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地球温暖化防止パネル展 12月1日(金)～7日(木)
北海道留萌振興局
１階ホール

地球温暖化に関するパネルを展示し、来庁者に対して啓
発を行う。

北海道（留萌振興局）
環境生活課
0164-42-8432

地球温暖化防止月間パネル展 12月4日（月）～6日（水）
北海道庁１階道政広報
コーナー　特設展示場Ａ

１２月の地球温暖化防止月間に合わせて、地球温暖化
対策に関するパネル展を実施する。

北海道（環境生活部）
低炭素社会推進室
011－204－5189

「地球温暖化防止月間」パネル展 12月4日（月）～8日（金）
空知総合振興局１階ロ
ビー

「そらちエコラウンジ事業」の一環として、地球温暖化防
止をテーマにパネル展を開催し、来庁者への普及啓発を
行う。

北海道（空知総合振興局）
環境生活課地域環境係
0126-20-0041

いぶりウォームビズ/
いぶりフードマイレージ

12月11日（月）～15日（金）
むろらん広域センタービル
１階ロビー

CO2排出削減の取り組みを広く普及させるため、省エネ
３Ｓやウォームビズ、食からのCO2排出削減の取組であ
り食育や地産地消にもつながる「フードマイレージ」の考
え方についてパネル展示を行う。

北海道（胆振総合振興局）
環境生活課
0143－24－9575

よりみちの駅クリスマス
（エッグキャンドル作り）

12月16日(土) 北海道留萌振興局庁舎内
クリスマスイベント内にて、廃棄する前のロウソクを使用
したエッグキャンドル作り体験を実施する。

北海道（留萌振興局）
環境生活課
0164-42-8432

平成２９年度 地球温暖化防止パネル展 12月1日（金）～21日（木）

釧路市役所
釧路市鳥取コミュティセン
ター
釧路市東部地区コミュニ
ティセンター

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する。

環境都市くしろクールチョイス　キャンペーン 12月中（予定） イオンモール釧路昭和
国民運動であるCOOL CHOICEの啓蒙のため、クイズラ
リー、パネル展示、エコドライブ体験を実施する。

苫
小
牧
市

出張！エコドライブ情報局
～エコな運転、見て聞いて体験しよう！～

12月16日（土）
10：00～14：00

ＭＥＧＡドン・キホーテ
苫小牧店

JAFによる講演会のほか、シュミレーターで普段の運転
と「エコドライブ」の違いを体験し、環境にも財布にも優し
い運転を学んでもらう。
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyoho
zen/suishin/event/ecodrivejoho.html

苫小牧市
環境保全課
0144-57-8806

地球温暖化防止月間等の周知 12月上旬
県広報番組において、地球温暖化防止月間の周知とと
もに、地球温暖化の現状や対策の重要性の周知を図り
ます。

CO2CO2削減チャレンジ冬 12月～1月
家庭における二酸化炭素排出量削減の取組を促進する
ため、節電などのエコアクションに取り組んだ結果を報告
すると、抽選で景品が当たるキャンペーンを実施します。

冬季の省エネ・節電キャンペーン「#ウォームシェ
アスポット におでかけしよう！」

12月～2月
冬季の省エネ・節電キャンペーンとしてウォームシェアの
推進と省エネ・節電の取組を推進するキャンペーンを展
開。

いわてわんこ節電所
参加者プレゼントキャンペーン第2弾

10月～12月

県民の省エネ行動の成果をホームページ上で分かりや
すく表示することで、県民の地球温暖化防止に対する意
識を高め、自主的な取組促進につなげることを目的とし
て開設したホームページの参加促進を図るためのキャン
ペーンを展開。
http://www.aiina.jp/environment/co2-diet/present.html

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

北
海
道

釧
路
市

釧路市
環境保全課
0154-31-4535

青
森
県

青森県
環境生活部環境政策課
017-734 -9243

岩
手
県

県内全域

県内全域 温暖化防止いわて県民会議他
環境生活部環境生活企画室
019-629-5271
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ウォームビズの推進 11月～3月

暖房時の室温が２０℃でも快適に過ごせるよう、県自ら
ウォームビズを実施するとともに、市町村や「ストップ・
ザ・温暖化あきた県民会議」に加盟している団体等へも
同様の取組を呼びかけます。

冬季の省エネルギーの呼びかけ 12月～3月
国の対策を踏まえ、県民や各種団体等へ節電等の省エ
ネの呼びかけを行います。

地球温暖化対策に係るポスターの掲示 12月
イオン秋田中央店等、県
内７店舗

イオン秋田中央店等、イオンリテール(株)の県内７店舗
において、「できることからはじめよう　みんなで　ストッ
プ・ザ・温暖化あきた」を広く啓発するポスターを掲示しま
す。

秋田県、イオンリテール(株)

あきた省エネファミリーチャレンジキャンペーン 12月～1月 県内全域

県民が楽しみながら省エネルギー対策に取り組むため
のキャンペーンとして、冬休み期間中、省エネを実践す
る家庭を募集します。あわせて、県内の事業者から協賛
商品を募集し、参加者へ贈呈します。

秋田県

山
形
県

冬の省エネ県民運動 １２月～３月 県内全域

県民の健康及び経済活動の維持・向上を最優先に、県
民生活や経済活動に無理のない範囲での、知恵と工夫
を活かした自主的な省エネ・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
023-630-2335

ふくしまウォームシェア 12月～２月 福島県内協力施設

今年度から、家庭での暖房使用を控え、暖かく快適に過
ごせる「ウォームシェアスポット」への外出を促し、省エネ
等につなげる取組を実施しています。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/warmshare.
html

地球温暖化防止及びふくしまウォームシェアに
関する街頭啓発

12月1日（金）
地球温暖化防止とふくしまウォームシェアの取組の周知
を図るため、街頭啓発活動を行います。

地球温暖化防止及びふくしまウォームシェアの
普及啓発のぼり設置

12月1日（金）～11日（月）
地球温暖化防止とふくしまウォームシェアの取組の周知
を図るため、福島駅前広場に啓発用のぼりを設置しま
す。

地球温暖化防止及びふくしまウォームシェアの
普及啓発

12月3日（日）
とうほう・みんなのスタジア
ム（県営あづま陸上競技
場）

地球温暖化防止・気候変動予測結果・ふくしまウォーム
シェアの周知を図るため、地域スポーツイベントに合わ
せてパネル展示・のぼり設置を行います。

温室効果ガス排出量削減目標等の啓発（資材配
布）

12月中旬～ 福島県内協力書店
福島県地球温暖化地策推進計画における温室効果ガス
排出量削減目標等の周知を図るため、県内協力書店で
しおりの配布を行います。

地球温暖化防止及びふくしまウォームシェアの
普及啓発パネル展示

12月21日（木）～27日（水）
ショッピングモールフェスタ
（郡山市）

地球温暖化防止及びふくしまウォームシェアの取組を周
知するため、趣旨に賛同・協力いただいたショッピングセ
ンターでパネル展示を行います。

エコオフィスの実践
～冬季の省エネ対策（ウォームビズ）～

11月1日～3月31日 県庁等県施設

冬季の省エネルギー対策としてウォームビズを実施しま
す。
暖房時の室温を１９度にする／暖かい服装での執務の
励行／昼休みや時間外の不要な照明の消灯の徹底　等

環境共生課
024-521-7248

ＬＥＤ・あかりの工作教室 12月9日（土）
地球温暖化対策に関する理解促進のため、オリジナル
デザインのＬＥＤランプを作成するイベントを実施します。

手回し発電機を用いたクリスマスライティング 12月9日（土）・10日（日）
地球温暖化対策に関する理解促進のため、手回し発電
機を用いたクリスマスライティングを行うイベントを実施し
ます。

茨
城
県

省エネの呼びかけ 12月～3月 県内全域
市町村や関係機関と連携し，県内各地における街頭
キャンペーン等を通じて職場や家庭における省エネの取
組を呼びかけます。

茨城県
生活環境部環境政策課
地球温暖化対策室
029-301-2939

秋
田
県

県内全域 秋田県

温暖化対策課
018-860-1573

福
島
県

ＪＲ福島駅前広場

福島県環境創造センター
交流棟　コミュタン福島

福島県

環境共生課
024-521-7813

福島県環境創造センター
0247-61-5721
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栃
木
県

地球温暖化防止月間キャンペーン １２月中 -
ラジオCM放送等により、地球温暖化防止月間の周知と
地球温暖化防止行動の呼びかけを実施

栃木県
地球温暖化対策課
028-623-3297

冬のライフスタイルキャンペーン
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。

エコライフＤＡＹ埼玉２０１７（冬）
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。

千
葉
県

我が家のＣＯ２ＣＯ２スマート大作戦　2017・冬 12月～2月 県内全域

県内の各家庭において、12月から2月までの３カ月間、
20項目の省エネミッションに取り組んで、取組結果（1カ
月分の電気・ガス・灯油・水道の使用量）を県に報告した
方の中から毎月抽選で10名様に「食のちばの逸品」をプ
レゼントします。また、取組期間中に省エネ性能が５つ星
の冷蔵庫・テレビ・エアコンを購入し、併せて報告した方
の中から抽選で5名様に県の新品種いちご「チーバベ
リー」をプレゼントします。

千葉県
環境生活部循環型社会推進
課温暖化対策推進班
043-223-4139

省エネ家電買替キャンペーン
県内全域（家電量販店・組
合等参加店舗）

家庭における省エネを推進するため、家電量販店等と連
携し、省エネ性能の高い家電に買い替えて応募すると、
抽選でＬＥＤ等の賞品が当たるキャンペーンを実施して
います。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535266/p1155208.ht
ml

自分でできる省エネリフォーム「省エネＤＩＹ」によ
る住宅の省エネ化促進

県内全域（ホームセンター
等実施店舗）

県内のホームセンター等と協力し、自分でできる省エネ
リフォームを「省エネＤＩＹ」という名称で普及啓発し、住宅
の省エネ化を促進します。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536517/p1170886.ht
ml

新潟県エコドライブ運動 11月～12月
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1356855
035730.html

ウォームビズの取組 11月～3月
事務室の室温２０℃を目安に暖房を設定するなど、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。

新潟県家電買換キャンペーン 7月～12月
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1356869
669364.html

富
山
県

冬の省エネ実践の呼びかけ １１月下旬～１２月 県内全域

テレビ、ラジオ、インターネットを通じて、節電やエコドライ
ブなど家庭で身近に実践できる省エネの取組みを紹介
し、県民全体で地球温暖化対策に取り組んでもらうよう
呼びかけている。

富山県
地球環境係
076-444-8727

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（予定）
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

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

埼
玉
県

１２月１日（金）～３月３１日
（土）

県内全域 埼玉県
温暖化対策課
048-830-3033

石
川
県

石川県
石川県生活環境部
温暖化・里山対策室
076-225-1462

神
奈
川
県

11月１日（水）～
12月31日（日）

神奈川県
環境計画課
045-210-4053

新
潟
県

県内全域 新潟県
県民生活・環境部
環境企画課
025-280-5150
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福
井
県

ウォームビズの取組み
平成２９年１２月１日（金）
～平成３０年３月３１日
（土）

県内全域
暖房時の室温は２０℃を目途に調整し、過度な暖房は控
え、県自らウォームビズを実施するとともに、市町や各種
団体へも同様の取組みを呼びかけます。

福井県
環境政策課
0776-20-0302

冬の信州省エネ大作戦・2017

毎冬の節電・省エネ対策の県民運動として、市町村、経
済団体、消費者団体、マスコミ等、県内関係機関との連
携・協働して「冬の信州省エネ大作戦・2017」を実施し、
最大電力▲５％（平成22年度比）の取組を推進していま
す。

信州あったかシェア事業

家庭の暖房器具を止めて、暖かく楽しく過ごせる場所（商
業施設や観光スポット等）に外出したり、行事（イベント）
に参加することで、暖かさを分け合いながら節電を図ると
ともに、地域経済の活性化にも資する機会を拡大してい
ます。
　①「信州あったかシェアスポット・イベント」の登録
　②「信州あったかシェアシールラリー」の実施（２月ま
で）
　③「信州あったか料理」による魅力発信

ぎふ清流ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ　パネル展示 １２月３日（日）予定 ピアゴ多治見店 地球温暖化対策のパネル展示

ウォームシェアの推進 １２月～２月 岐阜県内全域
県民の方が暖かく快適に過ごしていただける施設や場
所（クールスポット）を募集・登録し、その利用を促す
「ウォームシェア」を推進します

地球温暖化防止月間立看板掲示
12月１日(金)
～12月28日(木)

静岡県庁本館前
静岡県庁本館前に地球温暖化防止月間に関する立看
板を設置し、来庁者及び職員に対し普及啓発を図りま
す。

県有施設の省エネ・節電対策 12月～３月 静岡県有施設等

県有施設の節電を図るため暖房中の室温19℃の徹底や
ウォームビズの励行、照明の減灯などの節電対策に徹
底して取り組みます。また、県民や事業者等に対し、節
電手法の紹介や省エネ診断等を行います。

沼
津
市

第８回ぬまづエコ活動コンテスト市民投票
11月中旬
～12月25日(月)

市内

募集した地域コミュニティ、各種団体、個人の省エネ活動
と緑のカーテンフォトを専用冊子やコミュニティ祭等で広
報し、大賞作品を決めるため、投票用紙、WEB、FBを用
いて市民投票を行います。

沼津市環境政策課
環境政策課
055-934-4741

ライトダウン！キャンドルナイトみしま
12月９日（土）
※雨天時は12月10日（日）
に延期

白滝公園（三島市一番町１）

ライトダウンにより省エネルギー・節電に取り組み、日頃
の生活や地球温暖化について考える啓発イベントです。
約1500個の廃油キャンドルやソーラーLEDの点灯と、幻
想的なキャンドルライトの中で音楽演奏、またイベント時
間帯には協力家庭・店舗によるライトダウンが行われま
す。

三島市ストップ温暖化推進協議
会、
三島市

広報誌及びHPに記事を記載 12月中 各戸配布
広報みしま12月１日号及び三島市HPに地球温暖化防止
月間に関するお知らせを掲載します。

三島市

長
野
県

12月～３月 県内全域 長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

三
島
市

環境政策課
055-983-2647

岐
阜
県

岐阜県
環境管理課
058-272-1111(内2694)

静
岡
県

静岡県
環境政策課

054-221-2208
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ライトダウンキャンペーン
12月１日(金)
～12月15日(金)

市内全域
富士宮市役所本庁舎

地球温暖化対策を推進する取組の一環としてライトダウ
ンキャンペーンを行います。初日の12月１日には市役所
本庁舎において午後６時30分から７時まで（30分間）執
務室等の照明を消すライトダウンを実施し、庁舎池前広
場でソーラーLEDライトなどを使用した光のイルミネー
ションを実施します。

エコドライブ講習会 12月18日（月） 富士宮市役所111会議室

地球温暖化対策を推進する取組の一環として、市民、事
業者等対象とした、エコドライブ講習会を実施します。講
習会では、ドライブシュミレーターを使用した燃費の計測
や運転操作以外の燃費の向上方法などについて講習を
行います。また、参加者には、エコドライブガイドブックを
配付します。

ごみダイエットプロジェクト
冬の取り組み

12月１日(金)
～１月31日(水)

市内

市では、ごみ処理経費の節減や最終処分場の延命化等
を目指すため、市民・事業者・行政が一丸となってごみ
排出量の削減に取り組むため、期間中、雑がみの削減
と、生ごみの削減（水切り・食品ロス）について啓発活動
を実施します。

生活環境課
0544-22-1137

伊
東
市

広報紙での啓発 12月中 各戸配付
広報紙に地球温暖化防止月間に関するお知らせと温暖
化防止活動の啓発記事を掲載します。

伊東市環境課
環境課
0557-32-1374

第６回富士市環境エネルギー展 12月１日（金）
富士市産業交流展示場ふ
じさんめっせ（静岡県富士
市柳島189-8）

新エネルギー・省エネルギー・分散型エネルギーに関す
る講演のほか、富士市や国のエネルギー施策等を紹介
するセミナーを開催します。

第11回富士市環境フェア 12月２日（土）
富士市産業交流展示場ふ
じさんめっせ（静岡県富士
市柳島189-8）

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/enjoy/kb71
9c0000000obv.html

環境パネル展
12月６日(水)
～12月18日(月)

富士市中央図書館
中央図書館の展示スペースにおいて、環境問題をテー
マにしたパネル展示や啓発冊子などの配布を行います。

地球温暖化防止ポスター展示
12月４日(月)
～12月11日(月)

富士市役所２階展示ス
ペース

地球温暖化防止活動への関心を高めることを目的とし
て、夏休みの課題にあわせて市内の小学校４・５・６年生
及び中学生を対象に募集を行い、優秀賞以上の入選作
品の展示を行います。

磐
田
市

ノーカーデー
12月15日（金）
（毎月第3金曜日）

職員を対象に実施
地球温暖化防止の一環として、環境への負荷の低減、ま
た行政として自ら率先して省エネに取り組むことを目的に
ノーカーデーを実施しています。

磐田市環境水道部環境課
環境課
0538-37-4874

焼
津
市

広報紙に記事を掲載 12月中 各戸配付
広報やいづ12月号にて、「COOL CHOICE」について周知
し、地球にやさしい低炭素な暮らし方を呼びかける記事
を掲載することで、市民に省エネ行動を促します。

焼津市
環境生活課
054-662-0571

掛
川
市

地球温暖化防止月間の啓発
(けっトラ市へのブース出展)

12月16日（土） 掛川駅前通り
毎月第３土曜日に行われている「けっトラ市」へ地球温暖
化防止月間ＰＲブースを出展し、来場者への啓発を図
る。

イベント主催：けっトラ市実行委員
会
ブース出展：掛川市環境政策課

環境政策課
0537-21-1218

もったいない推進月間 12月

藤枝市に関係する全ての人が環境に関心を持ち、地球
環境にやさしい行動を実践するまちをめざすため“もった
いない”都市宣言を行った12月を「藤枝市もったいない推
進月間」と定め、様々な普及啓発活動を行います。

藤枝市・藤枝市もったいない運動
推進委員会

“もったいない”アクションデー 12月15日（金）

・自主運行バス終日無料
・ライトダウンの実施
・藤枝市統一ノーカーデーの実施
・もったいないアクション宣言の実施

藤枝市

“もったいない”市民のつどい 12月 生涯学習センター

・もったいないポスターコンクール、グリーンカーテンコン
テスト表彰式
・ハワイ研修報告
・「０円キッチン～食材救出人のおいしい旅路～」

藤枝市・藤枝市もったいない運動
推進委員会

富
士
宮
市

富士宮市

環境部環境企画課
0544-22-1131

富
士
市

富士市
環境総務課

0545-55-2902

藤
枝
市

市内

環境政策課
054-643-3183
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カーナイデー強化月間
12月1日(金)
～12月28日(木)

職員を対象に実施

自動車・バイク等で通勤している職員のうち、徒歩、自転
車または公共交通機関でも通勤できる人を対象に、月１
日以上マイカー勤務の自粛を実施。自動車燃料の使用
量削減に努めます。

広報紙びＨＰに記事を掲載 12月中 各戸配布
http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/kurashi/b-
11/b-11-1/2527.html

袋
井
市

地球温暖化防止月間啓発展示 12月中
市役所１階市民ロビー
袋井市立浅羽図書館

市役所１階市民ロビーと浅羽図書館において、地球温暖
化防止対策や冬の節電・省エネ、新エネルギー等の啓
発展示を行います。

袋井市
環境政策課
0538-44-3135

湖
西
市

ノーカーデー 12月中
職員を対象に実施
※市内事業所にも呼びか
け

地球温暖化防止、二酸化炭素排出量削減を目的として、
車での通勤を控えるノーカーデーを職員に呼びかけま
す。また、市内事業所にも呼びかけを実施します。

湖西市環境課
環境課
053-576-1141

菊
川
市

ホット！ウインター菊川2017(予定)

11月下旬または12月上旬
にメール送付予定
行事期間は12月～３月(予
定)

職員宛にメール送付
職員向けに冬に家でできる省エネ方法のチラシをメール
にて送付

菊川市生活環境部環境推進課
環境推進課
0537-35-0916

牧
之
原
市

ノーカーデー
12月15日（金）
（毎月第3金曜日）

職員を対象に実施
地球温暖化防止の一環として、環境への負荷の削減、ま
た行政として自ら率先して省エネに取り組むことを目的に
ノーカーデーを実施しています。

牧之原市環境課
環境課
0548-53-2609

小
山
町

広報誌での啓発 12月中 各戸配布
広報おやま12号に地球温暖化防止月間に関するお知ら
せを掲載します。

小山町
くらし安全課
0550-76-6130

愛
知
県

あいち低炭素社会づくりフォーラム 12月1９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」の施策の推進のために、表彰や講演を
行うことで県民・事業者の皆様に低炭素社会の実現に向
けた意識の向上や、行動の変革を促します。

愛知県
環境部大気環境課地球温暖
化対策室自動車環境G
052-954-6217

草
津
市

草津市地球冷やしたい推進フェア
１１月１８日（土）、１９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」である１２月に向け
て、市民・団体・事業者等の様々な方に、地球温暖化に
ついての理解をより深めていただき、具体的な行動に移
していただくための広報・啓発活動を展開している。
上記事業の一環として、地球温暖化に対する理解の促
進、実践行動の呼びかけのため、多くの人が集まる商業
施設にてフェアを実施する。

草津市
環境課
０７７－５６１－２３４１

京
都
府

京都環境フェスティバル２０１７ 12/9～12/10
京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）

府内の各地域で活動するNPOや学校、企業等が出展
し、環境について楽しみながら、学び考えることができる
参加・体験型イベントを開催。

京都環境フェスティバル実行委員
会

環境総務課
075-414-4704

地球・人・財布に優しいエコドライブ推進事業 12月中（～1月末）
京都府峰山自動車学校内
ほか

市民及び事業者を対象に、交通エコロジー・モビリティ財
団「エコドライブ講習」認定校である有限会社京都府峰山
自動車学校の専任講師によるエコドライブ講習を実施す
る。

家庭向け省エネ・節電アドバイザー養成・診断会
実施事業

12月中旬（～1月末）
市民を対象に、家庭での省エネ・節電の実践及びアドバ
イスが行える人材を養成するためのセミナーの開催並び
に養成アドバイザーによる省エネ相談会を実施する。

事業所のCOOL CHOICE実践・EMS導入促進セ
ミナー

12月中旬
市内事業者を対象に、COOL CHOICEの実践並びに本
市企業がその設立に参画したKES環境マネジメントシス
テムの導入促進を図るためのセミナーを開催する。

御
殿
場
市

御殿場市
環境課

0550-83-1603

京
丹
後
市

京丹後市役所会議室

京丹後市
市民環境部市民環境課

0772-69-0210
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宮
津
市

クリーンはしだて１人１坪大作戦
第１１回迎春天橋立一斉清掃

12月第2日曜日 天橋立
天橋立の松並木を地元住民や行政などが協働で清掃活
動し、橋立の美化に努めます。

クリーンはしだて１人１坪大作戦
実行委員会

事務局：天橋立を守る会
0772-22-8030

ウォームビズの取組 11/1～3/31

事務室・会議室における適正暖房の実施（室内温度２
０℃以下）
ファンコイルの風量やエアコンの温度設定で調整すると
ともに、温度計で随時確認する。
窓口にポスターを掲示し、来庁者に啓発を図る。

アイドリングストップ運動 12月
地球温暖化及び大気汚染防止意識の高揚を図るため、
啓発用のぼり旗を掲出し、アイドリング・ストップ運動を広
く市民に呼びかける。

広報誌での啓発 12月1日号 各戸配布
地球温暖化防止の一貫として住民の方に冬の省エネ対
策について啓発記事を掲載します。

環境保全課
075-631-9917

ウォームビズの取組 11/20～3/31 久御山町役場

事務室・会議室における適正暖房の実施（室内温度
19℃以下）室内の設定温度を調整するとともに、各階の
温度計で随時確認をする。また、窓口等では、来庁者に
啓発を図る。

総務課
075-631-9991

宇
治
田
原
町

エコクッキング 12月上旬
宇治田原町立維孝館中学
校調理室

宇治田原町内で、住民・事業者・行政が協働で活動し環
境保全計画の推進を目指す団体「エコパートナーシップ
うじたわら」によるエコクッキング。旬の食材を無駄なく使
い、おいしく、体にも環境にもやさしい調理のヒントを学ぶ

エコパートナーシップうじたわら
宇治田原町建設事業部建設
環境課
0774-88-6639

Ｋ．Ｋ．Ｔイベント
（かんきょう（環境）、きょうかん（共感）、たいけん
（体験）イベント）
－第６回精華町環境シンポジウム－

12/2 精華町役場交流ホール
12月2日に、環境イベントを実施します。みどりの小道－
環境日記－・木津川を美しくする作品の表彰、環境工作
の体験を行っています。

地球温暖化防止パネル展示及び関連図書紹介 12/1～12/28
精華町役場２Ｆ交流スペー
ス
精華町役場図書館

12月の地球温暖化防止月間に合わせて、地球温暖化に
関するパネルを展示します。また、それと連動して、図書
館で地球温暖化防止に関する図書を紹介します。

地球温暖化防止月間における省エネ行動の取
組周知

12月１日（金曜日）～
12月31日（日曜日）

大阪府内全域

エアコンの適正な温度設定やこまめな消灯等の身近な
省エネ活動の促進や地域の環境イベントへの参加等に
ついて、広報誌やSNS等の媒体を活用する等により周知
を図り、地球温暖化防止に対する府民の意識啓発や行
動促進を実施

環境農林水産部
エネルギー政策課
06-6210-9549

おおさか気候変動「適応」シンポジウム
12月21日（木曜日）13:30～
16:30 大阪市立都島区民セン

ター

　地球温暖化に伴う気候変動の影響への「適応」につい
て理解を深めるため、専門家や啓発の取組みを行って
いるNPOからの話を交え、大阪の気候がどうなるか、今
後どのような影響が生じ、どう「適応」すればよいかを考
えるシンポジウムを開催します。

（予定HP）
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/
tekiou_koubo.html

,環境農林水産部
エネルギー政策課
06-6210-9553

１００００００人のキャンドルナイト＠オオサカシ
ティ　2017　Winter　西梅田ナイト

12月６日（水曜日）
大阪市北区梅田1～3丁目
（屋内外私有地）

全国的環境啓蒙のムーブメント「100万人のキャンドルナ
イト」の趣旨に賛同し、都市生活者における環境意識の
向上を目的に、開催エリア各施設の２時間の消灯と約１
万５千個のロウソクを使ったキャンドルアートの展示など
を実施。今冬で第25回目となるイベントとして開催しま
す。

100万人のキャンドルナイト＠オオ
サカシティ西梅田ナイト実行委員
会

100万人のキャンドルナイト
＠オオサカシティ西梅田ナイ
ト運営事務局（アクティオ株
式会社）
06-7177-6749
(受付：平日10：00～17：00 )

精
華
町

精華町
健康福祉環境部環境推進課

0774-95-1925

大
阪
府

大阪府

長
岡
京
市

長岡京市役所 長岡京市
環境政策室環境政策担当

075‐955‐9542

久
御
山
町

久御山町
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中小事業者のための省エネ・省ＣＯ2セミナー
12月7日（木曜日） 大阪商工会議所

中小事業者の皆様の省エネルギー対策を支援するた
め、省エネ・省CO2に関するセミナーを開催し、省エネル
ギー政策の動向、省エネ活動事例、省エネ・節電の取組
手法などを紹介しています。

おおさかスマートエネルギーセン
ター、（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所、大阪商工会議
所

環境農林水産部
エネルギー政策課
06-6210-9254

大
阪
市

気候変動講演会２０１７
～弱者から考える地球温暖化～

12月２日（土曜日）
ドーンセンター　パフォーマ
ンススペース

地球温暖化に関するさまざまな最新の科学的知見と大
雨・猛暑など 激甚化する気象に対して、気象情報を防
災・減災へどのように活かすか について、地域の皆さま
や自治体等関係機関の皆さまに理解を深めて いただく
ために、講演会を開催します。

大阪管区気象台
近畿地方環境事務所

大阪管区気象台
地球環境・海洋課
06-6949-6329
（土・日・祝日を除く09時〜17
時まで）

茨木市環境市民講座
～江古田博士と助手クラウンによる実験ショー
～

12月16日(土曜日)
イオンモール茨木1階中央
吹き抜けジョイプラザ

実験ショーやパントマイム等のパフォーマンスを取り入れ
ながら面白おかしく環境を守る術を学びます。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/
event/kankyosiminkoza.html

身近な環境と向き合う連続講座
～自分だけのオリジナルエコバッグをつくろう～

12月27日（水曜日）
茨木市男女共生センター
ローズＷＡＭ502

自分で絵とイニシャルを入れたオリジナルエコバッグを作
成します。

エコカフェ 12月11日（月曜日）
茨木市男女共生センター
ローズＷＡＭ405

本「あなたが世界を変える日」の紹介と、専門家からの耳
よりおトク情報をお届けします。
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/
event/ecocafe.html

枚
方
市

自然環境を考える講演会 １２月９日（土曜日） メセナ枚方会館　大会議室

市民の自然環境への関心と環境保全意識の高揚を図る
ことを目的として、「自然環境を考える講演会」を開催しま
す。講師は大阪市立大学　名誉教授　高田直俊さん（未
定）。
▼日時など　１２月９日（土曜日）午前１０時３０分～１２時
３０分、メセナ枚方会館　大会議室。無料。
▼申込　電話またはファクス・電子メール（住所・ふりがな
付き氏名・電話番号・電子メールアドレスまたはファクス
番号、イベント名を明記）で環境保全課へ。先着１５０人。
お問合せ先、環境保全課　電話０５０・７１０２・６００８、
ファクス８４１・１３１５、メールアドレス
kankyouhozen@city.hirakata.osaka.jp

枚方市　環境保全課
枚方市 環境保全課
050-7102-6008

河
内
長
野
市

ライトダウンキャンペーン １２月中旬
公共施設及びイベントに賛
同される事業者・団体、一
般家庭等

地球温暖化防止月間である12月の取組みとして、市が
公共施設等のライトダウンを行い、市民・市内事業者等
へ家庭や事業所のライトダウンへの協力を呼びかけるこ
とで、地球温暖化防止を推進し、環境啓発について考え
るきっかけを提供するものです。

河内長野市環境経済部環境政策
課

0721-53-1111（内線420）

兵
庫
県

（
N
P
O

）

自然エネルギーフォーラム2017 １２月３日（日） 兵庫県民会館10階福の間
「兵庫県の未来について考える」をテーマとして、講演会
を開催します。
http://www.geocities.jp/pvnet_hyogo/PV-Ivent.html

NPO法人太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ
兵庫地域交流会、NPO法人PVﾈｯ
ﾄ兵庫ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

PVネットひょうご地域交流会
078-861-2530

宝
塚
市

家族みんなで「COOL　CHOICE」を体感しよう！
まるごとエコのサイエンスショー

１２月１６日（土） アピアホール

私たちの生活に欠かせないエネルギー（電気）がどのよ
うにつくられているのか実験を通じて体感し、身近にある
電気の使い方について考え、省エネにつなげるイベント
です。

宝塚市
環境部環境室地域エネル
ギー課
0797-77-2361

宍
粟
市

森と水の地球環境大学「地球温暖化と私たちに
できること　～兵庫県温暖化対策推進計画につ
いて～」

１２月１５日（金）　
宍粟防災センター ４階研
修室

兵庫県温暖化対策課長の小塩浩司さんを講師として、
地球温暖化防止に関する県の取組みや、市民ができる
ことなどについてお話いただきます。（参加無料、申込不
要）

宍粟市、エコな未来を創造する宍
粟市民の会

宍粟市役所　環境課
0790-63-3506

茨
木
市

茨木市産業環境部環境政策課
茨木市産業環境部

環境政策課
072-620-1644
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奈
良
県

ストップ温暖化県民運動パネル展 １２／７～１２／１０ 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ｰ8732

和
歌
山
県

おもしろ環境まつり 12月2日 和歌山ビッグウエーブ

地球温暖化をはじめとした各種環境関連のテーマについ
て、楽しく学べる体験型イベントを開催。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/econet/o
moshiro.html

おもしろ環境まつり実行委員会
（和歌山県地球温暖化防止活動
推進センター、和歌山大学、一般
財団法人和歌山環境保全公社、
和歌山県）

和歌山県環境生活総務課
073-441-2674

ウォームビズ県民運動
１１月１日（水）～３月３１日
（金）

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/491190.html

地球温暖化防止啓発パネル展
１２月１日（金）～２０日
（水）

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

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。

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１日（金）～１７日
（日）

岡山県立図書館
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。

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室　086-226-7297
岡山県立図書館サービ第二
課　086-224-1286

温暖化防止講座
　　＜地球温暖化防止教室＞
電気を消して、地球を想う☆
～廃油deクリスマスキャンドル作り～

１２月３日（日）
岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

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。

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7297

アースキーパーのつどい2017 １２月１６日（土）
岡山コンベンションセン
ター

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１度開催しています。温暖化防
止月間に併せて開催しており、温暖化に関する情報交換
と会員同士が集う場を提供します。

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　086-226-7297
岡山県地球温暖化防止活動
推進センター　086-224-
7272

STOP温暖化くらしき2017 １２月１0日（日） 倉敷市環境交流スクエア

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課啓発を行っています。
今年度は「大人の科学講座　地球温暖化を科学の視点
で検証する」と題し，地球温暖化の現状や今後の予測、
取るべき対策など身近な内容を中心に、科学の視点か
らわかりやすく説明する講演会を開催します。参加者同
士の意見交換の時間も設ける予定です。

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

くらしき市民講座「倉敷の大気と地球温暖化につ
いて考えよう！」～知って守る、倉敷の今～

１２月２２日（金） ライフパーク倉敷

近年、PM2.5や地球温暖化が話題となっています。１２月
は大気汚染防止推進月間及び地球温暖化防止月間で
す。この講座では、倉敷市の大気環境や温暖化につい
て解説します。私たちが今、するべきことを改めて考えて
みましょう。

倉敷市教育委員会
ライフパーク倉敷
倉敷市民学習センター
086-454-0011

地球温暖化防止パネル展 １２月11日～15日 市役所本庁一階市民ロビー
市内の小学生が作成した環境絵馬や、夏休みに取り組
んだ環境活動の展示、また日替わりでエコな取組の紹介
等行う。

低炭素都市推進室
0868-32-2051

市広報　広報つやま１２月号をカーボン・オフセッ
ト

12月広報 -
広報誌印刷時に排出されるＣＯ２をカーボン・オフセット。
（津山市で市の補助を受けた太陽光発電システムで削
減したクレジットを使用。）

津山市環境福祉部低炭素都
市推進室
0868-32-2051

倉
敷
市

津
山
市

津山市

岡
山
県

岡山県

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室

086-226-7297
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井
原
市

環境マイスター養成講座（第6回講座） １２月１６日（土） 井原市民会館

井原市では平成27年度から、環境にやさしいまちづくり
を推進するため、身近なごみ問題をはじめとして、エネル
ギーや自然環境といった地球環境問題に対する理解を
深める環境マイスター(名人)の育成講座を年間８回開催
しています。
この度の講座では、「リサイクル動向とバイオマス利用」
をテーマに３R、新エネルギーの利用を学び、地球温暖
化防止に意識を向けてもらえるよう企画しています。

URL：
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017053000060/

井原市
市民生活部 環境課
0866-62-9515

ぶちエコやまぐち～CO2削減県民運動～ １２月１日～２月２８日 県下全域

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

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

ライトダウンキャンペーン １２月

県が実施するライトダウンキャンペーンの趣旨に賛同し、
市所有の公共施設における不要な屋内・屋外照明を可
能な範囲で消灯し、各家庭においても実践するよう呼び
かけを行います。

ノーマイカーデー １２月
毎週水曜日をノーマイカーデーに設定し、県が行うバス
半額券の配布を利用することで、公共交通機関利用を
促進します。

まちなか暖暖地 １２月～２月

公共施設や公募した民間施設をまちなかで暖を取る場
所として市民の皆さんに利用していただくことで、冬期に
おける快適な生活を支援するとともに、各家庭での節電
や省エネにもつなげ、また、人々が集うことで交流の機
会を創出するとともに、経済の活性化を図ります。

「定期券・回数券購入キャンペーン」 12月～2月（予定）
宇部市
山口市

JR宇部線の利用者の維持・確保及び新規利用者の開
拓を図るため、定期券または回数券の購入者に景品が
当たるキャンペーンを行います。

JR宇部線利用促進協議会

JR宇部線利用促進協議会
（事務局：宇部市政策企画
課）
電話0836-34-8831

ウォームシェアやまぐち 12月～2月

山口市内登録事業所及び
山口市立図書館、一部地
域交流センター等公共施
設

省エネや地域活性化に資するものとして、ウォームシェ
アの普及促進に取ri組んでいます。
家庭でのウォームシェアに加え、市内の民間事業所（カ
フェやスーパ－、デパートなど）や市公共施設にシェアス
ポットを設置し、スポットの積極的な利用を呼びかけま
す。

山口市

環境川柳コンテスト 12月 山口市

市民を対象に、地球温暖化、環境破壊、リサイクル、身
近なエコ活動をお題とした川柳を募集します。
優秀な作品は、イベント等で紹介するとともに、他の事業
に活用させていただきます。

主催/温暖化とめるっちゃネット
ワークやまぐち（山口市地球温暖
化対策地域協議会）
共催/山口市

ライトダウンキャンペーン 12月 山口市

山口県の”ぶちエコやまぐち～CO2削減県民運動”と連
携し12月をライトダウン取組期間（重点日：12月22日（金・
冬至））に設定。市民、事業所に不要な照明の消灯を呼
びかけます。

山口市

山
口
県

山口県環境政策課
地球温暖化対策班

083-933-2690

宇
部
市

宇部市 宇部市
環境政策課

地球温暖化対策係
0836-34-8245

山
口
市

山口市環境部環境政策課
新エネルギー・温暖化対策

担当
083-941-2181
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光
市

市内全体での省エネルギー運動
12月
重点行動日(12月17日(日))

-

①省エネルギー運動の呼びかけ
１２月第３日曜日を市内一斉に省エネルギーに取り組む
日「エコマルチャレンジデー」と定め、市広報等で啓発し
ます。
②ノーマイカーの推進
１２月１３日（水）から１７日（日）までの５日間、市営バス
を無料運行します。また、市営バスで農業復興拠点施設
「里の厨」に立ち寄られる方に商品券を贈呈します。
③省エネルギー運動キャンペーンの実施
市内の各家庭において、毎日のエコ活動に取り組んでい
ただくとともに、1か月間の電気使用量の削減率を競い、
成績上位家庭に地場スーパーの商品券を贈呈します。
　※地域活性化包括連携協定を締結しているスーパー
(丸久)
④市広報で地球温暖化防止月間の特集記事を掲載
上記の①～③に加え、省エネ活動の効果や雑がみのリ
サイクル、地球温暖化などについて掲載し、啓発します。

光市地球温暖化対策地域協議会
光市

光市環境政策課
0833-72-1465

山
陽
小
野
田
市

市内一斉ノーマイカーデー 12月初旬 山陽小野田市内

１２月の地球温暖化月間にあわせ、１２月１日（金）を市
内一斉ノーマイカー通勤の日「さんようおのだエコフライ
デー」とし、商工会議所をはじめ関係団体からのご支援
をいただき、市内の工場・事業者・官公庁などにも呼び
かけを行い、誰もができる「地球にやさしい運動」として
実施しています。

山陽小野田市
環境課環境保全係
0836-82-1144

徳
島
県

「徳島冬のエコスタイル」の実施
１１月１日（水）
～３月３１日（土）

県内全域

「エコ＆エシカルで、“脱炭素型ライフスタイル”の実
現！」をコンセプトに、各種イベントを通じ、脱炭素社会実
現に向けた取組を呼びかけます。
（予定しているイベント）
・アースパレード２０１７　ｉｎ　とくしま（仮称）　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
088-621-2334

香
川
県

平成29年度気候変動講演会inかがわ 12月17日

「市民交流プラザIKODE瓦
町」
瓦町健康ステーション大会
議室

香川県では、平成28年度より展開している省エネ県民運
動「省エネみらいプロジェクトかがわ」の一環として、地球
温暖化によるくらしへの影響等を県民に広く知っていた
だくため、「気候変動講演会」を開催します。

高松地方気象台、環境省中国四
国地方環境事務所高松事務所、
香川県、高松市、香川県地球温
暖化防止活動推進センター（せと
eco・かがわ）

香川県環境政策課
087-832-3215
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みんなで出かけまシェアキャンペーン
（ウォームシェア）

29年11月
～
30年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/ikima-share.html

ウォームビズえひめキャンペーン
29年11月
～
30年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

温泉でほっ！とシェアキャンペーン
29年11月
～
30年3月

愛媛県内温泉・銭湯協力
施設

家庭の給湯設備から出るCO2排出削減を目的に、温泉・
銭湯施設の利用を推奨するキャンペーンを実施。
https://www.pref.ehime.jp/h15600/coolchoice/onsen.ht
ml

CO2CO2がんばるキャンペーン
29年11月
～
30年3月

愛媛県内家電販売協力店

うちエコ診断受診者を対象に、11月～12月のCO2削減量
に応じて、省エネ家電購入時に、割引できるポイントを付
与するキャンペーンを実施。
https://www.pref.ehime.jp/h15600/coolchoice/co2co2.h
tml

環境政策課
089-912-2350

使用済み天ぷら油回収キャンペーン 29年12 月 愛媛県内

環境にやさしいバイオディーゼル燃料の原料となる使用
済み天ぷら油回収に多くの参加が得られるよう普及啓発
を実施。
Https://www.pref.ehime.jp/h15600/biomass/siyouzumit
enpuraaburakaisyuu.html

環境政策課
089-912-2349

九
州
各
県

九州エコライフポイント事業 １２月～２月 九州全域

　家庭や地域でのＣＯ２排出削減を促進するため、九州
各県及び経済団体、企業等が一体となって取り組む事
業で、電気使用量の削減につながる活動をされた方に、
九州内のスーパーで利用できるポイント券を交付するも
のです。
http://q-ecolife.com/

九州版炭素マイレージ制度推進
協議会

事務局（大分県生活環境部
うつくし作戦推進課）
０９７－５０６－３０３４
ポイント運営管理事務局（日
本ﾄｰﾀﾙﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱）
０５７０－０８７－３３５

福岡県企業向け省エネ節電セミナー
「エネルギー政策の最新動向と先進事例紹介」

12月19日（火）

福岡県では、県内事業所における省エネ・節電の更なる
推進を図るため、①事業所における省エネ・節電の優良
な取組事例②有識者による省エネに関する講演③国の
エネルギー政策の動向や支援制度等を紹介する講演を
開催しています。

福岡県企業向け省エネ節電セミナー
「省エネ機器別講座」※仮称

12月1日（金）、5日（火）

福岡県では、県内事業所のエネルギーコスト削減に寄与
するため、主要なエネルギー使用設備を対象とした省エ
ネ手法や事例等について解説・紹介する講座を開催して
います。（全6回開催、12月1日は第1回、5日は第2回）

エコチャレンジ推進運動 １２月～１月
主に小学生4年生を対象に、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

冬のウォームビズ宣言事業所の募集 １２月～３月

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「冬のウォームビ
ズ宣言事業所」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

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１３日（水）～１９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
り組んでいただきます。

長崎県、ながさき環境県民会議
環境政策課
095-895-2512

愛
媛
県

愛媛県

環境政策課
089-912-2349

福
岡
県

福岡県
中小企業振興センター

福岡県省エネルギー推進会議、
福岡県

環境保全課地球温暖化対策
係

092-643-3356

佐
賀
県

佐賀県全域 佐賀県
環境課

0952-25-7079
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長
崎
市

市役所ノーマイカーデー
毎月第２水曜日及び最終
金曜日
（12/13、12/28）

職員を対象に実施

運輸部門からの二酸化炭素削減及び交通渋滞緩和に
取組むため、職員が率先して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を実施します。

長崎市
環境政策課
095-829-1156

大
村
市

もったいない抽選会　　　　　　　　　　　　　（平成
29年度地球温暖化防止ポスター・標語コンクー
ル及びグリーンカーテンコンテスト入賞者表彰）

１２月１０日（日） 環境センター

環境センターで開催されるもったいない抽選会と並行し
て、地球温暖化防止に対する取組が子どもから大人ま
で、広く普及されることを目的に募集した、ポスター（小学
生）・標語（中学生）コンクール及びグリーンカーテンコン
テストの入賞者の表彰を行っています。

大村市
大村市地球温暖化対策協議会

市民環境部環境保全課
 0957-53-4111（内線142）

壱
岐
市

環境教育
（那賀小学校）１２月１９日
（石田小学校）日付未定

壱岐市立那賀小学校
壱岐市立石田小学校

毎年２校の市内小学校児童を対象に、年３回の環境教
育を行っており、３回目となる今回は、前回の環境教育
で段ボールコンポストを利用して作った堆肥を利用した
花いっぱい運動（プランターへの植栽）と、光合成の仕組
みについての学習を行います。

壱岐市地球温暖化防止対策協議
会

壱岐市地球温暖化防止対策
協議会事務局
（壱岐市環境衛生課内）
0920-45-1111

地球温暖化防止月間に係るパネル展示 12月14日（木）～28日（木） 県庁地下展示スペース
県庁地下展示スペースにおいて、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。

くまもと冬のライトダウン 12月25日（月） 熊本県内

主に県、市町村及び県内企業団体の職員の家庭を対象
に呼びかけを行い、家族や親しい人と同じ部屋で過ごす
ことで節電につながるという観点から「WARM SHARE」の
一環としてクリスマスの12月25日一斉ライトダウンを呼び
かける。

大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会２０１７ 平成２９年１２月１９日（火） コンパルホール大分
　地球温暖化防止のための省エネ・節電意識の高揚等
を図るため、広く県民を対象に、地球温暖化防止活動に
対する表彰や講演会等を行います。

大分県
大分県地球温暖化防止活動推進
センター

うつくし作戦推進課
０９７－５０６－３０３４
大分県大分県地球温暖化防
止活動推進センター
０９７－５７４－６１３９

宮崎県温室効果ガス排出抑制事業者表彰 12月22日 県知事室

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もの
を知事表彰することによって、地球温暖化防止に関する
事業者の意欲を高めるとともに、県民の関心と理解を深
める。

地球温暖化防止月間イベント 12月3日 イオン都城
地球の温暖化について県民の理解と関心を深めるた
め、リサイクル工作やパネル展示、DVDの上映等を行
い、環境に配慮した生活に係る啓発イベントを行う。

エコギャラリー展 11月23日～12月１日 庁舎１階

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。

地球温暖化防止月間展 12月5日～12月17日 県立図書館

　月間に合わせて、地球温暖化の進行状況について、県
民の皆様に知ってもらう機会を設け、地球温暖化対策に
は、どのような取組が必要かを認識してもらうためパネ
ル展を開催します。
　図書館に訪れる子どもから高齢の方まで理解できるよ
うな情報を提供し、身近にできる地球温暖化対策に取り
組むきっかけを作ります。

地球温暖化防止月間パネル展 12月1日（金）～１月４日（木）
鹿児島県庁１８階展望ロ
ビー

県民の環境保全活動に対する気運の醸成を図るため，
地球温暖化防止に向けた各種取組についてパネルで紹
介する。

グリーン日記コンテスト表彰式＆活動事例発表 12月23日（土） かごしま県民交流センター

夏の1ヶ月間，簡易な環境家計簿（グリーン日記）により
家庭での省資源・省エネルギーに取り組んだ県内小中
学生のうち，特に優秀な個人や学校の表彰とその活動
事例の発表等を行う。

宮
崎
県

宮崎県

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策

担当
0985-26-7084

鹿
児
島
県

鹿児島県
地球温暖化対策課

099-286-2586

熊
本
県

熊本県
環境立県推進課
096-333-2264
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鹿
児
島
市

地球温暖化防止月間企画展 12月5日～12月24日 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
公益財団法人
かごしま環境未来財団
099-806-6666

沖
縄
県

地球温暖化防止月間パネル展

①12月６日（水）～12月22
日（金）
②12月12日（火）～12月19
日（火）
③12月上旬

①沖縄県県庁１階ロビー
②沖縄県立図書館（予定）
③沖縄こどもの国ワンダー
ミュージアム（予定）

地球温暖化防止月間における普及啓発の一環として、
県庁ロビー等にて地球温暖化防止に向けた各種取組み
を紹介するパネル等を展示する。

沖縄県
環境再生課
098-866-2064

「さっぽろスマートシティプロジェクト」冬のキック
オフイベント

12月1日（金）
大通公園（札幌市中央区
大通西2、ミュンヘンクリス
マス市ステージ）

ムダなく、かしこく、省エネ・節電を楽しむ暮らし方を呼び
かける「さっぽろスマートシティプロジェクト」の冬のキック
オフイベントとして、スマート市民ナビゲーターの木村愛
里さんが楽しく省エネをPRします。

札幌市環境局

さっぽろこども環境コンテスト2017 12月2日（土）
札幌エルプラザ公共４施設
ホール

子どもたちの環境保全に関する活動や取組を発表する
ことで、周囲の子ども及び大人へも活動の輪を広げるこ
とを目的として、小中学生による環境活動発表会「さっぽ
ろこども環境コンテスト」を実施しています。
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/cont
est/2017/index.html

札幌市環境局、札幌市教育委員
会

仙
台
市

環境フォーラムせんだい2017
～みんなでつなぐ環境の輪

１２月１０日（日）
１０：００～１５：００

せんだいメディアテーク
環境につながる様々なテーマの展示や工作、クイズ、
ゲーム等を楽しみながら、環境について考えることがで
きるイベントです。

杜の都の市民環境教育・学習推
進会議（FEEL　Sendai）

FEEL　Sendai事務局
（仙台市環境共生課）
022-214-0007

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
職員による省エネ・節電の取組を継続して実施するとと
もに、市民・事業者への省エネ・節電の取組の実施を呼
びかけます。

さいたま市
環境創造政策課
048‐829‐1324

ちばし環境保全セミナー １２月１４日（木）
ホテルポートプラザちば
（千葉市中央区千葉港８－
５）

千葉市地球温暖化対策地域協議会では、１２月の地球
温暖化防止月間にあわせて、市民や事業者向けに再生
可能エネルギーや地球温暖化に関するセミナーを実施し
ています。今年度は、国や事業者の取組みを紹介する
講演会を実施します。
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
（千葉市環境保全課）
043-245-5199

ノーカーデー
毎週水曜日に実施
（１２月６日、１３日、２０日、
２７日）

職員を対象に実施
地球温暖化防止の一環として、環境への負荷削減を目
的とし、毎週水曜日をノーカーデーとして、自動車の使用
自粛を呼びかけます。

千葉市環境保全課
千葉市環境保全課
043-245-5199

札
幌
市

札幌市環境局環境都市推進
部環境計画課
011-211-2877

千
葉
市
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わかめ植付けイベント 12月9日（土） 横浜・八景島シーパラダイス　

海洋資源を活用した温暖化対策プロジェクト「横浜ブ
ルーカーボン」の啓発の一環として、横浜・八景島シーパ
ラダイスの“海育”施設「うみファーム」にて、こどもたちが
「わかめ」の植付けを体験できるイベントを開催します。
植付けを体験しながら、わかめが生育する様子やわか
めなどの海洋生物が温室効果ガスを吸収することを学
びます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/ygv/bluecarbon/
eventetc/

横浜市
温暖化対策統括本部

プロジェクト推進課
045-671-4109

環境未来都市・環境絵日記展2017 12月10日（日）
横浜港　大さん橋国際客
船ターミナル　大さん橋
ホール

「環境絵日記」は、小学生が夏休みの自由課題として、
絵と文章の組み合わせで環境問題等について 考えてい
ることを自由に表現する取組として横浜市資源リサイク
ル事業協同組合が毎年実施しています。 今年は「みん
なでつくる環境未来都市・横浜」をテーマとして子どもた
ちに描いてもらいました。 会場では、環境絵日記大賞、
優秀特別賞の発表会・表彰式の他、横浜市内の優秀賞
約600作品や横浜市以外の環境未来都市からの応募作
品の展示を行います。また、環境にやさしい未来のヨコ
ハマについて子どもたちが話し合う「環境未来都市・環境
会議」、横浜市内の子どもたちが調べた環境に関する情
報や活動をステージで発表する「こどもエコフォーラム」
が開催されます。 エコに取り組む企業･団体ブースも多
数出展する予定です。
http://www.recycledesign.or.jp/forum/

横浜市資源リサイクル事業協同
組合

横浜市温暖化対策統括本部
環境未来都市推進課
045-671-4371

横浜市地球温暖化対策事業者協議会
省エネ講座

１２月１１日（月） 日産自動車　横浜工場３地区

日産自動車㈱横浜工場と㈱Ｊ-オイルミルズ横浜工場。
業種の異なる２工場を蒸気配管でつないで熱を融通する
ことで実現したエネルギー利用の最適化の全貌を、この
事業に関わった方々からご講義いただきます。両者の橋
渡しとなった東京ガス㈱、東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱から生まれた先進的、独創的な省エネ
提案は、中長期的な省エネ計画のヒントを得る格好の機
会となることでしょう。また、各社で取り組まれている省エ
ネ活動もご紹介いたします。
※本講座は原則として、横浜市に事業所のある事業者
を対象としています。
http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/plan/jigyosha/

横浜市地球温暖化対策事業者協
議会

横浜市
温暖化対策統括本部調整課
担当／川原・竹田
TEL：045-671-4372
on-jikkou@city.yokohama.jp

相
模
原
市

九都県市ライトダウン 12月11日

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）

九都県市では、京都議定書が締結されて２０周年の節目
となる12月11日（月）の夜7時から8時までの1時間、九都
県市内の民間事業者等との協働でライトダウン（一斉消
灯）を実施します。

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
042-769-8240

冬の節電・省エネキャンペーン 12月～3月

市民に対し，冬の節電・省エネについて呼びかけを行い
ます。また，各家庭の電気・ガス使用量の報告をしてくれ
た方に，抽選で景品が当たるキャンペーンを実施してい
ます。

エコモビリティライフ推進運動 10月1日～12月31日

環境の「エコ」，移動の「モビリティ」，生活の「ライフ」をつ
なげた言葉で，電車・バス等の公共交通機関，自転車，
徒歩，自動車などを賢く使い分けて，環境にやさしい交
通手段を利用するライフスタイルを推進する，通称「エコ
モビ推進運動」を実施しています。

横
浜
市

新
潟
市

市内全域 新潟市
環境部環境政策課

025-226-1363
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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

どうぶつ・エコ教室 １２月２日（土） 静岡市立日本平動物園
http://www.shizuoka.jp/ondanka/event/2017/10/1022.h
tml

静岡市

STOP温暖化！しずおかマルシェ １２月９日（土） エスパルスドリームプラザ
㈱エスパルスと連携し、エコなお店を集めてマルシェを開
催する。また、「COOL CHOICE」をＰＲし、来場者から
「COOL CHOICE」宣言をいただく。

静岡市、株式会社エスパルス

STOP温暖化！冬夜を楽しむCOOL CHOICE  ラ
イトダウン＆キャンドルナイト

１２月１６日（土）
（雨天延期：１２月１７日
（日））

青葉シンボルロード
㈱エスパルスと連携し、ライトダウンの効果を啓発すると
ともに、「COOL CHOICE」をＰＲし、参加者から「COOL
CHOICE」宣言をいただく。

静岡市、株式会社エスパルス

浜
松
市

ウォームシェアの実施 12月1日～3月31日

市内登録施設
（昨年登録施設：公共施設
76、民間施設83、合計159
施設）

浜松市では平成24年度から、地球温暖化対策を推進す
る取組の一環としてウォームシェアスポットの登録・公表
を行っています。

浜松市
環境部環境政策課
053-453-6154

名
古
屋
市

地球温暖化防止月間等の周知 12月初旬発行 市内全域
広報紙「広報なごや」において、地球温暖化防止月間に
関する記事を掲載し、普及啓発を図ります。

名古屋市
環境局環境活動推進課
052-972-2692

京
都
市

地球環境京都会議２０１７（ＫＹＯＴＯ＋２０） 12月10日 国立京都国際会館 http://secretariat.ne.jp/kyoto20/ 京都市
地球温暖化対策室
075-222-4555

神
戸
市

こうべ省エネチャレンジ2017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、12
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
環境貢献都市課
078-322-5284

岡
山
市

地球温暖化防止月間パネル展 １２月1日、４日
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

広報紙「市民と市政」への掲載 12月15日 広報紙
 地球温暖化防止のための節電対策に関する記事を掲
載し、市民に対して、周知・啓発を行います。新聞折り込
み、市内店舗への設置等により、配布します。

身近な省エネ行動についての啓発映像の放映 12月2日～8日

八丁堀交差点、紙屋町本
通り交差点等の映像装
置、広島市動画チャンネル
（YouTube)

地球温暖化防止に向けた身近な省エネ行動についての
啓発映像を広島市内の大型映像装置やYouTubeで放映
します。

北九州市環境首都検定 12月10日（日）
西日本総合展示場（新館）
市民センター（4ヶ所）

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。

北九州市環境局
環境学習課
093-582-2784

まちなか暖ラン♪ １２月～３月 市内一円

冬季の電力需要が高まる時間帯（17～20時）に、各家庭
でエアコンやテレビをつけて過ごすのではなく、まちなか
店舗などに出かけてもらうことで、家庭の省エネ・節電等
を図るとともに、まちなかのにぎわいづくりを進める取組
です。

北九州市環境局
温暖化対策課
093-582-2286

北
九
州
市

北九州市

静
岡
市

環境局環境創造課
054-221-1077

広
島
市

広島市環境局温暖化対策課
広島市

環境局温暖化対策課
082-504-2185
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