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いわてＣＯ２ダイエット大作戦・エコトー
クショー

12月2日 江釣子ショッピングセンター

県内で地球温暖化防止に取り組んでいる方と民放各局
のアナウンサーの出演によるエコトークショーを行いま
す。

http://www.iwate-co2diet-daisakusen.jp/what.html

岩手県
岩手県環境生活部資源エネ
ルギー課
019-629-5266

いわてＣＯ２ダイエット大作戦・エコトー
クショー

12月9日
イオン盛岡南ショッピング
センター

県内で地球温暖化防止に取り組んでいる方と民放各局
のアナウンサーの出演によるエコトークショーを行いま
す。

http://www.iwate-co2diet-daisakusen.jp/what.html

岩手県
岩手県環境生活部資源エネ
ルギー課
019-629-5266

茨
城
県

冬の省エネキャンペーン
１２月１日から３月３１日ま
で

県内全域

暖房による電気使用量が多い冬季に，省エネ等に関す
る普及啓発を重点的に実施することによ　り，県民のエコ
ライフ意識の醸成と実践活動の促進を図るとともに，県
内事業者による環境保全　の取組を促進し，県民，事業
者及び行政が一体となった地球温暖化防止活動を推進
する。

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

環境政策課
029-301-2939

新聞広告掲載 11月25日 下野新聞
地球温暖化の現状や今後予測される影響、身近にでき
る地球温暖化防止活動の実践を呼びかける内容の新聞
広告を掲載します。

栃木県
環境森林政策課
地球温暖化対策室
028-623-3187

ＡＭラジオスポット放送 12月1日～31日 栃木県内
身近にできる地球温暖化防止活動の実践を呼びかける
内容のラジオスポット放送を実施します。

栃木県
環境森林政策課
地球温暖化対策室
028-623-3187

ＦＭラジオスポット放送 12月1日～31日 栃木県内
身近にできる地球温暖化防止活動の実践を呼びかける
内容のラジオスポット放送を実施します。

栃木県
環境森林政策課
地球温暖化対策室
028-623-3187

地球温暖化防止キャンペーン
『エコライフフォーラム』

12月1日
栃木県産業創造プラザ
（宇都宮市刈沼町）

温暖化の影響により水没が危ぶまれている島国“ﾂﾊﾞﾙ”
の最新映像を見ていただきながら、地球温暖化の現状と
地球環境の危機、そして、私達にできる行動について考
えていただく講演会を開催します。

栃木県
栃木県地球温暖化防止活動推進
センター
とちの環県民会議

環境森林政策課
地球温暖化対策室
028-623-3187

地球温暖化と太陽光発電等に関するパ
ネル展示

12月3日（月）～28日（金）
県庁新庁舎１階ロビー
展示コーナー

地球温暖化問題と、太陽光発電等に関するパネル展示
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kankyokeikaku/on
danka/event/200712.html

神奈川県

神奈川県 環境農政部
環境計画課 地球温暖化対
策班
045-210-4076

平成19年度かながわ地球環境賞表彰 12月9日（日） かながわ労働プラザ
地球環境保全に向け、「新アジェンダ２１かながわ」に定
める中期的な行動計画に沿った実践的な活動を行って
いる個人又は団体を表彰するもの。

神奈川県
かながわ地球環境保全推進会議

神奈川県 環境農政部
環境計画課 アジェンダ推進
班
045-210-4065

岩
手
県

神
奈
川
県

栃
木
県
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平成19年度環境にやさしいくらし自由
研究・実践レポートコンクール表彰

12月9日（日） かながわ労働プラザ

一人ひとりが自らの創意工夫と責任で環境に配慮した行
動を実践するため、県内の小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校に在学する児童・生徒を対象に募集してい
る「環境にやさしいくらし」をテーマとした自由研究・レポー
トについて、優れたものを表彰するもの。

神奈川県
かながわ地球環境保全推進会議

神奈川県 環境農政部
環境計画課 アジェンダ推進
班
045-210-4065

映画「不都合な真実」上映会 12月9日（日）
藤沢産業センター　６Ｆ　特
設会場

映画「不都合な真実」の上映（無料、先着順）
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kankyokeikaku/ec
obox/event/2007/200712.html

藤沢市地球温暖化対策地域協議
会

【事務局】藤沢市環境管理課
内
0466-50-3529

ストップ　温暖化展
～親子で考える地球温暖化～

12月2日（日） 伊勢原市民文化会館

次世代を担う子どもたち、親、そして教師と一緒に地球温
暖化を考え、温室効果ガス抑制を実践するきっかけづく
りとして、工作教室、ソーラークッカー等の実演体験、地
球温暖化に関する展示を行う。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kakuka/keizai/kank
yo/stop_ondankaten.htm

伊勢原市
いせはら環境市民ネットワーク

伊勢原市環境保全課
0463-94-4711

新
潟
県

新潟県エコドライブ運動 11月1日～12月31日 新潟県内

「エコドライブ推進月間」及び「地球温暖化防止月間」に
おいて、県民に対し地球温暖化対策の普及啓発を図る
ため、「ふんわりアクセルｅスタート」や「アイドリング・ス
トップ」などのエコドライブの励行について呼びかけを行っ
ています。

新潟県
環境企画課
025-280-5339

富
山
県

富山県地球温暖化防止県民大会 12月16日
富山県総合福祉会館
サンシップとやま　福祉
ホール

地球温暖化防止に向け、県民一人ひとりの具体的な行
動を促すため、地球温暖化防止に顕著な取組みを行っ
ている個人・団体・企業を表彰するほか、体験型のイベン
トや活動発表を通じて地球温暖化防止の普及啓発を行
う。

富山県、富山県地球温暖化防止
活動推進センター、環境とやま県
民会議

環境政策課
076-444-8727

白山市ＣＯ２ダイエット作戦
12月８日（土）～12月14日
（金）

市内各家庭

家庭生活からのＣＯ２削減を対策メニューで示し、実施呼
びかけと実施結果の取りまとめ、削減量の算出などの評
価を行う。
もって、市民へ地球温暖化防止行動の実施と啓発を行
う。

白山市
白山市環境課
０７６－２７４－９５３８

小松市１１万人、地球エコの日（１） 12月22日（土）
こまつ芸術劇場「うらら」
大ホール

映画「不都合な真実」上映会（開始13:30、及び15:30）の
実施 こまつ環境パートナーシップ

小松市環境企画課
0761-24-8067

小松市１１万人、地球エコの日（２） 12月22日（土） 市内各家庭
冬至の夜19時から21時の時間帯に各家庭で「ワンルー
ム団らんナイト」の実践を呼びかけ、実施する。

こまつ環境パートナーシップ
小松市環境企画課
0761-24-8067

愛
知
県

あいち地球温暖化防止戦略・あいち新
世紀自動車環境戦略推進大会

12月13日 中電ホール

「あいち地球温暖化防止戦略」及び「あいち新世紀自動
車環境戦略」について広く県民、事業者の皆様に周知す
るとともに、その推進を図るため推進大会を開催します。
http://www.pref.aichi.jp/0000007322.html

愛知県
環境部大気環境課地球温暖
化対策室
052-954-6242

神
奈
川
県

石
川
県
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ストップ地球温暖化府民運動推進事業 12月16日 府内１２か所

大阪府地球温暖化防止活動推進員が、地域の情報拠点
であり、多くの方が利用するコンビニエンスストアの店頭
等で、来店客に地球にやさしい行動（エコアクション）を呼
びかけます。
（この事業は、大阪府と大阪府地球温暖化防止活動推進
センターが、「大阪府エコ店舗普及推進協議会」に参画す
るコンビニエンスストア７事業者の協力を得て、本年６月
から毎月１６日の「ストップ地球温暖化デー」に実施して
いるものです。）
１２月の地球温暖化防止月間には、コンビニエンスストア
に加え、江坂駅前、和泉中央駅前のターミナル駅でもエ
コアクションを呼びかけます。（コンビニエンスストアと江
坂駅前は、雨天の場合、翌日の１７日に順延）
詳しくはホームページをご覧ください。　http://osaka-
midori.jp/ondanka-c/jigyo/stop/

大阪府
大阪府地球温暖化防止活動推進
センター（財団法人大阪府みどり
公社）

06-6944-9207
06-6266-1271

とよなか市民環境展2007 12月7 日～8日
豊中市立市民会館（豊中
市曽根東町3-7-1）

市民団体、事業者、行政が日頃の環境活動・事業の成
果を披露、発信します。
テーマ：来て、見て、遊んで 考えよう ―地球環境のことを
―http://www5b.biglobe.ne.jp/~toyonaka/

NPO法人とよなか市民環境会議
アジェンダ21

06-6863-8792

省エネ家電フェア・太陽光発電フェア 12月1日 宝塚市立東公民館

省エネ家電の普及促進を図るため白熱球と電球型蛍光
灯の消費電力の比較、パネル展示やパンフレットの配布
など省エネ家電の普及を図る。・ミニソーラーカーや小型
の太陽電池モジュールを展示し、実際に発電の様子を見
て感じさせ、さらにパネル展示やパンフレットの配布を通
じて住宅用太陽光発電設置普及にかかる啓発活動を行
う。

兵庫県健康生活部環境管理局
  大気課

078-341-7711

Ｇ８環境大臣会合プレイベント
地球温暖化防止に関する講演会

12月10日 アルカイックホール・オクト

企業活動や身近な日常生活の中でもできる地球温暖化
防止の取り組みについて、染野憲治氏（環境省地球環境
局国民生活対策室長）による講演とノーベル平和賞受賞
の対象となった映画「不都合な真実」の上演を行う。

阪神南県民局・大気環境保全連
絡協議会阪神南支部
阪神北県民局・大気環境保全連
絡協議会阪神北支部
（財）ひょうご環境創造協会

06-6481-4658

地球温暖化防止の取り組みパネル展 12月10日～14日 北播磨県民局本館ロビー

地球温暖化防止に関するパネル展示

北播磨県民局県民生活部環境課 0795-42-5296

環境大臣会合プレイベント・ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙ
ｷﾞｰ導入推進事業
地球温暖化防止対策フォーラム『沈む
国』と淡路島 ～ヒーローになりきれな
かったオジさんたちがおりなす正義の
物語～ まかしときや！オレたちが地球
を救う

12月16日 洲本市五色町文化ホール

地球温暖化をもっとも身近に感じている場所であるツバ
ル。地球温暖化の影響を受け、沈みゆくツバルの島に暮
らす人たちがどのような思いで住み続けているのかを
テーマにした講演や、世界における地球温暖化対策の状
況報告、パネルディスカッションを通して、島として温暖化
防止に対し、ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの導入や普段の生活の中で
の工夫など、何ができるのかを考える機会とする。

淡路地域ビジョン委員会環境立島
推進グループ・淡路県民局

0799-26-2072

大
阪
府

兵
庫
県
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マイ・バッグ・キャンペーン 10月１日～12月31日 県内全域

買い物の際に、買い物袋を持参する運動「マイ・バッグ・
キャンペーン」を県民（消費者）及び事業者（流通業者）に
呼びかけ、それぞれの立場で実践活動を行うことにより、
ごみ減量化の推進を図る。

兵庫県５Ｒ生活推進会議、各地域
５Ｒ生活推進会議、ひょうごレジ袋
削減推進会議、兵庫県

環境整備課
（循環型プロジェクト係）
078-362-3280

「不都合な真実」映画会 11月30日 明石市民会館大ホール

12月の「地球温暖化防止月間」に向けて、今年のノーベ
ル平和賞を受賞するアル・ゴア元アメリカ合衆国副大統
領によるドキュメンタリー映画「不都合な真実」の映画鑑
賞会を実施します。地球のために何ができるのか、みん
なで考えましょう。

明石市環境部
  地球環境課

078-918-5029

環境セミナー２００７ 12月16日
あかし男女共同参画セン
ター
（アスピア明石北館7階）

明石地域の地球温暖化防止活動推進員・協力員の主催
により、主に大人の方を対象とした環境セミナー２００７を
開催します。食と環境問題等についての講演を予定して
います。 兵庫県地球温暖化防止活動推進

員・協力員（明石）
明石市地球環境課
078-918-5029

丹波市マイバッグ持参運動啓発 12月1日 市内各店舗

丹波市では地球温暖化対策を推進する取組の一環とし
て、毎月1日をノーレジ袋・マイバッグ持参の日として、兵
庫県地球温暖化防止活動推進員さんと協力して運動を
実施しています。

丹波市・兵庫県地球温暖化防止
活動推進員並びに同協力員

丹波市環境政策課
0795-82-1290

サンホールシネマ（映画）「不都合な真
実」＆講演会

12月1日
宍粟市山崎文化会館（サ
ンホールやまさき）

市民向けに地球温暖化対策の為の普及啓発を実施し、
映画とあわせて講演会を実施する。

不都合な真実を上映する宍粟市
民の会・財団法人山崎文化振興
財団・宍粟市

宍粟市山崎文化会館
0790-62-5300

しみん環境フォーラム２００７
環境パネル展

12月 1日（環境ﾌｫｰﾗﾑ）
12月 1日～ 6日(環境ﾊﾟﾈﾙ
展)

兵庫県　宝塚市
宝塚市立東公民館

宝塚市と環境都市宝塚推進市民会議では、環境問題へ
の関心を高めることを目的として、市民を対象に地球温
暖化防止月間である１２月に、市内の環境保全団体の活
動や小学校の環境学習の取組等の発表、環境パネル展
を行っています。

宝塚市
環境都市宝塚推進市民会議

環境管理課
0797-77-2072

奈
良
県

ストップ温暖化県民運動パネル展
①１２月３日～７日
②１２月２５日～２８日

①奈良県広域地場産業振
興センター　県政情報サロ
ン
②奈良県庁　県民ホール

奈良県ストップ温暖化県民運動についてイラスト等で説
明したパネルの展示、パンフレット等の啓発物品の配
付、ポスター展示。
詳細は奈良県の環境情報サイト「エコなら」に掲載してい
ます。http://www.eco.pref.nara.jp/

奈良県
環境政策課
0742-27-8733

兵
庫
県
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奈
良
県

エコな～らフェスタ　～ストップ温暖化広
場～

１２月８日～１４日
ならファミリー１階らくだ広
場

「エコな～ら大作戦～私もできるストップ温暖化～」をテー
マに、毎月２０日の「な～らの日（ストップ温暖化県民の
日）」に合わせ、パネル展、風力発電、自転車発電、環境
カルタ等のイベントを行います。
１２月８～９日はNHK環境ビデオシアター（地球だい好き
環境キャンペーン）併催。

奈良県
環境政策課
0742-27-8733

奈
良
県

大気汚染防止推進月間及び地球温暖
化防止月間の広報活動

１２月
広く市民に啓発するため、市広報紙に大気汚染防止推
進月間、地球温暖化防止月間の趣旨を掲載するととも
に、市役所本庁舎等においてパネル展を開催します。

奈良市
環境保全課
0742-34-1111

和
歌
山
県

京都議定書第一約束期間にむけた
カウントダウン！
～クリスマス・イブ　開始まであと９９日
～

2007年4月22日アース
デー・地球環境保全を考え
る日～「京都議定書」約束
期間の開始日（2008年4月
1日）まで

和歌山県

　県下で最も通行者数の多いＪＲ和歌山駅前と南海和歌
山市駅前に設置されている「電光ニュース」を通じて、地
球温暖化防止に向けた啓発メッセージとともに、京都議
定書第１約束期間に向けたカウントダウン表示を行って
いる。
　クリスマス・イブに当たる１２月２４日は、開始まで「あと
９９日」となることから、県では「今年のクリスマスはロハ
スに過ごしましょう」と呼びかけている。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/news/shiryo.php?sid=61
32

和歌山県
環境生活総務課
073-441-2690

島根県地球温暖化対策推進大会 12月1日 くにびきメッセ「国際会議場」

財）島根ふれあい環境財団20　情報ぼっくす

http://www.shimane-furekan.or.jp/johobox-
sys/view/view.cgi?v=3&kjc=85#85

島根県・島根県地球温暖化対策
推進協議会

島根県環境政策課
0852-22-6742

地球温暖化防止パネル巡回展 12月1日～28日

安来市、益田市、松江市、
浜田市、雲南市、江津市、
出雲市、大田市、島根県本
庁舎といきいきプラザ島根

地球温暖化防止の啓発パネル(約１０枚）を展示する
併せて、エコワットモニターを募集する

島根県
島根県環境政策課
0852-22-6742

映画「不都合な真実」の上映 12月12日、15日、23日

島根県民会館中ホール(松
江）
島根県立大学ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
ﾎｰﾙ(浜田）
グラントワ　ホワイエ(益田）

映画『不都合な真実』の上映

島根県、島根県地球温暖化対策
推進協議会、環境とエネルギーを
考える消費者の会、財）島根ふれ
あい環境財団21

島根県環境政策課
0852-22-6742

アースキーパーの集い～ＳＴＯＰ！温暖
化ＯＫＡＹＡＭＡ～

12月22日
岡山コンベンションセン
ター　ママカリフォーラム

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?se
c_sec1=28

岡山県
岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

岡山県環境政策課
086-226-7297

ＳＴＯＰ！温暖化ＯＫＡＹＡＭＡ
美しき島からのメッセージ　トークショー
＆ライブ

12月22日
岡山コンベンションセン
ター　ママカリフォーラム

http://www.kankyo.or.jp/
岡山県地球温暖化防止活動推進
センター
(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
086-224-7272

島
根
県

岡
山
県
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地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

山
口
県

冬のエコスタイル・エコドライブキャンペー12月1日～２月29日 全県下

山口県では、平成18年３月に策定した「地球温暖化対策
地域推進計画」に基づき、「冬のエコスタイル・エコドライ
ブキャンペーン」に取り組むこととしています。特に、１２
月は「地球温暖化防止月間」であることから、「ノーマイ
カー通勤強調月間」として、取り組むこととしており、特
に、12月21日を「重点ノーマイカーデー」に設定し、県庁
職員（本庁のみ）が重点的に取り組みます。

山口県・全市町
環境政策課温暖化対策班
083-933-2690

Stop！地球温暖化～みんなでやろう
よ。地球に『ええこと』Partｙ～

12月2日 香川県県民ホール

地域レベルでの地球温暖化防止活動をより一層推進す
るため、県内各地から公募で集まったＣＯ２削減のため
の活動事例の紹介などを行います。グリーン電力証書シ
ステムを利用して、会場で使用する電力のすべてにグ
リーン電力を使用します。
http://www5.ocn.ne.jp/~k-ecc/eecoto/eecoto.htm
（温暖化対策「一村一品・知恵の環づくり」事業）

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）
【共催】香川県、エコライフかがわ
推進会議

香川県地球温暖化防止活動
推進センター
087-822-2822

KAGAWAラブアース･フェスタ
「キャンドルナイトファンタジー」

12月22日

12月23日

サンポート高松

高松中央商店街

キャンドルを使ったオブジェの展示審査、コンサートなど
のほか、ろうそくのイラストレーション、商店街一帯での
キャンドル点灯を行い、スローライフを呼びかけます。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0710/071005.ht
m

キャンドルナイト・ファンタジー実行
委員会（構成：香川県、経済団体、
環境団体、その他各種団体等）
【共催】香川県地球温暖化防止活
動推進センター（(財)香川県環境
保全公社）、エコライフかがわ推進
会議

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

KAGAWAラブアース・フェスタ講演会 12月23日 かがわ国際会議場

清掃登山をはじめとする環境活動に積極的に取り組み、
テレビなどでもおなじみのアルピニスト野口健さんをお迎
えして、講演会を開催します。 より多くの方に地球温暖
化問題を考えていただくきっかけとします。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0711/071100.ht
m

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）、香川県

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215
香川県地球温暖化防止活動
推進センター
087-822-2822

KAGAWAラブアース･フェスタ
「ストップ温暖化。地球を想うくらし」展

12月22日～23日
サンポートホール高松
コミュニケーションプラザ

地球温暖化と関係して起こっている現象や、県内で実施
されている温暖化対策の取組み等を紹介するパネルを
制作し、展示会を行います。地球温暖化防止と再生可能
エネルギーの普及啓発のために生まれたキャラクター
「そらべあ」の絵本のパネル展示等を実施します。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0710/071005.ht
m
（香川県地球温暖化防止活動推進センター開設記念事
業）

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）、香川県
【共催】エコライフかがわ推進会議

香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215
香川県地球温暖化防止活動
推進センター
087-822-2822

広報誌掲載
【特集】STOP！地球温暖化

12月号
みんなの県政THEかがわ
（平成19年12月）

地球温暖化の現状と課題、そして官民の温暖化対策の
取組みを紹介、地球温暖化対策の重要性を伝えるととも
に、県民に身近でできる温暖化対策の実践を呼びかけま
す。
http://www.pref.kagawa.jp/kohosi/

香川県
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

ラジオ広報 12月 香川県内

「12月は地球温暖化防止月間です！」をテーマに、ラジオ
広報番組「こんにちは香川県です」で県民に地球温暖化
防止に関する啓発を行います。
http://www.pref.kagawa.jp/kocho/radio.shtml

香川県
香川県環境森林部環境政策
課
087-832-3215

香
川
県

ライトダウンキャンペーン 12月23日

丸亀市役所庁舎
丸亀城
丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館

　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
丸亀市役所環境課
0877-24-8836

香
川
県

6／11



地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

広報誌掲載
「家庭でできる温暖化対策」

12月号
広報うたづ
（平成19年12月）

温暖化防止のために家庭で実践できる１０の取り組みを
掲載。

宇多津町
宇多津町住民生活課
0877-49-8000

広報誌掲載 １２月号 市内、全世帯

「12月は地球温暖化防止月間です！」をテーマに、市民
に地球温暖化防止行動を呼びかけます。

善通寺市
市民部生活環境課
0877－63－6307

高
知
県

温暖化防止ロビー展 １２月３日～１４日 高知県庁玄関ロビー

地球温暖化の現状や、高知県の各地で行われている温
暖化防止の取組みをパネルを使って紹介します。また、
家庭でできる取り組み等を啓発し、地球温暖化防止をよ
びかけます。

高知県、高知県温暖化防止活動
推進センター

高知県循環型社会推進課
088-823-9792

平成１9年度長崎県地球温暖化防止活
動推進員交流会

12月2日
長崎県環境保健研究セン
ター

地球温暖化防止活動推進員として、知識や考え方の共
有化、情報の交換及びネットワーク作り等を目的として基
調講演や分科会を行う全体交流会を開催する。

長崎県
長崎県環境政策課
095-895-2353

地球温暖化防止キャンペーン
アイドリングストップ街頭パレード

12月15日
長崎県長崎市浜町アー
ケード

長崎県地球温暖化対策協議会、地球温暖化防止活動推
進員及び関係団体等による街頭キャンペーン、アイドリン
グストップ街頭パレードを行い、普及啓発を実施する。

長崎県
長崎県環境政策課
095-895-2353

地球環境保全ポスターの展示 １２月
長崎県長崎市、佐世保市
のデパート

小学生、中学生を対象に募集した「地球環境保全ポス
ター」の入選作品の展示を行う。

長崎県
長崎県環境政策課
095-895-2353

こどもエコフェスタ２００７ 12月2日 熊本県環境センター

こどもエコクラブの代表と、来場の皆さんを交えて行う環
境サミットのほか、活動報告や絵画コンクール表彰式、
展示コーナー、体験イベントなどを同時開催する総合環
境イベント

http://www.kumamoto-eco.jp/kankyocenter/index.html

熊本県
熊本県環境センター
０９６６－６２－０３２２

地球温暖化防止月間パネル展 12月３日～１２月２８日 熊本県庁ロビー　　　　　
○地球温暖化防止月間にあわせ、県民の意識を高め、
省エネ・省資源の取組みを促進するため、県庁ロビーに
てパネル展示を行う。

熊本県
熊本県環境政策課環境立県
推進室
０９６－３３３－２２６６

「ライトダウンinやっちろ　２００７」 12月25日 八代市内

地球温暖化防止のための具体的な行動を喚起するた
め、八代市内商業施設のネオンや家庭の電気の一斉消
灯を呼びかけ、省エネについて考えるキャンペーンを実
施する。

地球温暖か防止を八代から世界
へ

熊本県産業廃棄物協会八代
支部　事務局
０９６５－４６－１２６４

大
分
県

ストップ！地球温暖化講演会 12月4日
別府ビーコンプラザ　フィル
ハーモニアホール

　第１回アジア・太平洋水サミットオープンイベントとして、
ノンフィクション作家　山根一眞氏を迎え、地球温暖化問
題の現状や、地球温暖化防止の取組について考えるた
め、 講演会を開催する。
http://www.pref.oita.jp/13000/stop/index.html

大分県
生活環境企画課
097-506-3021
kankyo-info@pref.oita.lg.jp

香
川
県

長
崎
県

熊
本
県
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地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

大
分
県

公共交通機関の利用促進（ノーマイ
カーデー）ラジオスポット放送

12月3日～14日
大分県内
（OBS大分放送、ＦＭ大分）

地球温暖化防止の視点から公共交通機関の利用促進
（ノーマイカーデー）を呼びかけるラジオスポットを実施す
る。

大分県
生活環境企画課
097-506-3021
kankyo-info@pref.oita.lg.jp

「一村一品知恵の環づくり」どんげか
すっど！温暖化　宮崎県代表選考会

12月2日 宮崎県立図書館

宮崎県内で地域や事業所・団体で取り組んでいる「温暖
化防止策」で一次選考を勝ち抜いた５組の事例のプレゼ
ンテーションを実施し、その中から宮崎県代表を選出す
る。

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

宮崎県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL 0985-60-3911

ブラックイルミネーション２００７inXmas 12月22日 県内各地
消灯キャンペーン
県内数カ所で、廃油キャンドルの点灯などのイベントを実
施する

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

宮崎県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL 0985-60-3911

地球温暖化防止パネル展 １２月１０日～１４日
鹿児島市役所東別館市民
ギャラリー

地球温暖化対策啓発用パネルの掲示やパンフレットの
配置により、市民の意識啓発を図るとともに、懸垂幕を公
共施設へ掲出する。

鹿児島市
環境政策課
099-216-1296

かごしま市地球温暖化フォーラム １２月１６日 サンエールかごしま
企業における地球温暖化対策を促進するため、鹿児島
市環境アドバイザーによる講演、企業による先進的な事
例発表及び意見交換を行う。

【主催】かごしま市地球温暖化
     　　対策地域協議会
【共催】鹿児島市

環境政策課
099-216-1296

エコドライブ講習会 １２月１６日
鹿児島県運転技能向上セ
ンター

市内企業の安全運転管理者等を対象に実践的なエコド
ライブ講習会を開催する。

かごしま市地球温暖化対策地域
協議会

環境政策課
099-216-1296

映画「不都合な真実」上映会＆地球温
暖化防止セミナー

12月11日
沖縄県立博物館・美術館
講堂

①映画「不都合な真実」上映会
②地球温暖化防止セミナー「楽しく取り組むエコライフ」

沖縄県、気候アクションセンターお
きなわ

沖縄県環境政策課
098-866-2183

温暖化対策推進月間パネル展
12/10～12/14
9：00-17：00

沖縄県庁
１階ロビー

①沖縄県　主催パネル展
②気候アクションセンターおきなわ　パネル展（民生部門
対策）
③沖縄電力の取り組み　パネル展

沖縄県
共催：気候アクションセンターおき
なわ

沖縄県環境政策課
098-866-2183

環境講演会「地球温暖化とわたしたち
のくらし」～気象からわかる身近な危機
～

平成19年12月17日 エルパーク仙台（仙台市）

気象予報士が、地球温暖化の私達のくらしへの影響や、
一人ひとりの温暖化防止の取組みの重要性について講
演します。 仙台市

仙台市環境局環境都市推進
課
022-214-8242

環境講演会「気軽でお得な自分流エコ
ライフ」～環境に配慮する人になるため
に～

平成19年12月20日
仙台市市民活動サポート
センター（仙台市）

環境カウンセラーが、日頃のくらしの中で取り組める「気
軽でお得なエコ」「環境にやさしい生活」の具体例等をも
とに、私たちのくらしがもたらす環境への影響や、環境に
配慮した生活のアイデア等について講演します。 仙台市

仙台市環境局環境都市推進
課
022-214-8242

仙
台
市

宮
崎
県

沖
縄
県

鹿
児
島
県
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地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧

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

「体験！燃料電池自動車」出前講座 12月1日～12月20日 市内小学校
小学校で実際に燃料電池自動車を見たり、試乗したりす
ることにより、地球温暖化問題について学ぶ出前講座を
実施する。

名古屋市
環境局交通公害対策課
052－972－2682

「なごやエコキッズ」体験研修会 12月4日 鶴舞公園

幼稚園・保育園の職員を対象に環境カウンセラーと一緒
に自然の中で実際に見たり聞いたり触れたりという体験
や、他園との交流、情報交換を行うなど、地球温暖化問
題をはじめとする環境問題について学習し、園等での地
球温暖化対策等の活動に役立てる体験研修会を実施す
る。

名古屋市
環境局環境都市推進課
052－972-2661

なごや子ども環境会議 12月25日 名古屋市教育センター

小中学生対象。全国の政令指定都市の児童・生徒を招
き、分散会として、本市の児童・生徒は、地球温暖化の防
止を目的とした学校での子どもの自主的な環境活動であ
る「なごやスクールISO」取組を、各都市の児童･生徒はそ
れぞれの学校での環境活動をは発表し,意見交換する。
また、全体会として本市の子どもが「エコフレンドシップ事
業」として編成された「環境未来探検隊」の成果を発表す
る。本市の子どもたちで編成された「環境未来探検隊」
は、夏に阿蘇と北九州市に派遣され、阿蘇草原の再生の
取組や曽根干潟について学んだ。

名古屋市
環境局環境都市推進課
052－972-2661

「京都議定書記念シンポジウム」
～地球温暖化防止京都会議（COP3）開
催10周年記念事業～

12月1日 国立京都国際会館

http://www.city.kyoto.jp/sogo/bagw/kohos/200710
12-02.pdf 京都府，京都市，京都商工会議

所，社団法人京都工業会
地球温暖化対策室
075-211-9281

こどもエコクッキング 12月1日（土）　12月9日（日）京エコロジーセンター ・旬の食材についてのお話　・クッキングの実施 京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京エコシアター 12月2日（日）12月16日（日）京エコロジーセンター
環境に関するビデオ（実写映像・アニメ）の上映を行う。
終了後，館内展示の紹介を行う。

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

松ぼっくりでクリスマスツリーをつくろ
う！

12月2日（日） 京エコロジーセンター
・リサイクルについてのお話・残り布や拾ってきた松ぼっく
りを利用したクリスマスツリーづくりを実施

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

リサイクル体験「紙すき教室」 12月15日（土） 京エコロジーセンター

・リサイクルについての講義
・古紙や牛乳パックを溶かし，紙すきをすることによりは
がきを作る。

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

冬のエコセン映画会 12月16日（日） 京エコロジーセンター 映画「オープン・シーズン」の上映 京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

名
古
屋
市

京
都
市
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地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間の行事一覧
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エコウッドカーリング＆パズル 12月16日（日） 京エコロジーセンター
エコ・ウッドカーリングの実施，北山杉の間伐材を利用し
た立体パズルを体験する。

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

クリスマスエコフェスタ２００７ 12月24日（日） 京エコロジーセンター

環境ボランティア・エコメイトによるイベント。自転車発電
によるクリスマスツリーの点灯や聖歌隊によるコンサー
ト、エコメイトによる環境に関して学ぶことが出来るゲーム
などを行う。

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

環境人形劇 12月24日（日） 京エコロジーセンター

＊クマさんの紙芝居と人形劇
 *クマさんのたべものゲーム（紙に描いてあるクマの食べものを
子供たちがえらんで、白板に貼って行く）
おみやげ：サンタクロースに扮したJEEメンバーがクマのパンフ
レット、サンタクロースのクリスマスカード、どんぐりの実を配りま
す。

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

地球温暖化防止
パートナーシップフェア

12月1日(土) クレオ大阪中央

市民、環境NPO・NGO、事業者、行政等が一体となって
地球温暖化防止活動を推進する「なにわエコ会議」と大
阪市が共催で、地球温暖化の問題をともに考えるフェア
を開催する。

大阪市・
なにわエコ会議

大阪市環境表彰 12月1日(土) クレオ大阪中央
環境保全に大きな功績が認められた個人・団体・事業者
を表彰する。

大阪市

「環境にやさしい未来の街とクルマ」
絵画コンクール表彰式及び展示

表彰式
　12月15日(土)10：00～
12：00
展示
　12月15日（土）～平成20
年2月3日（日）

鶴見緑地公園
陳列館ホール

標記絵画コンクールの優秀作品の表彰式。表彰点数４０
点
(市長賞１、環境局長賞１、生き生き地球館館長賞４、優
秀賞３４）
表彰式では、「環境学習会」(講演)も開催する。

大阪市立環境学習センター

「地球にやさしいラーメンづくりセミナー」
12月15日（土）13:30～
15:00

大阪市立環境学習セン
ター（生き生き地球館）
別館2階研修室

内容：ラーメンを作って食べるということが、地球環境とど
んな関わりがあって、どうすれば地球にやさしいラーメン
を作ることができるのかを実習を通して考えます。
対象：小学生以上（大人も歓迎）
定員：30名（先着順）
参加費：無料
持ち物：Myおはし、Myおわん
申込方法：電話またはFAXにてお申込ください。
　　　　　FAXの場合、居住市区町村、参加者氏名、年齢、
電話番号をご記入ください。
　　　　　「ラーメン」係

大阪市立環境学習センター

「リサイクルでクリスマスカードを作ろう」
12月19日（水）13:00～
15:00

大阪市立環境学習セン
ター（生き生き地球館）
別館2階研修室

内容：牛乳パックから自分で作った紙をクリスマスカード
にして大切な人に送ろう！定員：30名（先着順）
参加費：無料
持ち物：動きやすく汚れても良い服装でお越しください。
申込方法：電話またはFAXにてお申込ください。「クリスマ
スカード」係
　　　　　FAXの場合、居住市区町村、参加者氏名、年齢、
電話番号をご記入ください。
申込締切：平成19年12月1日（土）必着

大阪市立環境学習センター
大阪市立環境学習センター
☎06-6915-5801

大阪市立環境学習センター
☎06-6915-5801

京
都
市

大
阪
市

大阪市環境局
環境保全部環境活動担当
☎06-6615-7636
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大
阪
市

「廃油キャンドル作り」
12月21日（金）18:00～
20:00

大阪市立環境学習セン
ター（生き生き地球館）
別館2階研修室

内容：廃油を利用してキャンドルを作り、夜を演出してみ
ませんか？
　　　クリスマスの夜は電灯よりもキャンドルライトで過ご
してみましょう。
対象：高校生以上でキャンドル作りに興味のある方
定員：20名（応募多数の場合抽選）
参加費：無料
持ち物：広口のガラスまたは陶器（マグカップ等）の入れ
物
　　　　動きやすく汚れても良い服装でお越しください。
申込方法：往復はがき、参加者氏名（フリガナ）、電話番
号、年齢をご記入の上、
ご応募ください。「廃油キャンドル」係
必ず、返信はがきに、住所、氏名をご記入ください。
申込締切：平成19年12月1日

大阪市立環境学習センター

クリスマスミニコンサート

12月22日（土）・23日（日）・
24日（月）
各日11：00と14：30の2回
公演

大阪市立環境学習セン
ター（生き生き地球館）

内容：電気を使わない木管楽器で、館内を和やかなハー
モニーに包まれた音色を演奏します。みなさんが楽しい
時間を過ごしてもらえる様、ゆったりした曲を館内で演奏
しますので、練習の成果をお楽しみください。対象：どな
たでも
定員：とくになし
費用：無料
申込方法：とくになし

大阪市立環境学習センター

広
島
市

第４回　みんなで参加しよう　ひろしま温
暖化ストップ！フェア

平成19年12月1日
エールエール地下広場（Ｊ
Ｒ広島駅南口）

広島市と広島市地球温暖化対策地域協議会の主催事
業で、市民・事業者が地球温暖化についての関心を高
め、環境への負荷の少ないライフスタイルを身に付ける
ための知識・情報の普及啓発を行います。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/000000000
0000/1170661265736/index.html

広島市
広島市地球温暖化対策地域協議
会

広島市環境局資源・エネル
ギー・温暖化対策部
082-504-2185

水を使って燃料電池を作ってみよう

12月8日（土）
10：15～11：15
13：15～14：15

北九州市環境ミュージアム

自分で電気を作る発電体験や身近なペットボトル使った
燃料電池実験を行います。発光ダイオードを点けたり、
モーターを回したりする実験を通して、科学的好奇心を育
むとともに、新エネルギーの大切さを伝えていきます。
（対象：小学校5年生以上。　参加無料）
http://www.qbiz.ne.jp/museum/

北九州市環境ミュージアム
北九州市環境ミュージアム
093-663-6751

エコライフ講座『廃食用油でキャンドル
作り』

12月16日(日)
13:00～15:30 北九州市環境ミュージアム

廃食用油を使ってキャンドルを作り、「100万人のキャンド
ルナイト」に参加しましょう。
キャンドルナイトの紹介、家庭での省エネ実践法など暮ら
しを楽しみながら地球温暖化を防止する方法を学びま
す。参加無料。
http://www.qbiz.ne.jp/museum/

北九州市環境ミュージアム
北九州市環境ミュージアム
093-663-6751

北
九
州
市
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