映するほ
か，車内に啓発リーフレット「はこだてエコライフのすすめ
Ⅱ」を設置し，市民に配布します。

函館市
環境部環境総務課
0138-51-0758

函
館
市

地球温暖化防止セミナー（in函館）
『未来の気候が変わる？！～地球温暖
化研究者からの警告～』

１２月１６日（火）
１８：３０～２０：４０

函館市中央図書館
視聴覚ホール

【講師】
独立行政法人国立環境研究所　地球環境研究センター
気候変動リスク評価研究室長　江守　正多　氏

ＮＰＯ法人南北海道自然エネルギープロ
ジェクト，一般財団法人北海道国際交流
センター，ＮＰＯ法人ＮＡＴＵＲＡＳ，北海
道地球温暖化防止活動推進員道南連絡
会，公益財団法人北海道環境財団

一般財団法人北海道国際交
流センター
0138-22-0770

苫
小
牧
市

エコ・クッキング教室 １２月１７日（水） 植苗小学校 環境への負荷を減らす省エネ料理を学び実践します。 苫小牧市
環境衛生部環境保全課
担当：田中
電話：0144-57-8806

釧
路
市

地球温暖化防止月間パネル展

①１２月３日（水）～９日（火）
（午前９時～午後９時まで。月曜日休館。）
※最終日は午後２時まで。
②１２月１０日（水）～１６日（火）
（午前９時～午後９時まで。月曜日休館。）
※最終日は午後２時まで。
③１２月１７日（水）～２２日（月）
（午前８時５０分～午後５時２０分まで。土・
日曜日閉庁。）
※最終日は午後４時まで。

①コア鳥取　１階エントランスホール
②コア大空　１階エントランスホール
③市役所１階ロビー（ギャラリー）

１２月の地球温暖化防止月間にあわせ、市民の環境に
対する認識を深めるとともに、自発的な行動の促進を図
るために、パネル展を開催しています。

釧路市
市民環境部　環境保全課
環境管理担当
0154-31-4535
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滝
川
市

平成26年度滝川市環境市民大会
（なるほど！お天気・環境セミナー～地
球温暖化について考えてみませんか？
～）

１２月１３日（土）
滝川市文化センター
（３Ｆ　小ホール）

滝川市では、環境に関する知識の向上や市民の意見等
を聴取する場として、毎年度、省エネルギーや地球温暖
化等に関する講演会を開催しています。

　【詳細URL】
http://210.191.210.39/_wcv/temp/visible_WCVQUE_210
shimin_-_01kurashi_-_04kankyo_-
_template_simintaikai_H25_00.html.que.html

滝川市役所
市民生活部くらし支援課

くらし支援課（環境衛生担
当）
0125-28-8013（直通）

幕
別
町

再生可能エネルギーパネル展
１２月８日（月）～１０日（水）
１２月１１日（木）～１４日（日）
１２月１６日（火）～１８日（木）

幕別町役場１階ロビー
札内福祉センター１階展示ホール
忠類コミュニティセンター１階ロビー

限りある資源の有効活用と再生可能エネルギーへの理
解を深めていただくため、パネル展示を実施します。

幕別町
町民課環境衛生係
0155-54-6601

大
船
渡
市

家族みんなで地球とお財布にやさしい
エコライフを実践しよう　　はじめよう！
エコライフ

１１月１日（土）～１２月１０日（水） 市内９地域

市民に普段の暮らしと環境問題とのかかわりを考えても
らうこと、環境にやさしい暮らしの定着を図ることを目的
に、40日間エコライフを実施していただき、取り組み状況
に間するアンケートに回答していただきます。
ＵＲＬ：http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/

大船渡市
市民生活環境課
0192-27-3111（内線124）

宮
城
県

「エコチャレンジフェスタin仙台市体育
館」
（仮）

１２月２０日（水）予定 仙台市体育館（予定）

平成２５年度に策定した「宮城県地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）」の推進のため，県内プロスポーツ球団
（仙台８９ＥＲＳ）との連携による環境関連イベントを開催
し，不特定多数の県民に対して地球温暖化の現状認識
や温暖化対策の意識醸成を促進させるもの。

宮城県，「ダメだっちゃ温暖化」宮
城県民会議，㈱仙台スポーツリン
ク（予定）

環境政策課
022-211-2661

仙
台
市

せんだいE-Action伊達な節電所キャン
ペーン

７月～３月 仙台市

節電により生じた余剰電力は新しい発電所を建設する
のと同じ効果があるとの考えにより、メガソーラー級の
「伊達な節電所」建設を目指すキャンペーン。昨年同時
期に比べ削減した電気使用量をメール等で投稿してもら
い、ウェブ上に節電所を仮想建設する。また、冬期強化
企画として、白熱電球をＬＥＤ電球に無償交換する「照明
で節電モニター募集」企画を実施中。
★環境Webサイトたまきさん→ http://www.tamaki3.jp/

仙台市（せんだいE-Action実行委
員会）

環境都市推進課
022－214－0007

秋
田
県

地球温暖化対策に関するセミナー １２月中 未定
地球温暖化対策を広く県民に周知するため、講演等に
よるセミナーを開催します。

秋田県
生活環境部温暖化対策課
018-860-1573

山
形
県

冬の省エネ県民運動 １２月～３月 県内全域
日常生活や企業活動において、無理のない範囲での、
持続可能で自主的な省エネ・節電の取組みを広く呼びか
けます。

山形県地球温暖化防止県民運動
推進協議会

山形県環境企画課
023-630-3161

福
島
県

冬期の省エネルギー
（ウォームビズ）

１１月１日（土）～３月３１日（火） 福島県庁及び出先機関
暖房運転期間中の執務室空調設定温度を１９℃に設定
し、ウォームビスの取組の促進を図る。

福島県
環境共生課
024-521-7248
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茨
城
県

冬の省エネキャンペーン １２月１日～３月３１日 茨城県全域

省エネや節電に関する普及啓発（ウォームビズ，ウォー
ムシェア，エコドライブ等）を重点的に実施することによ
り，県民，事業者及び行政が一体となった県民総ぐるみ
での地球温暖化対策及び節電対策を推進する。

茨城県，市町村，茨城県地球温
暖化防止活動推進センター，環境
保全茨城県民会議，大好きいばら
き 県民会議，いばらきエコドライ
ブ推進協議会

生活環境部環境政策課
029-301-2939

日
立
市

冬の省エネキャンペーン １２月３日（水） 日立駅前周辺
早朝の日立駅前周辺において、チラシや啓発品を通勤
通学者等に配布し、地球温暖化防止のための省エネや
CO2削減について市民の意識啓発を図る。

日立市
環境政策課
0294-22-3111

石
岡
市

冬の省エネキャンペーン １２月中旬～下旬

カスミ フードスクエア ピアシティ 石岡
中央店
ウェルサイト石岡　ヨークベニマル
石岡店

市民に対し市内のスーパーの店頭にて、チラシ及び啓
発品を配り、地球温暖化防止のため、省エネやＣO2削
減に関する意識の普及啓発を重点的に実施します。

石岡市
生活環境部 生活環境課
0299-23-1111

結
城
市

冬の省エネ街頭キャンペーン １２月中 市内スーパー（予定）
市内スーパーの店頭にて来店者に対し，チラシ及び啓
発品を配ることにより，省エネや節電の推進を図る。

結城市
生活環境課
0296-34-0410

笠
間
市

冬の省エネ街頭キャンペーン １２月初旬 友部駅前
チラシ及び啓発品を配布して，省エネ・節電の推進を図
る。

笠間市
環境保全課
0296-77-1101

笠
間
市

ウォームビズの取組 １１月～３月 市役所各庁舎
庁舎の暖房温度の適正管理に努め「寒い時には着る。
適度に暖房機器に頼らないビジネススタイル」として実施
する。

笠間市
環境保全課
0296-77-1101

守
谷
市

「年末の交通事故防止県民運動・エコド
ライブ推進運動」合同街頭キャンペーン

１２月上旬 市内

「年末の交通事故防止県民運動」と「エコドライブ推進運
動」の合同街頭キャンペーンとし，交差点にて運転者へ
交通事故防止と地球温暖化防止のためエコドライブ推進
の呼びかけ運動と啓発品の配布を実施します。

守谷市・交通指導隊・地域省エネ
ルギー対策実行委員会

生活経済部生活環境課
0297-45-1111

守
谷
市

冬の省エネ街頭キャンペーン １２月中旬 市内スーパー店頭
市内スーパーの店頭にて市民に対し，チラシ及び啓発
品を配り，地球温暖化防止のため，省エネやＣＯ２削減
に関する意識の普及啓発を重点的に実施します。

守谷市・地域省エネルギー対策実
行委員会

守谷市生活経済部生活環境
課
0297-45-1111

桜
川
市

冬季節電キャンペーン １２月中旬 フードオフ・ストッカー真壁店 (予定)
市内スーパーマーケット店頭にてチラシ及び啓発品を配
布し節電・温暖化対策について啓発を行う。

桜川市
環境対策課
0296-75-3111(内線2286)

茨
城
町

冬の省エネ街頭キャンペーン 1２月中旬 町内スーパーマーケット店頭
町内スーパーマーケット店頭にて，地球温暖化防止活動
推進員，町家庭排水対策協議会会員，町職員による省
エネ，CO２削減キャンペーンを実施。

茨城町
みどり環境課
０２９－２４０－７１３５
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東
海
村

東海村節電ガイドライン（冬季版）に基
づくウォームビズの取組

１１月１日（土）～４月３０日（木） 東海村庁舎内及び公共施設
庁舎内の設定温度を２０℃に設定するなど，村自らが
「ウォームビズ」を実践するとともに，事業所・家庭に対す
る節電意識の啓発を推進する。

東海村

村民生活部環境政策課
環境計画推進担当
029-282-1711
内線1454

大
子
町

冬の省エネ街頭キャンペーン １２月上旬 町内スーパー店頭

町内スーパー店頭にて、地球温暖化防止活動推進員と
町職員によりチラシ及び啓発物品を配布し、町民に対し
省エネやCO２削減に関する意識の普及啓発を重点的に
実施します。

大子町
環境課
0295-72-3042

阿
見
町

エコプロダクツ2014見学会 １２月１３日（土） 東京ビッグサイト
最先端の科学技術から日常生活の工夫等，様々な展示
や企画がある日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ
2014」を町民とともに見学する。

アミエコクラブ，環境政策課
環境政策課
029-888-1111（内117）

八
千
代
町

冬の省エネキャンペーン １２月初旬 庁舎内町民ホール
庁舎内の町民ホールにて町民に対し、チラシ及び啓発
品を配り、省エネやＣO2削減に関する意識の普及啓発
を実施します。

八千代町
生活環境課
0296-48-1111内線2510

栃
木
県

地球温暖化防止月間キャンペーン １２月中 県内全域
テレビＣＭ放送、ラジオＣＭ放送、新聞広告等により、地
球温暖化防止月間の周知と温暖化防止行動の呼びか
けを実施

栃木県
栃木県環境森林部
地球温暖化対策課
028-623-3262

群
馬
県

エコドライブ講習会
「ハイブリッド車に乗ってもエコドライブ
をしよう！」

１２月１７日（水） 群馬県庁ビジターセンター
自動車販売店から講師を迎え、ハイブリッド車のエコドラ
イブ講習会を行います。（予定）

群馬県エコドライブ普及推進協議
会

群馬県環境政策課
027－226－2817

群
馬
県

ぐんまちゃんのじょうずな節電・省エネ
アクション(冬バージョン）

１１月～３月 県内全域
消費電力が増える冬の節電・省エネ方法（アクション）を
冊子にとりまとめ、出前講座等で配布・解説することで、
家庭部門の節電・省エネを進めます。

群馬県
群馬県環境政策課
027－226－2817

群
馬
県

県有施設の省エネ・節電対策 １０月～５月 県庁舎等

暖房の温度設定を１９℃を目安に管理するなど、県が率
先して省エネ・節電に取り組みます。
執務室では、暖かく動きやすい適切な服装を基本としま
す。(ウォームビズ）

群馬県
群馬県環境政策課
027－226－2817

埼
玉
県

冬のライフスタイルキャンペーン １２月～３月 県内全域
環境に配慮したライフスタイルの実践を広く県民に呼び
かけるキャンペーンを実施する。

埼玉県
温暖化対策課
048-830-3033

埼
玉
県

エコライフＤＡＹ埼玉２０１４（冬） １２月～３月 県内全域
簡単なチェックシートを使って環境に配慮した１日を送る
エコライフＤＡＹを実施し、環境に優しいライフスタイルへ
の転換を図る。

埼玉県
温暖化対策課
048-830-3033
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さ
い
た
ま
市

冬のライフスタイルキャンペーン １２月～３月 市内

暖房等の使用でエネルギー使用量が増加する冬に、市
職員による節電及び省エネルギーの取組を継続して実
施するとともに、市民・事業者への節電及び省エネル
ギーの取組の実施を呼びかけます。

さいたま市
地球温暖化対策課
048‐829‐1324

千
葉
県

ちばエネルギーエコ宣言事業所第２回
募集

１２月～３月 県内全域

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入に積極
的に取り組む県内の事業所を登録し、その取組を広く紹
介する「ちばエネルギーエコ宣言事業所登録制度」の第
２回募集を行います。

千葉県
環境政策課温暖化対策推進
班
043-223-4139

千
葉
県

冬の省エネ・節電に向けた九都県市一
斉ＰＲ

１２月～３月 県内全域

暖房・給湯の使用等によりエネルギー消費量及び二酸
化炭素排出量が増加する冬の省エネ・節電を一層推進
するため、九都県市一斉ウォームビズ、鉄道車両及び駅
への普及啓発ポスターの掲出等の取組を行い、住民・事
業者への省エネ・節電への協力を呼び掛けます。

九都県市（埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市、相模原市）

環境政策課温暖化対策推進
班
043-223-4139

千
葉
市

ちばし環境保全セミナー １２月１８日（木）
ホテルポートプラザちば
（千葉市中央区千葉港８－５）

現在、エネルギー問題について関心が高まっている中、
千葉市地球温暖化対策地域協議会として、地球温暖化
対策や再生可能エネルギーに関するセミナーを開催しま
す。
千葉市地球温暖化対策地域協議会ＨＰ
http://www.chof.jp/

千葉市地球温暖化対策地域協議
会

千葉市地球温暖化対策地域
協議会事務局（千葉市役所
環境保全課）
043-245-5199

藤
沢
市

未来の君たちへ！！藤沢Eco2まつり
2014～第19回ふじさわ環境フェア

１２月1３日（土）
藤沢市民会館、市民会館前庭、奥田
公園多目的広場

環境保全や地球温暖化防止に関する普及啓発事業とし
て、市民・事業者・大学・行政が協働し、子どもから大人
まで楽しみながら学べるイベントです。

・藤沢市
・未来の君たちへ！！
  藤沢Eco2まつり2014実行委員会

藤沢市環境総務課
0466-50-3529

横
浜
市

横浜ブルーカーボン　わかめ植付けイ
ベント

１２月１３日（土） 八景島シーパラダイス

海洋生物による炭素吸収・補足「ブルーカーボン」の啓
発イベントとして小中学生を対象にわかめの植付け体験
を実施。13:00～14:00うみファーム内にて。12:30～シー
パラシー太像前で受付、先着50名。3月には収穫体験も
実施予定。
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/ygv/event2014.h
tml

横浜市、㈱横浜・八景島
温暖化対策統括本部プロ
ジェクト推進課
045-671-4109

川
崎
市

エコ暮らし未来館ミニ講座 １２月１３日（土）、２０日（土） かわさきエコ暮らし未来館

見て、聞いて、触れながら学べる体験型学習施設「エコ
暮らし未来館」では牛乳パックなどの廃材を利用した工
作教室を行います。この教室の中で楽しみながら地球温
暖化や資源の大切さを伝えていきます。
http://eco-miraikan.jp/

かわさきエコ暮らし未来館
かわさきエコ暮らし未来館
044ｰ223-8869

相
模
原
市

さがみはら地球温暖化防止フォーラム １２月６日（土） ユニコムプラザさがみはら
近年の異常気象の原因といわれる地球温暖化に関する
講演、相模原市内の高校生や大学生らによる活動発表
を行います。

相模原市
さがみはら地球温暖化対策協議
会

さがみはら地球温暖化対策
協議会
042-753-9550
環境政策課
042-769-8240
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新
潟
県

新潟県エコドライブ運動 １１月～１２月 県内全域

地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素や、大気汚
染の原因の一つである自動車の排気ガスを減らすた
め、「新潟県エコドライブ運動」について、広く県民に対し
て周知を図り、アイドリング・ストップ等のエコドライブの
実践を促進する。
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/12118212814
79.html

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

新
潟
県

ウォームビズの取組 １１月～３月 県内全域
事務室の暖房温度を２０℃以下に設定するなど、県自ら
ウォームビズを実践するとともに、関係団体への周知を
行っています。

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

新
潟
市

冬の節電・省エネキャンペーン １２月～３月 市内全域 市民に対し、冬の節電・省エネの呼びかけを行います。 新潟市
環境政策課
025-226-1363

新
潟
市

エコドライブキャンペーン １２月中旬 市内全域
冬の交通事故防止運動にあわせて、エコドライブを啓発
する活動を街頭で行う。

新潟市
環境政策課
025-226-1363

富
山
県

富山県地球温暖化防止県民大会 １２月６日（土）
パレブラン高志会館
カルチャーホール

地球温暖化防止に顕著な取組みを行っている個人・団
体を顕彰するほか、地球温暖化防止の普及啓発のため
の環境イベントや活動紹介を行う

富山県、富山県地球温暖化防止
活動推進センター（(公財)とやま
環境財団）、環境とやま県民会議

生活環境文化部環境政策課
TEL：076-444-8727

石
川
県

いしかわエコデザイン賞表彰式と受賞
製品展示会の開催

１２月中旬～下旬
石川県庁
（１９階展望ロビーなど）

石川県では、平成２３年度から、持続可能な社会の実現
に向け、使用や利用の段階において環境保全に役立つ
石川発の優れた「製品（モノづくり）」「サービス（コトおこ
し）」をいしかわエコデザイン賞として表彰している。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/index.html

石川県
石川県環境部
温暖化・里山対策室
076-225-1462

石
川
県

地球温暖化防止活動表彰と地球温暖
化防止活動展の開催

１２月中旬～下旬
石川県庁
（１９階展望ロビー）

環境保全活動に取り組む県内の学校・地域・事業者や、
優れた省エネ住宅の新築・改築に取り組んだ施主・施工
者等を表彰し、その活動を紹介する展示会を開催いたし
ます。
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/index.html

石川県
石川県環境部
温暖化・里山対策室
076-225-1462

福
井
県

ウォームビズの実施 １２月～３月 福井県庁舎
重ね着やひざかけの活用などによる温度調整を推奨。
（県庁舎では、暖房時の室温を１８℃に設定）

福井県
福井県環境政策課
０７７６－２０－０３０２
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山
梨
県

小水力発電フェア １２月１日（月）～２日（火） やまなしプラザ（山梨県防災新館１F)

水車発電機メーカーや導入している市町村などが、水車
の模型やパネルを展示し、県内の状況や最新の情報を
発信します。
http://www.pref.yamanashi.jp/energy-
seisaku/h26syousuiryoku.html

山梨県

エネルギー局エネルギー政
策課
055-223-1505
企業局電気課
055-223-5390

山
梨
市

エコキャンドル教室
１２月１３日（土）
１３：００～１５：００

エコハウスやまなし
廃食油から作るキャンドルの教室を行います。今年のク
リスマスは一味違うエコな灯りで楽しんでみてはいかが
ですか。

山梨市・NPO山梨ガバメント協会

山梨市役所環境課
0553-22-1111
エコハウスやまなし
0553-22-5001

長
野
県

冬の信州省エネ大作戦・２０１４ １２月～３月 県内全域

今冬の国の節電要請及び中部電力管内の電力需給状
況を踏まえ、県民生活や経済活動に影響を及ぼさない
無理のない範囲で、節電・省エネルギーの県民運動を展
開します。
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/set
suden/shoene/index.html

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

信州あったかシェアスポット・イベント １０月２２日（水）～３月３１日（火） 県内全域

家庭の暖房器具を止めて、商業施設や観光スポット等に
外出したり、行事（イベント）等に参加することで、暖かさ
をみんなで分け合い、社会全体としての節電・省エネを
図る取組として、「信州あったかシェアスポット・イベント」
を広く募集・登録し、県内外に発信します。（環境省
「WARMSHARE」特設サイトとも連携）
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/set
suden/hotshare/index.html

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

地球温暖化防止月間に係るパネル展
示

１２月８日（月）～１２日（金） 長野県庁１階ロビー
県庁１階ロビーにおいて、地球温暖化防止を呼びかける
各種パネル等の展示を行います。

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

アイドリングストップ運動 １２月 県内全域

アイドリング・ストップを広く県民運動として展開し、（１）
自動車利用者への啓発（呼びかけ）、（２）広報、（３）市
町村等に対し啓発への協力要請を行います。
http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/t
ai
ki/idlingstop.html

長野県

水大気環境課
026-235-7176
環境エネルギー課
026-235-7209

岐
阜
県

地球温暖化防止月間イベント　2014 １２月７日（日）
大垣市スイトピアセンター
スイトピアホール

主として小学生を対象に、気象予報士によるステージ
ショー『身近な天気と地球温暖化～わたしたちのくらしを
考えよう～』や各種の実験コーナーを通じて、気象と地球
温暖化について理解を深めます。

岐阜県
岐阜県環境管理課
058-272-8230

愛
知
県

あいち地球温暖化防止戦略・あいち自
動車環境戦略推進大会

１２月１６日（火） 中電ホール

「あいち地球温暖化防止戦略2020」及び「あいち自動車
環境戦略2020」について、表彰や講演を行うことで県民・
事業者の皆様に広く周知し、その推進を図ります。
http://www.pref.aichi.jp/0000077198.html

愛知県

環境部大気環境課地球温暖
化対策室
温暖化対策グループ
052-954-6242
自動車環境グループ
052-954-6217
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愛
知
県

地球温暖化防止月間・大気汚染防止
推進月間における啓発パネル等の掲
示

１２月 県庁
地球温暖化防止・大気汚染防止に関する各種パネル等
を掲示し、啓発を行います。

愛知県
環境部大気環境課
規制グループ
052-954-6215

田
原
市

エコキッズ学習会 １２月１３日（土） 蔵王山展望台等
リニューアルした蔵王山展望台で再生可能エネルギー
について楽しく学びます。

田原市
田原市役所環境政策課
0531-23-7401

田
原
市

～田原菜の花エコプロジェクト体験～
菜種の搾油体験とエコキャンドルづくり

１２月２０日（土） 田原市文化会館アトリエ２
小型搾油機による菜種の搾油体験と廃食用油を利用し
たエコキャンドルづくり体験教室を開催します。

田原市
田原市役所環境政策課
0531-23-7401

知
立
市

ウォームビズの実施 １２月～３月 知立市内全域
「12/1～3/31」の期間での公共施設及び職員のウォーム
ビズを実施します

知立市
知立市役所環境課
0566-95-0154

名
古
屋
市

太陽熱・太陽光フェア １２月７日（日）、１４日（日）
黒川東中日ハウジングセンター
鳴海ハウジングセンター

太陽の恵み「熱」と「光」を取り入れた暮らし。うまく使うこ
とで地球温暖化防止や省エネにつながります。そんな太
陽の恵みを利用した設備について、名古屋市では市内
のハウジングセンターで見て、触って、知ることができる
イベントを開催します。
http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000064004.ht
ml

名古屋市
環境局環境企画課
052-972-2681

三
重
県

第３回みえ環境大賞表彰式 １２月７日（日） メッセウイング・みえ
個人、NPO、企業、学校等が行う環境保全等の活動や
環境経営の取組の中から、特に優れた事例を表彰しま
す。

三重県
地球温暖化対策課
環境評価・活動班
059-224-2366

滋
賀
県

淡海こどもエコクラブ活動交流会 １２月１４日(日) 滋賀県立琵琶湖博物館
県内で活動する小学生や中学生を中心としたこどもエコクラブ
が集まり、それぞれの活動内容を発表し、優秀な活動の表彰
を行う、「淡海こどもエコクラブ」活動交流会を開催します。

滋賀県立琵琶湖博物館
琵琶湖博物館環境学習セン
ター
077-568-4818

草
津
市

平成２６年度草津市地球冷やしたい推
進フェア

１1月２９日（土）～３０日（日） イオンモール草津セントラルコート

草津市では、地球温暖化防止月間に市民や事業所など
さまざまな方々に温暖化防止について理解と認識をより
一層深めていただき、具体的な行動に結びつけるため、
平成２１年度より啓発活動を展開しています。

草津市
草津市地球冷やしたい推進協議
会

草津市環境課
077-561-2341

東
近
江
市

２０１４ひがしおうみエコイルミネーション １１月２９日（土）～１月 滋賀県東近江市役所

東近江市では、八日市商工会議所青年部が近江鉄道八
日市駅前から東近江市役所までの間に実施される冬の
イルミネーション「East Rainbow☆」にあわせ、市の施設
「あいとうエコプラザ菜の花館」で精製するＢＤＦ燃料で発
電するエコイルミネーションを実施します。

東近江市市民環境部生活環境課
東近江市
市民環境部生活環境課
0748-24-5633
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野
洲
市

リユース無償譲渡会 １２月１３日（土） 旧野洲市商工会館中主支所
粗大ごみ等の減量を目指し、物品のリユース（再利用）の促進
を図る。またこのことにより、焼却されるであろう廃棄物の抑制
が図られ、焼却にともなう温室効果ガスも抑制される。

野洲市環境基本計画推進会議
「エコ・資源部会」

事務局：野洲市環境課
077-587-6003

京
都
府

京都環境文化学術フォーラム「スペシャ
ルセッション」

１２月６日(土)
京都府立大学
稲盛記念会館１０２講義室

京都議定書誕生の地として、地球環境問題を解決してい
くため、世界各地域の自然と文化を基軸とした新しい発
展のあり方をテーマとしたセッション等を内容とする
フォーラムを開催し、生活の質を高めながら自然との共
生や持続可能な社会を形成する新たな価値観や経済・
社会のしくみを京都から国内外に向けて発信することを
目的としています。
http://earth-kyoto.jimdo.com/

京都環境文化学術フォーラム
（構成団体：京都府、京都市、京
都大学、京都府立大学、人間文
化研究機構総合地球環境学研究
所、人間文化研究機構国際日本
文化研究センター）

地球温暖化対策課
075-414-4830

京
都
府

京都環境フェスティバル２０１４ １２月１３日(土)～１４日（日）
京都府総合見本市会館（京都パルス
プラザ）

「京都の自然と文化」、「地球温暖化への対応」をテーマ
とするシンボルゾーンを設けるほか、今回初めて太陽光
発電やＨＥＭＳ機器の展示・相談を行う「太陽エネルギー
フェア」も実施します。
http://www.pref.kyoto.jp/kankyofes/

京都府、京と地球の共生府民会
議、京都府地球温暖化防止活動
推進センター

環境政策課
075-414-4731

宇
治
市

家庭の省エネ相談所 １２月１５日（月） 宇治市役所
市民と一対一で、家庭で簡単に実践できる省エネ方法に
ついてお話しする相談所を開催します。

宇治市
地球温暖化対策推進パートナー
シップ会議

環境企画課
0774-22-3141　内線2256

舞
鶴
市

まいづる環境市民会議講演会 １２月６日（土） 舞鶴赤れんがパーク２号棟

国立環境研究所の江守正多氏を講師にお迎えし、「気候変動
と子どもたちの未来」をテーマとして、最新の知見を基にお話
いただきます。
【舞鶴市ＨＰ】
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/modules/shiminp/index.php?
content_id=527

まいづる環境市民会議
事務局
舞鶴市生活環境課
0773-66-1005

久
御
山
町

省エネ対策学習会 １２月１３日（土）
・京都府総合見本市会館
・けいはんなe2（イーミライ）まなび
パーク

家庭で取り組める身近な省エネ活動を学び、省エネ意識を高
めることによって、地球温暖化の原因である温室効果ガス排出
量を抑制することを目的に年３回開催しています。今回は第３
回学習会として、「京都環境フェスティバル2014」と「けいはん
なe2（イーミライ）まなびパーク」を見学します。
「京都環境フェスティバル2014」では、環境について楽しみなが
ら学び考え、次の「けいはんなe2（イーミライ）まなびパーク」で
は、再生可能エネルギーの重要性について参加者自らが体験
しながら学びます。

久御山町
環境保全課
075-631-9917　内線151

宮
津
市

環境ポスター・環境絵日記の展示及び
地球温暖化防止啓発パネル等の展示

１２月３日(水)～１２月２５日(木) 宮津市役所

市内小学生を対象に実施した阿蘇海等環境改善啓発ポ
スターコンクール及び環境絵日記コンクールの入選作品
を展示するとともに、地球温暖化啓発パネル等の展示を
同時に行い、環境保全の啓発に取り組みます。

宮津市
自立循環型経済社会推進室
環境政策係
0772-45-1609
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京
都
市

京都環境文化学術フォーラム
「スペシャルセッション」

１２月６日（土）
１４：００～１７：００

京都府立大学稲盛記念会館

自然との共生や持続可能な社会を形成するための，新
たな価値観や経済・社会の仕組みを京都議定書誕生の
地から国内外に向けて発信することを目的として実施。
平成27年2月7日（土）に開催される「ＫＹＯＴＯ地球環境
の殿堂」表彰式及び京都環境文化学術フォーラム「国際
シンポジウム」のプレイベントとして開催。
●定員：先着150人（参加無料）
●申込期限：11月30日（日）
http://earth-kyoto.jimdo.com/

京都環境文化学術フォーラム
（京都大学，京都府立大学，京都
府，京都市，大学共同利用機関
法人人間文化研究機構総合地球
環境学研究所，人間文化研究機
構国際日本文化研究センター）

京都府立大学
京都政策研究センター
075-703-5319

京
都
市

かえっこバザール
１２月７日（日）
１３：００～１５：００

京エコロジーセンター

家で使わなくなったおもちゃの交換会。
●対象：どなたでも
●持ち物：おもちゃ（1人5つまで）
●参加無料
●申込不要
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/event/2014/08/12-
4.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京
都
市

行事を楽しむ♪　健康お料理教室
（おせち編）

１２月１５日（月）
１０：００～１４：００

京エコロジーセンター

環境に配慮したお料理教室。
●講師：料理研究家　力石さち
●対象：大人（高校生以上）
●定員：20名
●参加費：1,000円
●申込開始日：11月24日（月・祝）9:00～
http://www.miyako-
eco.jp/ecocen/event/2014/10/post-182.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京
都
市

地球温暖化防止月間記念イベント
ひとときフェスタ
～まちで森とつながる暮らし～

１２月２１日（日）
１０：００～１６：３０

京エコロジーセンター

「まちで森とつながる暮らし」をテーマにした体験型イベン
ト。木工や木の楽器演奏など、約15ブース出展予定。
●対象：どなたでも
●入場無料　※ブースにより一部有料
●申込不要　※ブースにより先着順
http://www.miyako-
eco.jp/ecocen/event/2014/10/post-178.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京
都
市

行事を楽しむ♪　健康お料理教室
（クリスマス編）

１２月２３日（火）
１０：００～１４：００

京エコロジーセンター

環境に配慮したお料理教室。
●講師：料理研究家　力石さち
●対象：大人（高校生以上）
●定員：20名
●参加費：1,000円
●申込開始日：12月16日（火）9:00～
http://www.miyako-
eco.jp/ecocen/event/2014/10/post-181.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911
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大
阪
府

「大阪省エネラベルキャンペーン」
2014年秋冬のキャンペーン

１１月～１月 大阪府内全域

家電販売店等において消費者に対しアンケート（テレビ・
エアコン・電気冷蔵庫・電気便座・蛍光灯器具などに貼り
付けられている統一省エネラベルに対する意識調査な
ど）等を実施し、省エネ家電の普及促進をめざします。
詳しくは　⇒　http://www.bnet.jp/casa/label/index1.html

大阪省エネラベルキャンペーン実
行委員会
　・大阪府
　・大阪市
　・堺市
　・大阪府地球温暖化防止活動推
進センター
　・（財）関西消費者協会
　・大阪府生活協同組合連合会
　・全大阪消費者団体連絡会
　・大学生協大阪事業連合
　・（ＮＰＯ）地球環境と大気汚染を
考える全国市民会議（CASA)

（ＮＰＯ）地球環境と大気汚染
を考える全国市民会議〔ＣＡ
ＳＡ〕
ＴＥＬ：06-6910-6301

枚
方
市

ライトダウン啓発
〔エコなお話、キャンドルナイト〕
（さだ東留守家庭児童会室）

１２月初旬 さだ東留守家庭児童会室
放課後の児童が集う「留守家庭児童会室」において、エ
コな話と、お迎え時のキャンドルナイトを通じて、子ども・
その保護者・関係者に対して省電力を呼びかける。

枚方市
さだ東留守家庭児童会室

枚方市 環境総務課
ＴＥＬ：050-7102-6004

枚
方
市

ライトダウン啓発
〔エコなお話、キャンドルナイト〕
（田口山留守家庭児童会室）

１２月中旬 田口山留守家庭児童会室
放課後の児童が集う「留守家庭児童会室」において、エ
コな話と、お迎え時のキャンドルナイトを通じて、子ども・
その保護者・関係者に対して省電力を呼びかける。

枚方市
田口山留守家庭児童会室

枚方市 環境総務課
ＴＥＬ：050-7102-6004

枚
方
市

ライトダウン啓発
〔エコなお話、キャンドルナイト〕
（放課後デイサービス　苺のいえ）

１２月下旬 放課後デイサービス　苺のいえ

障がいがあるこどもたちの放課後の活動を支援する「放
課後デイサービス　苺のいえ」において、エコな話と、お
迎え時のキャンドルナイトを通じて、子ども・その保護者・
関係者に対して省電力を呼びかける。

枚方市
放課後デイサービス　苺のいえ

枚方市 環境総務課
ＴＥＬ：050-7102-6004

枚
方
市

自然保護を考える講演会 １２月２０日（土） メセナひらかた会館
講師に元関西外国語大学教授を招き、自然環境の大切
さを学ぶ機会として市民を対象に講演会を開催する。

枚方市
枚方市 環境総務課
050-7102-6004

茨
木
市

茨木環境市民講座
～ソッポさんのエコマジックショー～

１２月２３日（火）
イオン茨木ショッピングセンター
１F　中央吹き抜けプラザ

市民の環境保全に関する知識、意識の向上を図り、ま
た、自発的な環境学習へのきっかけづくりとするため、地
球温暖化防止月間の12月に講座（イベント）を実施しま
す
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/
menu/oshirase/kankyosiminkoza.html

茨木市
茨木市 産業環境部環境政
策課
ＴＥＬ：072-620-1644

八
尾
市

「やおの水辺　おもしろ探検隊！
～身近な水と生き物、そして海へ～」

１２月２３日（火）
八尾市生涯学習センター
かがやき・４階大会議室

　環境省が平成１０年度から１２月を「地球温暖化防止月
間」と定めた趣旨に八尾市も賛同し、小学生を対象とし
た地球温暖化防止のための行動を起こすきっかけとして
講演会を開催します。
　今回の講演は、水中写真家で大阪府地球温暖化防止
活動推進員の城者定史氏を講師に迎え、家庭の排水口
が川を通じて海につながっていることから、地球温暖化
が進んでいることによる海への影響や水質環境の変化
などについて、講演やクイズ、パネル展示を行っていた
だくことで、地球温暖化防止の啓発を行います。

八尾市
（公財）八尾市文化振興事業団

八尾市経済環境部環境保全
課
TEL:072-924-9359
FAX:072-924-0182
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大
阪
市

地球温暖化防止月間環境連続講座
知って、行動する！
エコトクライフのすすめ

①１２月４日（木）
　 １３時～１５時
②１２月４日（木）
   １５時～１７時
③１２月１０日（水）
   １３時３０分～１５時
④１２月１１日（木）
   １３時～１５時
⑤１２月１１日（木）
   １５時～１７時
⑥１２月１７日（水）
   １３時～１５時

①②③⑥
大阪市立総合生涯学習センター

④⑤
大阪ガスNEXT21

①これからどうなる、どうする気候変動・地球温暖化
　～IPCC第5次評価報告書から
②地球温暖化防止のさまざまな取組事例
　～環境学習のすすめ
③都市環境と自然再生
　～生物多様性と私たちの暮らし
④スローな暮らしの潮流
　～これから生活者が求める「なつかしい未来」
⑤これからのエネルギーと環境
　～エネルギーを賢く使う暮らし
　～大阪ガスNEXT21の見学
⑥大阪の環境持続性と魅力ある緑づくり
　～市民参加型の緑づくり
※詳しくはこちら
　（http://www.naniwa-ecostyle.net/）

大阪市
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-4708-7474

大
阪
市

大阪市立図書館・大阪市環境局
共催事業「図書館deECO」
中央図書館　ふろしきの使い方講習会

１２月１４日（日）
１４時～１６時

大阪市立中央図書館
中会議室

ふろしき１枚が、自由自在に大変身！日本古来のふろし
きもエコバックとして活用できるんです。いろいろな使い
方を学んで、かしこく生活に取り入れてみませんか。
※詳しくはこちら
　（http://www.naniwa-ecostyle.net/）

大阪市
大阪市立中央図書館
利用サービス担当
06-6539-3302

大
阪
市

環境学習講座　in　住吉
「異常気象って温暖化が原因？」

１２月１５日（月）
１４時～１６時

住吉区役所
大会議室

第１部（30分程度）
地球温暖化をテーマにした環境落語
演題「病気のガイア」
主人公である“地球”と医者の会話を通して、地球温暖
化問題を面白おかしく話します。
第２部（70分程度）
講座「異常気象って温暖化が原因？」
これからの大阪の気象や知ってほしい天気予報の知識
を気象台の職員がやさしく解説します。
※詳しくはこちら
　（http://www.naniwa-ecostyle.net/）

大阪市
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-4708-7474

大
阪
市

連続講座
第３回「やって得する省エネ講座」

１２月２０日（土）
１３時３０分～１５時３０分

淀川区民センター
3階会議室

やって得する省エネ講座
得する省エネのコツを聞いて家庭からのCO２排出削減
につなげましょう。どれくらい節約できるかがわかる大阪
市環境家計簿の付け方講習も行います。
※詳しくはこちら
　（http://www.naniwa-ecostyle.net/）

大阪市
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-4708-7474
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大
阪
市

温暖化で動物たちが危ない！！
１２月２０日（土）
１０時～１２時

天王寺動物園
レクチャールーム

天王寺動物園は約11ヘクタールの園内におよそ200種
900点の動物を飼育しており、都心にいながらさまざまな
動物たちに出会えます。大阪府地球温暖化防止活動推
進センターから講師を迎え、ゲーム等の体験活動を通し
て野生生物と環境問題について学習します。
※詳しくはこちら
　（http://www.naniwa-ecostyle.net/）

大阪市
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-4708-7474

大
阪
市

クリスマスECOパーティー☆
１２月２４日（水）
１１時～１６時

あべのハルカス近鉄本店
ウイング館　8階
街ステーション

イヴは家族みんなで地球にいいことしませんか？
おしゃれなツリーとサンタとステージでカワイくエコしよ
う！関西の女子大生のエコstyleファッションショーや木
の実を使ったゲームやクラフト、川をきれいにするヨシ和
紙のメッセージツリーなど楽しいアイディア満載！地球に
いいことして心もリッチになるクリスマスイベントです。
※詳しくはこちら
　（http://naniwa-ecostyle.net/eco/xmas1）

大阪市
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-4708-7474

堺
市

アロマキャンドルづくり
～食用油をリサイクル～

１２月１０日（水）
１３：３０～１５：３０

堺市役所本館３階会議室１

使用済み天ぷら油から植物燃料を製造する活動などに
ついて紹介します。
また、植物油を使ってアロマキャンドルづくりを行いま
す。

NPO法人ASUの会
堺市環境共生課
072－228－7440

堺
市

発明おばさん☆リサイクル体験教室
１２月１２日（金）
１０：００～１７：００

堺市役所本館地下１階
職員会館大会議室（東西）

不要になった傘の布を使って、小旅行にも使うことができ
る斜め掛けショルダーバッグを作ります。

堺市環境共生課
堺市環境共生課
072－228－7440

堺
市

クリスマス親子エコクッキングin大阪ガ
スクッキングスクール堺

１２月２５日（木）
（１）１０：００～１３：００
（２）１４：００～１７：００

大阪ガスクッキングスクール堺
親子で環境のことを考えて買い物・料理・後片付けをす
る「エコクッキング」を体験します。旬の野菜を無駄なく使
う方法など、環境に優しい調理の工夫を学びます。

大阪ガス株式会社
堺市環境共生課
072－228－7440

兵
庫
県

環境学習会「地域住民主体のエネル
ギーづくり」

１２月６日（土）
兵庫県姫路総合庁舎 職員福利セン
ター 大会議室

地域住民が主体となったエネルギーづくりについて関心
を持ってもらえるよう、宍粟市の小水力発電導入に向け
た取組事例等を紹介する環境学習会を開催します。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/chk12/kannkyougakusyuukai.
html

中播磨地域ビジョン委員会
兵庫県中播磨県民センター
県民交流室ビジョン課
079-281-9053

宝
塚
市

環境パネル展
①１２月５日（金）～１０日（水）
②１２月１２日（金）～１８日（木）

①市立東公民館
②アピアさかせがわ
　ふれあい広場

市民、事業者、行政及び活動団体などで、「環境都市宝
塚推進市民会議」を設立しました。市民会議は毎年、市
民の方々に改めて環境について考え、行動を起こしてい
ただくため、地球温暖化防止や自然環境保全等をテー
マとし、環境講座や環境フォーラム、環境パネル展を企
画・運営しています。

環境都市宝塚推進市民会議
宝塚市環境部環境室環境政策
課　0797-77-2070
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神
戸
市

こうべ省エネチャレンジ2014冬 １２月～２月 神戸市内

ご家庭の省エネ、省CO2を促進することを目的として、１
２月から２月にご家庭で電気、ガスの省エネに取り組ん
でいただき、前年よりも省エネできたご家庭に認定証や
記念品を進呈します。

神戸市
地球環境課
078-322-6427

奈
良
県

ストップ温暖化県民運動パネル展 １２月５日(金)～８日(月) 県庁屋上ギャラリー

１２月の地球温暖化防止月間に合わせ、奈良県エコキャ
ラクター「な～らちゃん」と一緒に、温暖化について楽しく
分かりやすく学べるパネルの展示を行い、県民へ地球温
暖化防止に関する啓発を行う。

奈良県
環境政策課
0742-27-8732

岩
出
市

地球温暖化防止月間パネル展 １２月１日（月）～１５日（月） 岩出市役所
市役所玄関ロビーで、地球温暖化防止に関するパネル
を展示し、市民に啓発を行う。

岩出市 生活環境課　0736-62-2141

岡
山
県

ウォームビズ県民運動 １１月～３月 県内全域

地球温暖化防止の取組の１つとして、「ウォームビズ県
民運動」を実施し、県民、県内企業等に、ウォームビズの
取組を呼びかけます。
http://www.pref.okayama.jp/page/394303.html

岡山県
岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

岡
山
県

環境学習センター「アスエコ」12月展示
～地球温暖化最前線～

１２月２日（火）～２６日（金）
環境学習センター「アスエコ」
岡山市北区下石井２丁目２－１０

パネルによる地球温暖化の最新情報の紹介や、模型な
どを使った温暖化を理解するための体験型の展示を行
います。

（公財）岡山県環境保全事業団

（公財）岡山県環境保全事業
団 環境学習センター「アスエ
コ」
086-224-7272

岡
山
県

地球温暖化防止啓発パネル展 １２月１３日（土）～２０日（土）
岡山県生涯学習センター交流棟ロ
ビー
岡山市北区伊島町３丁目１−１

地球温暖化に関するパネル展を実施し、広く県民向けに
温暖化防止対策に関する普及啓発を行います。

岡山県
岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

岡
山
県

県立図書館連携展示
「温暖化防止」パネル及び関連図書の
展示

１２月１６日（火）～２８日（日）
岡山県立図書館１階エントランス
岡山市北区丸の内2-6-30

地球温暖化に関するパネル及び関連図書の展示を通
じ、広く県民向けに温暖化防止対策に関する普及啓発を
行います。

岡山県
岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室　086-226-7298
岡山県立図書館サービ第二
課　086-224-1286

岡
山
県

温暖化防止講座
＜地球温暖化防止教室＞
電気を消して素敵な聖夜を♡
～クリスマスキャンドル作り～

１２月２０日（土）
岡山県生涯学習センター
情報・創作棟２Ｆ大研修室
岡山市北区伊島町３丁目１−１

県内の親子、一般を対象に楽しいワークショップを通じて
地球温暖化やエネルギーに関する学習の機会を提供
し、温暖化問題を考えるきっかけを作ります。

岡山県
岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298
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岡
山
県

アースキーパーのつどい２０１４
「楽しく学びいっしょに地球の未来を考
える」

１２月２３日（火）
岡山コンベンションセンター
２階  レセプションホール、アトリウム
岡山市北区駅元町１４－１

温暖化防止月間に併せて環境にやさしい活動を行う
アースキーパーメンバーシップ会員が集う場として、年に
１度開催しています。

岡山県
（公財）岡山県環境保全事業団
岡山県地球温暖化防止活動推進セン
ター

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

倉
敷
市

STOP温暖化くらしき2014ミーティング １２月１４日（日）
倉敷市環境交流スクエア
倉敷市水島東千鳥町１－５０

地球温暖化防止月間の１２月に市内のＮＰＯ法人・企業
と協働して市民向けの普及啓発を行っています。
今年度は環境保全活動や地球温暖化防止活動を行うさ
まざま団体の橋渡しを目指して、ワークショップを開催す
る予定です。

STOP温暖化くらしき実行委員会
倉敷市

倉敷市環境学習センター
086-440-5607

倉
敷
市

伊東家の省エネ体験inイオンモール倉
敷

１２月１７日（水）
イオンモール倉敷
倉敷市水江1

毎月第三水曜日を目途に季節に応じた電化製品の省エ
ネな使い方などのＰＲを実施しています。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=
43134#moduleid43134

倉敷・総社温暖化対策協議会
STOP温暖化くらしき実行委員会

倉敷市環境学習センター
086-440-5607

津
山
市

温暖化防止啓発パネル展示 １２月１５日（月）～１９日（金）
津山市役所本庁舎1階　市民ホール
津山市山北520

庁舎を訪れた市民の方に、広く地球温暖化防止につい
て呼びかけを行い、意識啓発を図ります。

津山市
津山市新エネルギー環境政
策室
0868-32-2051

真
庭
市

ウォームビズ １１月～３月 真庭市庁舎
庁舎の暖房温度を20度に設定し、心地よく過ごせるライ
フスタイルの定着を心がける。

真庭市
真庭市生活環境部　環境課
0867-42-1113

岡
山
市

地球温暖化防止月間パネル展 １２月８日（月）～９日（火）
岡山市役所１階
市民ホール

地球温暖化に関するパネルを展示し、市民への啓発を
呼びかける

岡山市
地球温暖化対策室
０８６－８０３－１２８２

福
山
市

中小企業者等向け省エネ講座 １２月１７日（水）
福山市ものづくり交流館
セミナールームB

事業活動と両立した温暖化対策に取り組んでもらうた
め，企業における省エネのありかたや，省エネ事例を紹
介する「省エネ講座」を開催する。

福山市
環境総務課
084-928-1071

東
広
島
市

「ストップ地球温暖化」ポスターコンクー
ル
「緑のカーテン」コンテスト
優秀作品の展示

１２月２２日（月）～１月９日（金）
東広島市役所　本館１０階
展示スペース

地球温暖化対策を推進する取り組みの一環として実施
した、「ストップ地球温暖化ポスターコンクール」及び「緑
のカーテンコンテスト」の優秀作品を市役所10階展望ロ
ビー展示スペースに展示する。

東広島市
エコネットひがしひろしま

環境対策課
温暖化対策室
082-420-0406

府
中
町

広報紙による啓発 １２月 町内全域（各戸配布）
広報ふちゅう（１２月１日号）に「地球温暖化防止月間」及
び「ウォームビズ」に関する記事を掲載する。
発行部数：２１，１８４部

府中町
環境課環境政策係
082-286-3247
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坂
町

平成25年度
「坂町地球温暖化対策実行計画」
に係る結果報告

１２月 坂町内
広報さか１２月号に「坂町地球温暖化対策実行計画」に
係る結果報告を掲載する。

坂町
環境防災課
082－820－1506

山
口
県

冬のエコスタイル・エコドライブキャンペーン１２月～２月 県内全域

冬季の省エネ・節電対策として、ウォームビスやふんわり
アクセル「eスタート」などに取り組みます。
特に、１２月は地球温暖化防止月間であるので、「ノーマ
イカー強化月間」として取組を強化します。

環境やまぐち推進会議、市町地球
温暖化対策地域協議会、山口
県、市町

山口県環境政策課
地球温暖化対策班
083-933-2690

山
口
県

ライトダウンキャンペーン １２月（重点日：２２日（冬至）） 県内各事業所
国が実施するライトダウンキャンペーンの趣旨に賛同
し、ＣＯ２削減県民運動の一環として、不要な屋内・屋外
照明を可能な範囲で消灯する呼びかけをします。

山口県
山口県環境政策課
地球温暖化対策班
083-933-2690

光
市

市域全体での省エネルギー活動
１２月
（統一行動日：１２月２１日（日））

各家庭

地球温暖化防止月間である12月にあわせて、省エネル
ギー行動を呼びかけます。また、12/21（日）を市内一斉
に、省エネルギーに取り組む「エコマルチャレンジデー」
として意識付けを行うとともに、各家庭でできる取組みを
周知・協力していただきます。

光市
光市地球温暖化対策地域協議会

環境政策課
0833-72-1400

光
市

再生可能エネルギーセミナー １２月１８日（木） 光市地域づくり支援センター
持続可能な社会づくり向けた機運を高めるため、市民を
対象とした再生可能エネルギーに関するセミナーを開催
します。

光市・光市地球温暖化対策地域
協議会

環境政策課
0833-72-1400

徳
島
県

「徳島冬のエコスタイル」の実施 １１月～３月 県内全域

「今こそライフスタイルの転換へ、低炭素アクション！」を
コンセプトに、各種イベントを通じ、低炭素社会づくりに向
けた取組を呼びかけます。
（予定している取組）
・「新・環境首都とくしま憲章(仮称）」策定シンポジウム
・低炭素アクション！温暖化防止啓発イベント(街頭啓発)
・もっと身近に！エコカーキャンペーン　など

徳島県
とくしま環境県民会議
徳島県地球温暖化防止活動推進
センター

環境首都課
088-621-2210

香
川
県

平成26年度かがわ緑のカーテンコンテ
スト表彰式

１２月５日（金）
香川県庁本館21階
特別会議室

県民が取り組みやすい地球温暖化対策として、夏の日
差しを和らげ、室温の上昇を抑える「緑のカーテン」の設
置を促進するため、平成25年度から「緑のカーテンコン
テスト」を開催しており、入賞者へ知事より表彰を行いま
す。

香川県
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

香
川
県

家庭の省エネ相談およびパネル展示 １２月６日（土）～７日（日） サンメッセ香川　大展示場

香川県木材需要拡大協議会が開催する「ウッディフェス
ティバル＆さぬ木の暮らしフェア」において、パソコン診
断ソフトを利用した省エネ対策の提案や、環境問題や
ウォームビズ等に関するパネル展示を行います。

香川県木材需要拡大協議会
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215
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香
川
県

平成26年度第2回省エネルギー講座 １２月８日（月）
高松商工会議所会館
２階大ホール

事業活動における省エネ行動等の取組みを促進するた
め、省エネの手法や効果を解説する「省エネルギー講
座」を開催します。

香川県
高松商工会議所

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

香
川
県

家庭の省エネ相談およびパネル展示 １２月１６日（火）～１９日（金） 高松市役所１階市民ホール

高松市が開催する「ストップ！地球温暖化」展において、
パソコン診断ソフトを利用した省エネ対策の提案や、環
境問題やウォームビズ等に関するパネル展示を行いま
す。

くらしの省エネ新エネ普及促進協
議会
香川県

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

高
松
市

ストップ！地球温暖化展 １２月１６日（火）～１９日（金） 高松市役所1階市民ホール

地球温暖化の現状や二酸化炭素などの温室効果ガス
排出量の状況を周知するとともに、身近にできる温暖化
防止対策などの紹介を行い、市民の地球温暖化防止に
対する意識の向上を図っています。

高松市
環境局 環境保全推進課
087－839－2393

高
松
市

第５回たかまつ緑のカーテン・コンテス
ト表彰式

１２月１８日（木）１４時３０分～
（1時間程度）

高松市役所1階市民ホール

身近な地球温暖化対策のひとつである「緑のカーテン」
の普及・促進を目的として毎年開催されている「たかまつ
緑のカーテン・コンテスト」において、優秀な取組みを
行った方を「ストップ！地球温暖化展」の中で表彰しま
す。

高松市
環境局 環境保全推進課
087－839－2393

丸
亀
市

冬至ライトダウン １２月２２日（月）
猪熊源一郎美術館
丸亀城
市役所庁舎

地球温暖化防止月間中の冬至の日を中心に丸亀市内
のライトアップ施設の消灯を行い、地球温暖化防止に対
する意識啓発を図るとともに省エネルギーの推進にも貢
献することを目的として実施する。

丸亀市
丸亀市生活環境部環境安全
課
0877-24-8836

坂
出
市

地球温暖化防止月間市民啓発用懸垂
幕の掲示

１２月 坂出市役所本庁舎
地球温暖化対策を推進する取り組みの一環として、地球
温暖化防止月間に懸垂幕の掲示による来庁者への啓
発に努める。

坂出市
市民生活部環境交通課
0877-44-5009

小
豆
島
町

広報記事掲載 １２月初旬 小豆島町全域
町内全戸に配布される、広報「しょうどしま」１２月号に、
「地球温暖化防止月間」にあわせて「地球温暖化問題」
に関する記事を掲載し、啓発に努めます。

小豆島町
企画振興部環境衛生課
0879-82-7008

愛
媛
県

みんなで出かけまシェアキャンペーン
（ウォームシェア）

１２月～２月 愛媛県内協力施設

電力需要期である冬季に、家族揃って快適に過ごせる
場所への外出を促す「ウォームシェア」キャンペーンを実
施。http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-
hp/theme/ondanka/dekakema-share/shisetsu-
boshu.html

愛媛県
県民環境部環境政策課
089-912-2349

愛
媛
県

ウォームビズえひめキャンペーン １１月～３月 愛媛県内市町、企業団体

冬季の適正暖房（20℃）と暖かい服装（重ね着）での勤
務を促すウォームビズの導入を県内企業・団体等に広く
呼びかけ。
http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-
hp/theme/ondanka/warmbiz/top.html#warmbiz

愛媛県
県民環境部環境政策課
089-912-2349
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愛
媛
県

バイオディーゼル燃料発電によるイル
ミネーション点灯

１２月６日（土）～１２月２１日（日）の毎週
土・日曜日及び１２月２３日（火）祝日

えひめこどもの城
（松山市）

イベント「ナイトファンタジー2014」におけるイルミネーショ
ンの一部を使用済み天ぷら油由来のバイオディーゼル
燃料発電により点灯、使用済み天ぷら油の回収コー
ナーも併せて設置します。

愛媛県
県民環境部環境政策課
089-912-2349

愛
媛
県

家族でリースづくり
１２月６日（土）～２３日（火）
の毎週土・日・祝日・月
（１２月２０日（土）のみ休み）

えひめエコ・ハウス
（松山市）

えひめエコ・ハウス周辺で取れる自然素材を使って、オリ

ジナルのリース
※

作りを行います。
※花・草・枝等で作る輪飾り
　　http://www.i-ecohouse.jp/

えひめエコ・ハウス
えひめエコ・ハウス
089-963-4811

高
知
県

地球温暖化防止　県庁ロビー展 １２月１５日（月）～１９日（金）
高知県庁本庁舎１階ロビー
（高知市丸ノ内１丁目２－２０号）

県民に広く温暖化対策について、関心と理解を深めても
らうことを目的に、「地球温暖化防止県庁ロビー展」を開
催する。

高知県
環境活動支援センターえこらぼ
（県委託事業）

高知県林業振興・環境部
新エネルギー推進課
088-821-4841

福
岡
県

企業向け省エネ・節電講座 １２月３日（水）、１１日（木）、１２日（金） 福岡県中小企業振興センター
事業所における省エネルギーの手法や事例を解説する
「企業向け省エネ・節電講座」を実施します。

福岡県省エネルギー推進会議
福岡県

福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356

福
岡
県

ふくおか省エネ・節電県民運動（検針票
を見てみよう！キャンペーン）

１２月～３月 福岡県全域

県民に電気の検針票を見ていただき、前年度や前月と
比較することで、省エネ効果を把握していただく運動で
す。
省エネ・節電宣言を行った県民に、省エネ・節電宣言証
（携帯ストラップ）を進呈し、協賛企業で商品の割引など
の特典を付与します。１２月～翌２月の電気使用量が、
前年よりも削減できた方や契約種別毎の平均的な電気
使用量を下回った方に、抽選で九州エコライフポイントや
協賛企業の提供商品を進呈します。

福岡県
福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356

北
九
州
市

北九州市環境首都検定 １２月１４日（日） 西日本総合展示場

北九州市独自の環境分野の検定を実施することにより、
市民の環境学習の機会を増やすとともに、環境意識の
向上や環境に関心を持つ市民の裾野を広げることを目
的としています。

北九州市
北九州市環境局
環境学習課
093-582-2784

北
九
州
市

冬の省エネ大作戦-
まちなか暖ラン

１２月～３月 市内一円

電力需要が高まる17時～20時に、家庭のエアコンやテレ
ビを消してお出かけして、まちなかの飲食店で料理を食
べながら家族のだんらんを楽しんではいかがですか。協
力飲食店でカードを提示するとお得なサービスを受けら
れます。

北九州市
北九州市環境局
環境未来都市推進室
093-582-2239

福
岡
市

冬の省エネキャンペーン2014 １２月～３月 市内全域

広報誌等の配布により、冬期における具体的な省エネ
対策、ノーマイカーやエコドライブの取組みについて啓発
を行います。また、ECOチャレンジ応援事業を推進し、電
気使用量削減などの省エネ行動に対しポイント付与を行
い、家庭での省エネを促進します。

福岡市
福岡市環境局
温暖化対策課
092-711-4282
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佐
賀
県

地球温暖化防止広報CM「ストップ！地
球温暖化劇場」

１１月～３月 佐賀県全域
県内全11局のケーブルTVで、「さがにわか」で地球温暖
化防止を啓発するCMを毎日放送

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

エコチャレンジ推進運動 １２月～１月 佐賀県全域
主に小学生を対象に、エコチャレンジシートにより省エネ
の取り組み実績を報告してもらう。報告者へは参加賞を
プレゼント

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

ブース出展等による啓発 １２月～１月（２回実施予定） 佐賀県各地
各地域のイベント等へ出展参加し、窓や照明に関する省
エネの取り組み内容を中心に啓発

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

冬のウォームエコライフ宣言事業所の
募集

１２月～３月 佐賀県全域

暖房時の室温20℃設定と、その暖房環境のなかで快適
に過ごすための省エネ対策を、事業所及び従業員のご
家庭で実践することを宣言していただく「冬のウォームエ
コライフ宣言事業所」を募集。実践を宣言していただいた
事業所には、登録証の交付とともに、ホームページで紹
介

佐賀県
環境課
0952-25-7079

長
崎
県

県下一斉ノーマイカー＆エコドライブ
ウィーク

１２月１０日（水）～１６日（火） 長崎県下

環境負荷の高いマイカー利用を自粛し、徒歩、自転車や
公共交通機関の利用あるいはエコドライブの励行等に
取り組む。
http://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/
oshirase/114571.html

長崎県、ながさき環境県民会議
未来環境推進課
095-895-2512

長
崎
県

節電・省エネセミナー １２月中旬 長崎電気ビル（予定）
事業者等の省エネ・節電意識の向上や対策の強化に向
けて、事業者等が省エネに取り組む具体的な方策や先
進事例等を紹介する。

長崎県
未来環境推進課
095-895-2512

大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会２０
１４

１２月１６日（火） ホルトホール大分

毎年開催で、地球温暖化防止活動を推進する取組の一
環です。講演会、家庭の省エネ大賞・おおいた低炭素杯
表彰式及び低炭素活動事例の発表を行います。
　講師：環境省地球環境審議官　関　荘一郎

大分県、大分県地球温暖化防止
活動推進センター

地球環境対策課
097-506-3034

宮
崎
県

「エコギャラリー」の設置 １２月８日（月）～１４日（日） 宮崎県庁本館１階

地球温暖化防止月間に合わせ、庁舎に「エコギャラリー」
を設置する。パネルや環境関連の啓発グッズの展示を
行い、来庁する県民の方々や職員に対し、地球温暖化
防止についての理解を深めていただくとともに、一人ひと
りの自主的な行動に結びつけてもらう。

宮崎県
環境森林課
0985-26-7084

宮
崎
県

県立図書館パネル展 １２月９日（火）～２１日（日） 宮崎県立図書館

地球温暖化防止月間に合わせ、県立図書館のロビーを
活用してパネル展を実施する。県立図書館と連携し、パ
ネルや環境関連の啓発グッズの展示の他、環境に関す
る書籍の紹介等を行い、来館する県民の方々に対し、地
球温暖化防止についての理解を深めていただく。

宮崎県
（県立図書館、環境森林課）

環境森林課
0985-26-7084
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宮
崎
県

平成26年度宮崎県温室効果ガス排出
抑制事業者表彰

１２月下旬 宮崎県庁

地球温暖化防止に関する事業者の意欲を高め、県民の
関心と理解を深め、地球温暖化防止活動をより一層推
進することを目的として、宮崎県内の事業活動における
温室効果ガスの排出抑制に関し、他の事業者の模範と
なる特に優れた取組をした事業者に対して知事表彰を
行います。

宮崎県
環境森林課
0985-26-7084

鹿
児
島
県

地球温暖化防止月間パネル展示 １２月１３日（土）～１月５日（月） 鹿児島県庁18階
12月の地球温暖化防止月間にあわせて、地球温暖化に
ついて考えるきっかけとなるよう地球温暖化に関する県
の施策等を紹介するパネル展示を実施する。

鹿児島県
県地球温暖化対策課
099-286-2586

鹿
児
島
市

地球温暖化防止月間企画展 １２月９日（火）～２７日（土） かごしま環境未来館
かごしま環境未来館において、12月の地球温暖化防止
月間にあわせて、地球温暖化について考え、行動を起こ
すきっかけとなるよう企画展を開催する。

鹿児島市
鹿児島市環境協働課
099-806-2523

鹿
児
島
市

環境子どもサミット １２月７日（日） かごしま環境未来館
子どもたちが環境学習や環境保全活動について発表
し、子どもたち自身が具体的な行動に踏み出せるよう、
環境子どもサミットを開催する。

鹿児島市
鹿児島市環境協働課
099-806-2523

鹿
児
島
市

緑のカーテンコンテスト表彰式 １２月７日（日） かごしま環境未来館
家庭や職場などで作られた「緑のカーテン」について、各
部門別（家庭・事業所・団体）に優れた取り組みを表彰す
る。

鹿児島市
鹿児島市環境協働課
099-806-2523

鹿
児
島
市

環境フォトコンテスト表彰式 １２月７日（日） かごしま環境未来館
「鹿児島市の環境」（自然環境・生き物・人と自然との共
生など）をテーマに撮影された写真について、各部門別
（初心者・一般）に表彰する。

鹿児島市
鹿児島市環境協働課
099-806-2523

霧
島
市

霧島市10万本植林プロジェクト １２月２２日（月）～２３日（火） 国分上野原台地

10万本植林プロジェクトとは、自然環境の保全・再生、地
球温暖化対策や環境学習の一環として、伐採跡地など
を地域本来の植生である照葉樹に転換しようとするもの
です。
横浜国立大学名誉教授の宮脇昭先生が提唱されている
混植密植の方法により、市民や企業、各種団体と共生
協働し、市民一人あたり1本を目安に10年間で10万本の
植林に取り組みます。

霧島市・霧島市10万本植林プロ
ジェクト実行委員会

霧島市生活環境部環境衛生
課
0995-64-0961

沖
縄
県

地球温暖化防止月間パネル展 １２月８日（月）～１２日（金） 沖縄県庁1階ロビー
地球温暖化防止月間における普及啓発の一環として、
県庁ロビーにて地球温暖化防止に向けた各種取り組み
を紹介するパネルを展示する。

沖縄県
環境政策課
098-866-2183
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１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

九
州
全
域

九州エコライフポイント事業 １２月～２月 九州全域

家庭や地域における地球温暖化防止対策を推進するた
め、九州各県及び経済団体、企業等が協同で実施する
事業で、節電の取組みや環境保全活動への参加、省エ
ネ製品等の購入をされた方に、九州の店舗等での買い
物に利用できるポイント券を交付します。
http://q-ecolife.com/

九州炭素マイレージ制度推進協
議会

大分県生活環境部
地球環境対策課
097-506-3034
福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356
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