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岩
手
県

100万人のキャンドルナイトinいわて2013
冬

１２月１４日（土）～１５日（日） もりおか歴史文化館

｢１００万人のキャンドルナイト｣は、夜の２時間だけ電
気を消してロウソクの灯りで過ごしてみることで、環境
の事を考えてみようというイベントです。全国で夏至と
冬至の年２回開催されており、本イベントはその「いわ
てバージョン」として夏至と冬至の約一週間前に開催し
てゆきます。

１００万人のキャンドルナイトｉｎいわて実行
委員会／NPO法人環境パートナーシップい
わて／岩手県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

環境学習交流センター
019-606-1752

秋
田
県

ウォームシェア普及促進ブースの出展
１２月１４日（土）～１５日（日）、
２８日（土）～２９日（日）

秋田県立体育館
（秋田ノーザンハピネッツ試
合会場）

「秋田市クール＆ウォームシェア普及促進コンソーシ
アム」の一員として、ウォームシェアの普及促進のため
にブースを出展します。同時に、認知度調査や、外出
時の暖房使用状状況を聞くアンケートも行います。
http://www.ceeakita.org/works/2013conso/warm.htm
l

一般社団法人あきた地球環境会議（秋田市
地球温暖化防止活動推進センター）

一般社団法人あきた地球　環境会議
（秋田市地球温暖化防止活動推進セ
ンター）
018-874-8548

山
形
県

山形県地球温暖化防止活動候補者研修
実務研修

１２月７日（土） 山形エコハウス
温暖化防止活動推進員候補者等を対象に、ワーク
ショップを含む実務研修を行います。

山形県地球温暖化防止活動推進センター
山形県地球温暖化防止活動推進セン
ター
023-679-3340

山
形
県

エコ住宅バスツアー １２月８日（日） 山形エコハウスなど
断熱対策の施された新築、リフォームの住宅をバスツ
アーで見学します。
http://eny.jp/ecohouse/

やまがたエコ住宅・エコリフォーム　コンソー
シアム

事務局　山形県地球温暖化防止活動
推進センター
023-679-3340

山
形
県

キャンドルナイト　イン　上山城（仮称） １２月１４日（土） 上山城
上山市のシンボルでもある上山城を舞台に地球温暖
化防止の啓発活動を行います。

主催：㈶上山城管理公社
共催：上山市地球温暖化対策協議会、村山
地域地球温暖化対策協議会、特定非営利
活動法人環境ネットやまがた

上山城管理公社
023-673-3660

山
形
県

山形県環境保全協議会　20周年記念シン
ポジウム

１２月１９日（木） 山形市
協議会設立20周年を記念し、再生可能エネルギー等
に関する基調講演やパネルディスカッションを開催し
ます。

山形県環境保全協議会
事務局　NPO法人環境ネットやまがた
023-679-3340

地球温暖化防止月間における取組（地球温暖化防止活動推進センター等が実施するもの）
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山
形
県

キャンドルナイトinてんどう １２月２１日（土） 天童駅西口
地域協議会や地域の方が主体となり、温暖化防止を
呼びかけるキャンドルナイトが開催されます。

天童市地球温暖化防止対策推進会議、山
形県地球温暖化防止活動推進センター

山形県地球温暖化防止活動推進セン
ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　023-
679-3340

茨
城
県

いばらきウォームシェア １２月～３月 各協力店舗

家庭の暖房を止めて、みんなで楽しくあたたかく過ご
せる、県内のウォームシェア協力店・施設に外出し、
家庭での電気使用量を削減しながら、社会全体として
の節電や経済の活性化を図ります。
http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/

茨城県
茨城県地球温暖化防止活動推進センター
※県の委託を受けてセンターで実施

茨城県生活環境部環境政策課
029-301-2939

茨
城
県

千波湖環境学習会（第9回） １２月８日（日）
千波胡好文カフェ前
親水デッキ

水戸市との協働事業として千波湖学習会を開催して
います。市民の憩いの場である千波湖で、自然環境
やそれらに影響を及ぼす地球温暖化等に関する青空
教室を開催し、多くの市民の皆様と一緒に環境保全を
考えることを目的として年間１１回実施することとして
おり、１２月で９回目となります。
１２月のテーマは、「冬の水質調べと周辺湧水を探しに
いこう」です。
http://www.kankyokanri.or.jp/

水戸市
一般社団法人　茨城県環境管理協会
※共催

一般社団法人　茨城県環境管理協会
029-248-7431

栃
木
県

ECOテック＆ライフとちぎ2013 １１月３０日（土）～１２月１日（日） マロニエプラザ（宇都宮市）
専用ホームページ　http://www.tochieco.jp/
フェイスブック　https://www.facebook.com/tochieco

栃木県地球温暖化防止活動推進センター
（一般財団法人栃木県環境技術協会）

栃木県地球温暖化防止活動推進セン
ター（TEL：028-673-9101）

埼
玉
県

家庭の取り組み推進キャンペーン １２月～１月
「広報かわぐち」（予定）と川
口市地球高温化防止活動推
進センターＨＰにて

家庭で身近にできる地球高温化対策をホームページ
及びパンフレットに掲載し、家庭の取り組みを促進しま
す。また、「広報かわぐち」にセンターの紹介とキャン
ペーンを実施しているしている旨を掲載。
http://www.ecolife-kawaguchi.org/

川口市地球高温化防止活動推進センター
川口市地球高温化防止活動推進セン
ター       048-222-9050

神
奈
川
県

「地球温暖化」テーマ展示 １２月１日（日）～２６日（木）
ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化を考えるきっかけづくりとして、小学生の自
由研究作品展示、エネルギーのかばん、温暖化＋
２℃の海岸線マップ・鳥瞰図、温暖化啓発パネルなど
の展示を行う。http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活動推進セン
ター    （ＮＰＯ法人アクト川崎）事務局
044-813-1313
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神
奈
川
県

かわさき環境フォーラム
 １２月７日（土）
午前１１時～午後４時

川崎市総合自治会館
（武蔵小杉）

講演「温暖化国際交渉の舞台裏、日本のこれから」
（朝日新聞編集委員・竹内敬二氏）。環境出前授業の
実演、体験教室、企業や市民団体による環境学習へ
の取り組みの情報交換など。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/kiban/kiban.html

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活動推進セン
ター     （ＮＰＯ法人アクト川崎）事務局
044-813-1313

神
奈
川
県

講演「異常気象と人類の選択－地球温暖
化をもっとよく考えるための最新科学知見
－」

 １２月１８日（水）
午後６時３０分～午後８時３０分

中原市民館多目的ホール
（武蔵小杉）

異常気象が近年、多発する異常気象を学び、最新の
情報から地球温暖化に迫ります。講師：江守正多氏
（国立環境研究所気候変動リスク評価研究室長）
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/tenji/tenji.html#t0
04

川崎市地球温暖化防止活動推進
センター（ＮＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活動推進セン
ター （ＮＰＯ法人アクト川崎）事務局
044-813-1313

新
潟
県

柏崎市民節電所事業 １２月１日（日）～３１日（火） 柏崎市

12月１ヶ月間、節電の取り組みをしていただき、電力
使用量などについてアンケートにより回答してもらう。
また、希望者に省エネナビ、ワットチェッカーを貸出、
取り組みの効果を実感しながら節電に取り組んでもら
う。

柏崎市、新潟県地球温暖化防止活動推進
センター、新潟県地球温暖化防止活動推進
員
※共催

柏崎市市民生活部環境政策課
0257-24-7714

山
梨
県

平成25年度甲斐の国・地域資源活用コン
ソーシアム

１２月１４日（土） 甲府市リサイクルプラザ

甲府市で収集した廃棄物を（ハブダイナモ）活用した
「再生可能エネルギー」システムの手作りワークショッ
プを行います。
募集10組

甲府市環境プラザ
ＮＰＯフィールド’２１
055-228-3830

山
梨
県

甲斐の木活用総合推進事業 １２月２１日（土） 甲斐市狐石圃場
県産間伐材を活用した製品開発として「太陽光パネル
の架台製作のワークショップを開催します。
募集50名（無料）

ＮＰＯフィールド’２１
（山梨県地球温暖化防止活動推進セン
ター）

ＮＰＯフィールド’２１
055-228-3830

静
岡
県

ライトダウン＆キャンドルナイト
１２月２１日（土）
雨天の場合は２２日（日）

青葉シンボルロード
(静岡市葵区)

ライトダウンによるCO2削減をテーマに、シンボルロー
ドのクリスマスイルミネーションを2時間消灯。約2000
個のキャンドルの中でアコースティックライブを楽しみ
ながら、来場者にライトダウンを呼びかける。

静岡県地球温暖化防止活動推進センター
静岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL054-271-8806
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静
岡
県

節電・省エネコンテスト　冬版（仮） １１月２０日（水）～１月３１日（金） 県内

家庭を対象に、12月・1月（冬季）の節電・省エネ行動
を促す。昨年同月より電気またはガスの使用量が少し
でも削減した場合、専用の用紙で郵送/FAXで送付す
ると、もれなくノベルティグッズと、さらに抽選でエコ
グッズなどが当たる。参加者によるCO2総削減量を算
出予定。

静岡県地球温暖化防止活動推進センター
静岡県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL054-271-8806

富
山
県

地球温暖化防止県民大会 １２月１４日（土）午後
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、県民一人ひとりがライフスタ
イルを見直すなどの具体的な行動を実践するよう、地
球温暖化防止月間に合わせて、地球温暖化防止の顕
著な取組みを行っている個人・団体等を顕彰するほ
か、地球温暖化防止のためのイベント等を実施し、地
球温暖化防止の普及啓発を行います。

環境とやま県民会議、
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）

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）協働交流
課　                           076-431-4607

福
井
県

暮らしクリエイト展 １２月７日（土）
ハーツ志比口店
（福井市志比口2丁目11-13）

私たちが節電を通して見つけたもの、それは「心地い
い暮らし」でした。子どもと家族と一緒に楽しむ時間の
中に、素敵な知恵が盛りだくさん。あなたにあった暮ら
しを見つけましょう。
http://stopondanka-fukui.jp/event/122/

ダウンアンペア作戦コンソーシアムふくい
福井県地球温暖化防止活動推進セン
ター 0776-30-0092

三
重
県

みえ環境フェア2013 １２月１日（日） メッセウイング・みえ

『来て・見て・学んで取り組む！地球温暖化対策』を
テーマに、県内の環境活動団体が一堂に会して日頃
の取り組みを紹介して、県民の皆様に温暖化防止活
動へのきっかけとしていただくために開催します。
　また、温暖化防止活動に顕著な功績のあった団体に
対する表彰式(みえ環境大賞)が行われます。
http://www.mec.or.jp/ondan/

三重県地球温暖化防止活動推進センター
三重県地球温暖化防止活動推進セン
ター事務局
059-245-7517

奈
良
県

地球環境保全活動団体交流会「匠の環」 １２月１９日（木） 奈良県文化会館

県内各地域で行われている地球温暖化防止活動等の
環境保全活動について実践している団体の取り組み
発表、活動紹介の展示、交流会、環境家計簿取り組
み表彰、等を通じて意見交換と情報共有の場としま
す。　http://naso.jp/

奈良県地球温暖化防止活動推進センター
（NPO法人奈良ストップ温暖化の会）

奈良県地球温暖化防止活動推進セン
ター（NPO法人奈良ストップ温暖化の
会）事務局
0742-35-6730

和
歌
山
県

きのかわ環境フェア 1２月８日（日） 紀の川市那賀総合センター

自然豊かな紀ノ川流域の地で暮らす市民NPO・事業
所・行政などで、地球温暖化防止や省エネルギーなど
の環境保全の取り組みを推進し、『３R運動は地球を
救う！』をテーマに開催します。

「きのかわ環境フェアー2013」実行委員会
※共催

紀の川市地球温暖化対策協議会（き
のかわ環境フェアー2013実行委員会）
080-3031-8266
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鳥
取
県

とっとりエコサポーターズ（鳥取県地球温
暖化防止活動推進員）養成講座【西部会
場】

１２月１４日(土）～１５日(日） 国際ファミリープラザ

地域で温暖化防止活動を盛り上げるとっとりエコサ
ポーターズの募集も今年度も実施します。今年は、基
調講演として鳥取環境大学岡﨑教授より「低炭素社会
への新展望」を伺います。その他、地球温暖化防止の
基礎知識とファシリテーターとして必要なスキルを身に
つけるワークショップを行います。

鳥取県
鳥取県地球温暖化防止活動推進センター

鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター事務局０８５７－５２－２７００

鳥
取
県

とっとりエコサポーターズ（鳥取県地球温
暖化防止活動推進員）養成講座【東部会
場】

１２月２１日(土）～２２日(日）
鳥取環境大学サステイナビリ
ティ研究所

地域で温暖化防止活動を盛り上げるとっとりエコサ
ポーターズの募集も今年度も実施します。今年は、基
調講演として鳥取環境大学衣川名誉教授より「私たち
の選択と脱温暖化」を伺います。その他、地球温暖化
防止の基礎知識とファシリテーターとして必要なスキ
ルを身につけるワークショップを行います。

鳥取県
鳥取県地球温暖化防止活動推進センター

鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター事務局０８５７－５２－２７００

島
根
県

冬の省エネキャンペーン(仮称) １２月１日（日）～１月３１日（金） 島根県全域
島根県民一般を対象として、「冬の暮らしの省エネ」の
普及啓発を目的とした広報キャンペーンを実施しま
す。

島根県地球温暖化対策協議会
公益財団法人しまね自然と環境財団

公益財団法人しまね自然と環境財団
環境事業課
0852-32-5260

徳
島
県

「温暖化対策」を題材にしたとってもわか
りやすいワークショップ講座

１２月１日
午前１０時～午後４時

徳島グランヴィリオホテル
〒770-0941 徳島県徳島市万
代町３丁目５－１

参加費：無料、定員：先着30名、参加対象者：温暖化
防止に関心のある人たち（推進員）がメインの対象で
すが、環境問題に関心があって、ワークショップや協
働などに関心のある方も、もちろんOKです。お気軽に
ご参加ください。申込方法：FAX・メール・電話でご連絡
ください。

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6033
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：加藤

徳
島
県

平成25年度自然エネルギー出前授業
in吉野川市川島小学校

１２月１２日（木）
午前１０時４５分～午後０時４５分

吉野川市川島小学校

小中学校を対象に温暖化防止に係る自然エネルギー
についての実験および説明を楽しく行います。

講師：大垣 光治 氏（工学博士、温暖化防止活動推進
員）

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6033
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：藤野・橋本

徳
島
県

平成25年度自然エネルギー出前授業
in八万小学校

１２月１６日（月）
午前１０時４０分～午後０時１０分

八万小学校

小中学校を対象に温暖化防止に係る自然エネルギー
についての実験および説明を楽しく行います。
講師：大垣 光治 氏（工学博士、温暖化防止活動推進
員）

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6033
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：藤野・橋本
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徳
島
県

平成25年度自然エネルギー出前授業
in吉野川市学島小学校

１２月１８日（水）
午前１０時４５分～午後０時

吉野川市学島小学校

小中学校を対象に温暖化防止に係る自然エネルギー
についての実験および説明を楽しく行います。

講師：大垣 光治 氏（工学博士、温暖化防止活動推進
員）

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6033
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：藤野・橋本

徳
島
県

事業者省エネ診断 １２月中 徳島県内

徳島県内における事業者様を対象に無料の省エネ診
断を実施しております。専門の環境カウンセラー、電
機事業者がヒアリングや電力モニタリングを行い御社
に適した省エネ・節電メニューをご呈示いたします。ご
興味のある方は、電話・FAX・メールで当センターまで
ご連絡ください。

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6033
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：服部・林

徳
島
県

徳島県地球温暖化防止活動推進員
通信第2号発行

１２月中 徳島県内
徳島県内の温暖化防止活動推進員の方を対象に、温
暖化防止イベントやセンター活動状況について記した
冊子を郵送します。

特定非営利活動法人環境首都とくしま創造
センター（エコみらいとくしま）

電話　088-678-6091
Fax　088-664-6034
E-mail：ecomirai@lagoon.ocn.ne.jp
担当：谷口・佐藤

香
川
県

「ストップ！地球温暖化」展への出展 １２月１７日（月）～２０日（木）
高松市役所本庁舎
１階　市民ホール

地球温暖化防止月間に併せて、市民の地球環境に対
する意識の向上を図る「ストップ！地球温暖化」展に
パネル展示、「うちエコ診断」、ウォームビズコレクショ
ン等の内容で出展する。

高松市（協力団体　香川県地球温暖化防止
活動推進センター他）

高松市環境保全推進課
087-839-2393

香
川
県

ウォームビズ展示 １２月２日（月）～
香川県地球温暖化防止活動
推進センター（せとeco・かが
わ）2階

食べ物や衣服など、室温20℃設定でも快適に過ごす
ウォームビズの提案及びウォームシェアを考えていく
展示コーナーをセンター内に設ける。

公益財団法人香川県環境保全公社（香川
県地球温暖化防止活動推進センター）

香川県地球温暖化防止活動推進セン
ター（せとeco・かがわ）
087-833-2822

香
川
県

香川県地球温暖化防止活動団体交流会 １２月７日（土）
高松商工会議所4階会議室
(401)

県内で低炭素社会の実現を目指した活動を展開して
いる団体間の交流を図り、相互の理解と連携を深める
とともに、それぞれの団体による事業のさらなる発展
を目的として開催する。

公益財団法人香川県環境保全公社（香川
県地球温暖化防止活動推進センター）

香川県地球温暖化防止活動推進セン
ター（せとeco・かがわ）
087-831-7773
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大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会2013
１２月１２日（木）　午後１時２０分
～

ホルトホール大分小ホール

毎年開催で地球温暖化を推進する取り組みの一貫で
講演会と低炭素活動事例の発表及び表彰式を行いま
す。
講師　東京工業大学ソリューション研究機構
　　　　特任教授　金谷年展

大分県・大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

大分県地球温暖化防止活動推進セン
ター　097-574-6139

大
分
県

省エネ、節電出前セミナー
１２月３日（火）午後予定
１２月４日（水）午前９時～

12/3由布市庄内町
12/4竹田市内

地域協議会の方たちを対象に省エネ、節電のセミナー
を行います。講師等は未定

大分県・大分県地球温暖化防止活動推進セ
ンター

大分県地球温暖化防止活動推進セン
ター　097-574-6139

鹿
児
島
県

グリーン日記表彰式＆みつろうキャンドル
づくり教室

１２月２５日（水）
かごしま県民交流センター
２F大ホールA

鹿児島県内の小中学生が夏休みに取り組んだ節電・
省エネ行動を記録する「グリーン日記」コンテストの表
彰式と表彰者の取組事例発表等を行います。また，
キャンドルナイト・節電の呼びかけを行うため，みつろ
うキャンドルづくり教室も同時開催することとしていま
す。

一般財団法人鹿児島県環境技術協会（鹿
児島県地球温暖化防止活動推進センター）

一般財団法人鹿児島県環境技術協会
（鹿児島県地球温暖化防止活動推進
センター）
地球温暖化対策課
099-284-6013
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