
平成２１年度 地球温暖化防止に係る国民運動におけるＮＰＯ・ＮＧＯ等の 

民間団体とメディアとの連携支援事業 

採択案件一覧表 

1 

案件名 ライフログを利用した“自転車復興運動（バイクルネッサンス）in 広島”のメ

ディア広報 

概 要 マイカー通勤から自転車通勤への転換を図る自転車復興運動「バイクルネッサン

ス」や、市民向け「自転車広島市内マップ」等の取り組みを、ニュース・スポッ

ト広告・特別番組等で広報することにより、自転車利用のムーブメントを起こし、

CO2 の排出削減を推進する。 

団体名 ウエストグリーンネット メディア名 株式会社テレビ新広島 

連絡先 

（メディア） 

広島県広島市南区出汐 2-3-19 

082-256-2301 

 

2 

案件名 廃校が教えてくれた もったいない！ プロジェクト 

概 要 廃校を利用した循環型エコライフ体験学習施設「森と風のがっこう」での、小学

生を対象とした「自然エネルギー体験プログラム」等の活動を、テレビ・ラジオ

番組、イベント等で紹介することで、「もったいない」への気付きを与え、日常

生活でのエコアクションを促す。 

団体名 NPO 法人岩手子ども環境研究所 メディア名 株式会社アイビーシー岩手放送

連絡先 

（メディア） 

東京都中央区銀座 5-14-10 第 10 矢野新ビル 2階 

03-5550-3631 

 

3 

案件名 小学５年生のエコノートから広がる環境活動 

概 要 民間団体は、学校版環境 ISO の副教材「小学生版エコノート」を熊本県内全ての

小学 5年生に配布し、「エコノート検定」等様々な環境教育に取り組んでいる。

メディアは、これらの取り組みをテレビ番組・CM で紹介することにより、「エコ

ノート」を使った環境教育への取り組みの輪を広げる。 

団体名 NPO 法人くまもと温暖化対策セン

ター 

メディア名 熊本朝日放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

熊本県熊本市二本木 1-5-12 

096-359-1111 

 



4 

案件名 まちなかで始める 府内町まちごと STOP！地球温暖化プロジェクト 

概 要 大分市の中心市街地「府内町」にて商店街組織が中心となり、過剰包装を軽減す

るためのエコラリーや、食から学ぶ温暖化防止に関するワークショップ等を開

催。メディアは、これらの活動を数回にわたって新聞紙面で告知紹介し、まち全

体での地球温暖化防止活動を推進する。 

団体名 府内町連絡協議会 メディア名 大分合同新聞社 

連絡先 

（メディア） 

大分県大分市府内町 3-9-15 

097-536-2121 

 

5 

案件名 びわ湖一週『買うならエコ！』リレー 

～エコなお買い物で、目指せ CO2 半減！～ 

概 要 民間団体は、買い物時にできる温暖化防止活動の普及促進キャンペーン「買うな

らエコ！」と題して、買い物客参加型イベント、シンポジウム等を展開。メディ

アは、スポット CM、主婦向け番組内コーナー、新聞紙面等を通じて、キャンペ

ーンへの参加告知、実践の呼びかけを行い、環境に配慮した消費行動を促す。 

団体名 滋賀グリーン購入ネットワーク メディア名 びわ湖放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

滋賀県大津市鶴の里 16-1 

077-524-0153 

 

6 

案件名 雪冷熱エネルギーってなんだろう？ 雪国にいがたの快適な雪室ビルトイン住

宅 

概 要 「ストップ温暖化『一村一品』大作戦全国大会 2009」で金賞を受賞した「雪室

ビルトイン住宅」を紹介するセミナーを開催、さらに、そのセミナーの内容を紹

介した特別番組等を放映することにより、県内での雪室ビルトイン住宅の普及を

図り、雪冷熱エネルギーを活用した CO2 排出削減を促進する。 

団体名 雪国住宅研究会 メディア名 株式会社新潟総合テレビ 

連絡先 

（メディア） 

東京都中央区銀座 3-9-11 紙パルプ会館 4階 

03-3544-5161 

 



7 

案件名 モビリティウィーク＆カーフリーデー2009 ふくい 

概 要 「モビリティウィーク＆カーフリーデー」と題して行われる、中高校からの「公

共交通社会」に関する作文募集、シンポジウム開催等を、テレビ CM・ラジオ CM

等で告知、さらに、受賞作品等を、特別番組、ニュースを通して紹介することに

より、イベントに参加していない方たちにも温暖化防止行動を促す。 

団体名 NPO 法人ふくい路面電車とまちづ

くりの会 

メディア名 福井放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

東京都中央区銀座 4-9-8 

03-5550-6055 

 

8 

案件名 徳島 Eco プロジェクト ゼロ・ウェイストで低炭素社会実現へ 

～子供達が変える！地球の未来が変わる！～ 

概 要 徳島県上勝町でゴミゼロのまちを目指した活動を展開しているゼロ・ウェイスト

アカデミーが、県内小学校 3校で環境教育授業を定期的に実施。メディアは、そ

の模様をテレビ番組で紹介、さらに再編集し環境教育 DVD として、徳島県内すべ

ての小学校に配布し、子供たちの自発的な活動を促す。 

団体名 ゼロ・ウェイストアカデミー メディア名 四国放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

徳島県徳島市中徳島町 2-5-2 

088-655-7520 

 

9 

案件名 わたしたちは生ゴミ削減の伝道師！女性による生ゴミ削減キャンペーン 

概 要 低炭素社会の構築に向け生ゴミのリサイクル・削減に取り組む加賀市女性協議会

のメンバーが「生ゴミ削減の伝道師」としてテレビ・ラジオの CM 出演、また、

活動の様子を報道番組、特別番組で紹介することにより、台所を預かる県内の主

婦等に「生ゴミ削減」を啓蒙し、さらには CO2 排出削減を促進する。 

団体名 加賀市女性協議会 メディア名 北陸放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

石川県金沢市本多町 3-2-1 

076-262-8116 

 



10 

案件名 「輪の国びわ湖」で地球もカラダもきれいに！～自転車がひらく新時代～ 

概 要 びわ湖一周サイクリストの募集・認定、「出張ベロタクシー（自転車タクシー）」

による自転車生活の PR、「輪の国びわ湖協賛ショップ」による CO2 削減効果実験

等の取り組みの様子や効果測定の結果を、特別番組等を通じて告知、紹介するこ

とで、自転車利用による CO2 排出削減を促進する。 

団体名 NPO 法人五環生活 メディア名 株式会社エフエム滋賀 

連絡先 

（メディア） 

滋賀県大津市西の庄 19-10 

077-527-0830 

 

11 

案件名 フードマイレージって知ってます？！ 美味しい温暖化対策 

概 要 県内の外食店、学生食堂、小売業者等と連携した「フードマイレージ（食料輸送

距離）」表示のモデル事業や、企画パネル展「美味しい温暖化対策『フードマイ

レージ』CO2 見える化展」等を告知・紹介することで、暮らしの中でできる具体

的な CO2 排出削減ツールとしての「フードマイレージ」を普及させる。 

団体名 NPO 法人環境ネットワーク埼玉 メディア名 株式会社埼玉新聞社 

連絡先 

（メディア） 

埼玉県さいたま市北区吉野町 2-282-3 

048-795-9932 

 

12 

案件名 鹿児島市立草牟田小学校児童らによる、PTA、地域と連携した環境教育 

概 要 鹿児島市立草牟田小学校では、全児童が「こどもエコクラブ」に登録し、エコ日

記、節水、省エネ、ゴミ分別等に積極的に取り組んでいる。メディアは、これら

の取り組みを、子ども向け特集紙面の広告スペースを使い、計 4回にわたり紹介

することにより、同世代の子どもたちや保護者、教育関係者等の地球温暖化問題

への意識向上を図る。 

団体名 草牟田小学校こどもエコクラブ メディア名 株式会社南日本新聞社 

連絡先 

（メディア） 

鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目 33-9 

099-813-5066 

 



13 

案件名 山梨県増穂町・第一保育所共同開発「ピカリコ No1」 

概 要 保育所で使う電力の約 30％をまかない、休園日等の余剰電力は売電する共同太

陽光発電所「ピカリコ No1」を、小学生にも理解できるようわかりやすく紹介す

る番組を制作・放映。さらに、その番組を収録した DVD を県内の小学校に配付し、

学校教材として利用する。 

団体名 NPO 法人みどりの学校 メディア名 株式会社山梨放送 

連絡先 

（メディア） 

山梨県甲府市北口 2-6-10 

055-231-3222 

 

14 

案件名 「緑のポスト」による地球温暖化防止活動 

概 要 県内の小学生の環境意識を高めるため、「地球を救う 緑のポスト」を県内郵便

局に設置し、擬人化した地球と環境についてはがきでやりとりする環境教育活動

を、複数回にわたりテレビ番組及び新聞紙面で紹介することにより、環境に配慮

したライフスタイルに対する意識向上を図る。 

団体名 NPO 法人エコプランふくい メディア名 福井テレビジョン放送株式会社

連絡先 

（メディア） 

福井県福井市問屋町 3丁目 410 

0776-21-2233 

 

15 

案件名 10 代・20 代の青年層におけるイベント環境対策活動 

概 要 北海道最大級の野外ロックフェスティバル「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2009 in 

EZO」等のイベントにおける、ゴミ分別の呼びかけ、生ゴミの堆肥化、公共交通

機関の利用促進等の環境対策活動、スポット CM・レギュラー番組・ホームペー

ジ等で紹介することにより、10 代・20 代の青年層の地球温暖化問題に対する関

心を高め、行動を喚起する。 

団体名 環境 NGOezorock メディア名 FM ノースウェーブ 

連絡先 

（メディア） 

北海道札幌市北区北７条西４丁目３番地１ 新北海道ビル８階 

011-707-8250 

 

 


