
地域 担当団体 名称 公募期間 募集団体 連絡先 担当者 県大会 HP

北海道センター 北海道を元気に！「温暖化防止　一村一品応援プロジェクト」～『北海道力』編～ 6月1日(月)～8月31日(月) 財団法人 北海道環境財団 011-218-7811 安保・溝渕 9月29日(火)(予定)
http://www.heco-spc.or.jp/ippin/index.html

青森県センター ストップ温暖化大作戦２０００９　青森県大会 7月１日(水)～8月31日(月)
特定非営利活動法人 青森県環境パートナーシップ
センター

0178-22-1507 有谷 11月15日(日)
http://www.eco-aomori.jp/

岩手県センター CO2ダイエット・マイナス8％　第3回エコ8カップ 6月15日(月)～9月15日(火) 特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて
 019-606-1752

石川・畠山 11月8日(日)
http://www.aiina.jp/environment/

宮城県センター エコdeスマイルコンテストinみやぎ2009 7月1日(水)～9月10日(木) 財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 022-301-9145 井上・廣重・江刺家 10月31日(土)
http://www.melon.or.jp/melon/contents/Global_Warming/eco/index.htm

秋田県センター おらほのCO2ダイエット作戦3!! 6月15日(月)～10月12日(月) 特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム 018-839-8309 菊地・東海林 11月29日（日）
http://www.eco-akita.org/onsen/

山形県センター ストップ温暖化「エコ杯
カップ

やまがた」 6月5日(金)～8月31日(月) 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた 023-679-3340 安孫子・松村 10月31日(土) http://eny.jp/eco-cup/index2009.html

福島県センター STOP温暖化「知恵の環」づくりキャンペーン 6月下旬～8月末 特定非営利活動法人 超学際的研究機構 024-525-8892 高田 11月14日(土)
http://www.fukushima-ondanka.org/index.html

茨城県センター CO２削減の環　いばらき2009 6月10日（水）～8月31日（月） 社団法人 茨城県公害防止協会 029-248-7431 梶川 11月3日（火・祝）
http://business2.plala.or.jp/ibakobo/senta/sub001.html

栃木県センター とちぎのエコキーパーをさがせ！２００９ 6月1日（月）～8月31日（月） 財団法人 栃木県環境技術協会 028-673-9101 増渕
12月4日(土)、5日
(日）

http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

群馬県センター
２００９ストップ温暖化大作戦　ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）減らして広げよう循環型
社会

6月下旬～9月中旬
特定非営利活動法人 地球温暖化防止ぐんま県民会
議

027-237-1103 福田
11月中旬 http://www15.wind.ne.jp/~ccca-gunma/

埼玉県センター ストップ温暖化“冷やせ！彩の国”コンクール 6月12日(金)～9月18日(金) 特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉 048-749-1217 横田
10月17日(土) http://www.kannet-sai.org/concours/index.html

千葉県センター ＣＯ２ＣＯ２（こつこつ）ダイエットコンテスト 7月上旬から9月下旬 財団法人 千葉県環境財団 043-246-2180 山口
11月予定 http://www.ckz.jp/onndannka/

東京都センター とうきょうエコ・コレクション２００９ 5月21日(木)～8月20日(木) 財団法人　東京都環境整備公社 03-5388-3421 冨樫・大堀 11月15日(日)
http://www.tokyo-co2down.jp/

神奈川県センター エコな活動大募集　みんな大集合 7月1日（水）～9月30日（水）
特定非営利活動法人 かながわアジェンダ推進セン
ター

045-321-7454 藤崎
12月予定 http://www.kccca.jp/

新潟県センター 越佐発　温暖化防止　はじめる一歩 6月15日（月）～7月31日（金） 財団法人 新潟県環境保全事業団 025-264-2144 南場
10月3日(土) http://www.eco-niigata.or.jp/ondanka/index.html

山梨県センター ストップ温暖化　甲斐の国　活動コンテスト　エコの種をまく人 6月10日（水）～8月17日（月） 特定非営利活動法人 フィールド’２１ 055-228-3830 大間
9月27日(日) http://www15.plala.or.jp/yamanashi-f21/

静岡県センター ＳＴＯＰ温暖化アクションキャンペーン 6月1日(金)～2009年1月10日 特定非営利活動法人 アースライフネットワーク 052-271-8806 服部・青島
2月20日（土） http://sgwcs.com/

富山県センター “減らそうＣＯ２”とやまエコアクト・グランプリ!!　２００９ 6月1日（月）～8月31日（月） 財団法人 とやま環境財団 076-431-4607 山下
11月予定 http://www.tkz.or.jp/ondan_center/fram_set.html

石川県センター ＣＯ2削減グランプリ２００９　～いしかわエコアクション～ 6月1日（月）～7月31日（金） 社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会議 076-232-3991 井田
11月予定 http://www.eco-partner.net/co2cut/

福井県センター 「わがまちLOVE･アース」コンテスト 5月11日（月）～6月30日（火） 特定非営利活動法人 エコプランふくい 0776-30-0092 加藤
10月末から11月初
旬予定

http://ecoplanf.com/xoops/

長野県センター さわやか信州エコグランプリ２００９ 6月22日（月）～8月24日（月） 社団法人 長野県環境保全協会 026-237-6625 松井
10月下旬予定 http://www.dia.janis.or.jp/~nccca/

岐阜県センター 木の国・山の国　わく環(わ)くコンテスト２００９「減らそうＣＯ2」 6月15日（月）～8月31日（月） 財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター 058-247-3105 岡田・森
11月6日（金） http://www.koeiken.or.jp/ondanka/

愛知県センター ストップ温暖化！愛・知恵の環コンテスト2009 6月1日（月）～8月31日（月） 社団法人 環境創造研究センター 052-627-0300 北折
11月14日(土) http://www.accca.net/chienowa.html

三重県センター 美し国みえエコ１・２・３運動 7月1日（水）～10月30日（金） 特定非営利活動法人 三重総合環境研究センター 059-253-4197 坪田・太田
11月下旬予定 http://www.mie-ondanka.or.jp/

滋賀県センター “ＣＯ２ダイエットコンテストｉｎおうみ” 6月22日（月）～8月25日（火） 財団法人 淡海環境保全財団 077-524-7168 来田(ｷﾀﾞ）
10月23日（金） http://www.ohmi.or.jp/ondanka/co2diet/

京都府センター きょうとECO-1（エコワン）グランプリ2009 6月1日（月）～7月31日（金）
特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会
議

075-211-8895 竹花
12月6日（日） http://www.kcfca.or.jp/eco1/

大阪府センター なんとかせんとアカン！なにわのＳＴＯＰ！！温暖化大作戦 6月1日（月）～8月21日（金） 財団法人 大阪府みどり公社 06-6266-1271 田中
11月中旬 http://www.osaka-midori.jp/ondanka-c/jigyo/no1/

兵庫県センター 「一村一品・知恵の環づくり」兵庫県大会 6月上旬～8月31日（月） 財団法人 ひょうご環境創造協会 078-735-2738 村上・衣川
11月3日（祝） http://www.eco-hyogo.jp/ondancenter/

奈良県センター ストップ温暖化匠の知恵コンテスト 6月10日（水）～8月31日（月） 特定非営利活動法人 奈良ストップ温暖化の会 0742-35-6730 小澤・北浦
11月1日（日） http://naso.jp/center/

和歌山県センター ＳＴＯＰ温暖化木の国知恵の環コンクール２００９ 7月1日（水）～9月15日（火） 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク 073-432-0234 前岡
10月4日（日） http://wenet.info/

チョットまった温暖化！会議
地球を冷やせ！
とっとり知恵くらべ大作戦

6月1日（月）～8月31日（月） 特定非営利活動法人賀露おやじの会  090-1184-2878 石黒・岸本
11月中旬 http://www.geocities.jp/karo_oyaji/stop/stopindex.html

島根県センター しまね環境一品！知恵の環づくり根っとわーく 6月中旬～8月28日（金） 財団法人 しまね自然と環境財団 0852-32-5260 野崎・山﨑
未定 http://nature-sanbe.jp

岡山県センター 2009 晴れの国　ぼっけぇ・減らせぇ・CO2　コンテスト 6月1日（月）～8月31日（月） 財団法人 岡山県環境保全事業団 085-224-7272 中村・柏原
11月1日（日） http://www.kankyo.or.jp

広島県センター わが町の温暖化対策“エコレシピ”オーディション 6月15(月）～7月15日（水） 財団法人 広島県環境保健協会
082-293-1512

杉岡
12月3日(木） http://www.kanhokyo.or.jp

山口県センター 温暖化トメリンピック2009 in やまぐち 6月1日（月）～8月31日（月） 財団法人 山口県予防保健協会 083-933-0018 大森
10月31日(土) http://www.yobou.or.jp/yccca/

とくしま環境県民会議 やらねばソンソン！減らさなソンソン！阿波のCO2削減コンテスト 7月1日（水）～8月31日（月） とくしま環境県民会議(徳島県庁内） 088-621-2334 川上
11月予定 http://www5.pref.tokushima.jp/kankyo/article/0000520.html

香川県センター Stop!地球温暖化かがわ『ええこと』コンテスト2009 6月5日（金）～8月31日（月） 財団法人 香川県環境保全公社 087-833-2822 黒岡・畑
10月24日（土） http://www5.ocn.ne.jp/~k-ecc/eecoto/eecoto.htm

愛媛県センター EHIME　ECO　CONTEST　2009 6月1日（月）～8月11日（火） 特定非営利活動法人 愛媛県環境保全協会 089-989-1068 西本・川本
10月3日（土） http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/060kankyou/00007268050929/

高知県センター コツコツカツコツコンテスト 6月1日（月）～9月30日（水） 特定非営利活動法人 環境の杜こうち 088-822-5554 近藤
11月上旬 http://npo-kankyonomori.com

福岡県センター ふくおか減ＣＯ2（げんこつ）自慢大作戦2009 6月1日（月）～8月17日（月） 財団法人 九州環境管理協会 092-674-2360 越智・松崎
http://www.fccca.jp/

佐賀県センター 未定 8月1日（土）～9月30日（水） 特定非営利活動法人 温暖化防止ネット 0952-20-2939 高木
http://sccca.isaac00.com/

長崎県センター ながさきグリーン甲子園 5月24日（日）～9月30日（水） 財団法人 ながさき地域政策研究所 095-820-4868 佐々木
http://www.nccca.jp/

熊本県センター 実践行動キャンペーン（一村一品・知恵の環づくり） 6月中旬- 特定非営利活動法人 くまもと温暖化対策センター 090-4994-3910 徳丸
11月29日（日） http://www.kuma-ontai.jp/

大分県センター おおいたストップ温暖化一村一品大作戦 6月1日（月）～8月31日（月） 特定非営利活動法人 大分県地球温暖化対策協会 097-546-3734 安藤・船石
http://www7b.biglobe.ne.jp/~oitaondanka/

宮崎県センター みやざきから発信！温暖化を止めるっちゃが！2009 6月1日（月）～10月31日（土） 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 0985-60-3911 石田
12月5日（土） http://www.mc3a.org/

鹿児島県センター ＣＯ２・ＣＯ２（こつこつ）と減らす「かごしまアクション」コンテスト 5月1日（金）～9月30日（水） 財団法人鹿児島県環境技術協会 099-805-0158 村井
11月22日（日） http://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/index.html

沖縄県センター うちなー減らせCO2ありんくりんプロジェクト 6月15日（月）～9月25日（金） 財団法人 沖縄県公衆衛生協会 098-945-2686 長田・渡嘉敷
11月予定 http://www.okica.or.jp/

※センターとは、各都道府県の地球温暖化防止活動推進センターのことを指す。　例 ） 北海道センター：北海道地球温暖化防止活動推進センター 2009/6/11現在（予定含む）
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