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岩
手
県

「いわて気候講演会」
－地球温暖化と異常気象を考える－

12月5日
盛岡市観光文化交流セン
ター「プラザおでって」ホー
ル

地球温暖化問題に対する社会的関心が高まっていること
から、広く県民の皆様にご理解いただき、地球温暖化防
止に寄与するため、地球温暖化に関する講演会を開催す
るものです。

【主催】盛岡地方気象台
【共催】岩手県、岩手県地球温暖
化防止活動推進センター

盛岡地方気象台防災業務課
019-622-7870

“もったいない”やまがた冬のエコスタイ
ルキャンペーン

11月1日（水）～3月31日（土
山形県全域
（キャンペーン参加事業所）

http://www.pref.yamagata.jp/ou/bunkakankyo/050009/

山形県冬のエコスタイル･キャンペーン
推進委員会
（事務局：山形県、県地球温暖化防止
活動推進センター）

山形県文化環境部環境企画課
TEL023-630-2335
県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
TEL0237-52-3320

庄内地域地球温暖化防止シンポジウム 12月10日
ひらたタウンセンター（山形
県酒田市）

「地球温暖化防止と市民活動について」の講演と「庄内
発、地球温暖化防止について」のパネルデイスカッション
を行う。

山形県庄内総合支庁
庄内地域地球温暖化対策協議会

山形県庄内総合支庁環境課
0235-66-5706

たかはた環境塾 12月10日 高畠町和田民俗資料館
風呂敷活用術。風呂敷の活用等をとおしレジ袋の削減な
どライフスタイルの見直しを図る。

たかはた環境塾実行委員会
高畠町住民生活課
０２３８－５２－１５９６

省エネキャンペーン事業
12/1～12/31
（11月からの継続）

モニター100家庭程度
酒田市では平成１８年度から、地球温暖化対策を推進す
る取組の一環として、一般家庭でできる節電対策をテー
マに、モニター形式によるキャンペーンを行っています。

酒田市
酒田市役所市民生活部環境
衛生課  0234-31-0933

福
島
県

エコドライブＦＭラジオスポット放送 12月1日～31日 福島県内
地球温暖化防止の取組であるエコドライブの実践を促す
内容のラジオスポット放送を実施する。

福島県
環境活動推進Ｇ
024-521-7248

冬の省エネキャンペーン（12～3月）
＊（アイドリングストップ運動）

12月3日
友部SA，イオン内原，ジョ
イフル本田，キュート，チェ
リオ

県では，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　県民会議と共催で，１２
月から３月まで「冬の省エネキャンペーン」を実施します。
特に，キャンペーンのスタートとして，車で出かけることが
多くなる時期に，アイドリングストップを呼びかけるため，
県内の集客施設5箇所において啓発活動を行います。

茨城県ほか関係団体
茨城県生活環境部環境政策
課
029-301-2939

エコドライブ学習会 12月9日
鹿嶋市まちづくり市民セン
ター

かしま環境ネットワークの会員である高橋直彦氏を講師
に，ガソリンを節約出来る運転技術や知識等をお教えし
ます。

かしま環境ネットワーク
かしま環境ネットワーク
0299－82－5072

広報掲載 12月10日号，25日号 広報「もりや」紙上
10日号：市民向け地球温暖化防止行動の呼びかけ，Ｈ１
７年度守谷市役所地球温暖化ガス排出量削減結果報告
２５日号：守谷市役所グリーン製品調達率（Ｈ１７年度）

守谷市生活環境課
守谷市大柏950－１
０２９７－４５－１１１１内線１４
６

八
都
県
市

2006冬省エネ型家電拡大キャンペーン
平成18年11月16日から平
成19年1月31日まで

http://cop.ne.jp/2006/eco/eno01.html 八都県市
東京都環境局都市地球環境
部計画調整課　03-5388-
3567

新
潟
県

新潟県アイドリング・ストップ運動 12月1日～31日 県庁他
期間中、不必要なアイドリングをしないよう運転者にアイ
ドリング・ストップの自主的な励行を呼びかけます。また、
併せて、エコドライブの励行についても呼びかけます。

新潟県
環境企画課
025-280-5339

地方自治体等の１２月の地球温暖化防止活動推進月間の行事一覧

山
形
県

茨
城
県
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山
梨
県

運転免許センターにおける
アイドリングストップ、CO2対策
自動車の普及活動
(山梨県地域活性化促進事業補助金対
象)

12月10日・12月 19日
２日間

山梨県総合交通センター
(旧運転免許センター)

免許取得、更新に来られる方への普及啓発用のパンフ
レットの配布と地球温暖化防止に関する低減対策や各種
相談窓口の設置やアンケート、エコドライブ宣言書の募集
を行い、温暖化防止の取組みへの参画等を促進する。

山梨県森林環境部
山梨県地球温暖化防止活動推進
センター

tel：055-223-1503
fax：055-223-1507
tel&fax：055-228-3830
E-mail：field-21@plala.or.jp

富
山
県

地球温暖化防止県民大会
12月16日（土）
13時30分～16時

タワー111　スカイホール

　地球温暖化防止やライフスタイルの見直しについて考
え、理解していただくため、地球温暖化防止月間に合わ
せて下記のとおり県民大会を開催します。
・基調講演　「地球温暖化と私たちの暮らし」
　　飯島　希　氏（（財）日本気象協会　気象予報士）
・地球温暖化防止活動報告
　　とやまエコ・メイト事業結果報告
　　企業の取り組み
　　地球温暖化防止活動推進員の活動報告
・地球温暖化防止パネル展示　等
詳細情報は以下のウェブサイトを参照
「とやま地球環境ポータルサイト」
http://www.pref.toyama.jp/sections/1705/earth/

富山県
（財）とやま環境財団

（財）とやま環境財団
TEL：076-431-4607
FAX：076-431-4453
E-mail：tkz7@tkz.or.jp

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

11月27日
名古屋市青少年文化セン
ターホール（ナディアパーク
１１階）

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/gyousei/kisha/taiki
/ondan061024/webpress_ondan061024.html

愛知県
環境部大気環境課地球温暖
化対策室
052-954-6242

懸垂幕の掲出 12月11日～25日 金山総合駅

「地球温暖化防止月間」において、県民に対し地球温暖
化防止への理解と協力を求めるための啓発活動の１つと
して、「現代と未来をむすぶ合言葉　ストップ温暖化　１２
月は温暖化防止月間　愛知県」の懸垂幕を掲出する。

愛知県
環境部大気環境課地球温暖
化対策室
052-954-6242

岡崎市こども環境フォーラム 12月9日 岡崎市せきれいホール

岡崎市では平成１３年度から、環境教育を推進する取組
の一環として、毎年度、環境活動を積極的に推進してい
る小中学校の事例発表を行っています。また、市内小中
学生を対象とした環境推進事業ポスターコンクールの表
彰式及び作品展を同時に開催しています。　※地球温暖
化防止活動に限ったものではありません

岡崎市
環境総務課
0564-23-6685

奈
良
県

地球温暖化防止月間パネル展
①12月4日(月)～8日(金)
②12月11日(月)～15日(金)
③12月18日(月)～22日(金)

①奈良県広域地場産業振
興センター
②ならファミリーらくだ広場
③奈良県庁　県民ホール

県民に日常生活における二酸化炭素等の排出削減に取
り組んでいただくため、パネルを使った展示や、地球にや
さしい生活を実践する家庭の募集を行います。

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

みどりのニッポン再生フォーラム
　　～地方からの提言～

１２月４日
東京・こまばエミナースホー
ル

京都議定書が発効し、環境とくらしに果たす森林の役割
が一層高まる中、和歌山県、高知県を中心に「企業の森」
「協働の森」など先駆的な地方の取組を検証し、地方から
の真摯な提言と、熱く実りのある議論をアピールする。

みどりのニッポン再生フォーラム実
行委員会、和歌山県、高知県、全
国森林組合連合会他

０６－６９４５－７１３５和
歌
山
県

愛
知
県
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「わかやま環境フォーラム２００７」 ２００７年２月４日
和歌山地域
地場産業振興センター

地球環境問題に関する記念講演の開催、環境漫画や「ス
トップ地球温暖化」ポスター等の展示等

和歌山県地球温暖化防止活動推
進センター

０７３－４３２－０２３５

岡
山
県
等

地球温暖化防止キャンペーン 12月1日 岡山駅地下改札口
地球温暖化防止月間にあわせ、県民に温暖化防止を啓
発するキャンペーンを実施する。

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)
環境省中国四国地方環境事務所
岡山県

県環境政策課
０８６－２２６－７２９７

地球温暖化防止講演会 １２月２日・３日
２日：グラントワ
３日：ウエルシティ島根

講師：宇田吉明（宇田環境経営研究所）
テーマ：光熱費ゼロへのチャレンジ
対象：県民
入場料：無料

主催：島根県地球温暖化防止活動
推進センター
後援：島根県

島根県地球温暖化防止活動
推進センター
0852-32-5953

島根エコドライブキャンペーン １０月１日～１２月３１日 県下全域
県民に、ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ１０ケ条を実践していただき、抽選で１０
０名に島根県の特産品をプレゼント
http://eco-shimane.net

島根県地球温暖化対策協議会
（財）島根ふれあい環境財団
21
0852-32-5953

島根もったいない生活コンクール １２月１日～３１日 県下全域
県内の小学生（クラス単位）に「もったいない」をテーマに
した省エネに関する日記を記入していただき、抽選で１０
クラスに図書券をプレゼント

島根県地球温暖化対策協議会
（財）島根ふれあい環境財団
21
0852-32-5953

香
川
県

｢エコトレーニングin香川｣ 12月16日 香川県運転免許センター

県では、マイカーによる二酸化炭素の排出量を抑制する
ため、自動車の使用抑制・公共機関への利用転換などと
ともに、エコドライブを推進していくこととしており、実際に
自動車を運転して、その効果を体感できる体験型エコドラ
イブ講習会を開催します。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0611/061110.ht

香川県
社団法人日本自動車連盟香川支
部

環境・水政策課
087-832-3215

高
知
県

温暖化防止パネル展 12月4日～12月8日

こうち男女共同参画セン
ター「ソーレ」（高知県地球
温暖化防止活動推進セン
ター）

高知県地球温暖化防止活動推進センターが主催で、地
球温暖化防止パネル展を開催し、地球温暖化の現状か
ら家庭でできる温暖化防止の取り組み等をパネルを使っ
て分かりやすく展示する。また、温暖化防止活動推進員
による「省エネ相談コーナー」を設け、家庭での省エネに
関する相談を受ける。

宮
崎
県

ブラックイルミネーション２００５inＸmas 12月16日(土) 県内全域
消灯キャンペーンを実施
県内数カ所で、廃油キャンドルの点灯などのイベントを行
う予定

宮崎県
宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター

宮崎県　環境管理課
TEL　0985-26-7085
宮崎県地球温暖化防止活動
推進センター
TEL　0985-23-0322

熊
本
県

「こどもエコフェスタ」 12月10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.html

熊本県
熊本県環境センター
０９６６－６２－２０００

地球温暖化防止について学ぶ，目から
ウロコが落ちる講座

12月1日
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

最新のデータ紹介と体験型ワークショップの紹介
http://www.inochi-kankyou.jp/event/index.html

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術
協会 生命と環境の学習館
099-221-6608

地球にやさしいみつろうでクリスマス
キャンドルを作ろう

１２月９日，１０日
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

蜜蝋を使って手作りのクリスマスキャンドルを作ります。
また，海岸でひろえるシーグラスをつかったキャンドル立
ても
つくります。http://www.inochi-
kankyou.jp/event/index.html

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術
協会 生命と環境の学習館
099-221-6609

鹿
児

島
根
県

県
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企画コーナー「地球温暖化パネル展示
コーナー」

常設（１２月は一部展示追加
かごしま県民交流センター
生命と環境の学習館

地球温暖化について学べるミニパネル展示とQ&Aコー
ナーです。
ふろしきやウオームビズ等についても紹介します。（予定）

生命と環境の学習館
財団法人 鹿児島県環境技術
協会 生命と環境の学習館
099-221-6610

地球温暖化防止パネル展 12月4日～8日
鹿児島市役所東別館市民
ギャラリー

地球温暖化問題に関するパネルやパンフレットなどによ
り、市民の意識高揚を図るとともに、啓発用ポスターや懸
垂幕を作成し、公共施設へ掲出する。

鹿児島市
環境政策課
099-216-1296

（温暖化防止月間プレイベント)
おきなわアジェンダ２１県民環境フェア

１１／２５－２６ おきなわこどもの国
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp
?cateid=68&id=12402&page=1

おきなわアジェンダ２１県民会議

〒901-1202　沖縄県南城市
大里字大里2013
（財）沖縄県公衆衛生協会
内
TEL：098-945-2686

地球温暖化防止活動推進月間パネル
展

１２／４～１２／８ 沖縄県庁一階ロビー
地球温暖化防止活動推進の取り組み方法や沖縄県の現
状について、広く県民にうったえるため、県庁ロビーを利
用したパネル展を行う。

沖縄県

沖縄県文化環境部環境政策
課
電話： 098-866-2183
FAX ： 098-866-2240
E-mail：
aa025003@pref.okinawa.jp

児
島
県

沖
縄
県
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地球温暖化防止実行計画認定授与式
及び　エコショップアクションプラン認定
授与式

未定 金沢市役所広坂庁舎

金沢市では平成１３年度から、企業の社会的役割を果た
すため、自ら目標を定めて環境負荷の低減を進める計画
（地球温暖化防止実行計画）を策定した企業を認定して
います。参考URL
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kanho/menu/jizok
u_kanou/SUSTAINABLE_COMMUNITY.htm
また、今年度から、自ら環境にやさしい買い物の普及、廃
棄物の減量化、地球温暖化防止等の環境保全活動に係
る行動計画（エコショップ・アクションプラン）を策定した小
売事業者を認定します。参考URL
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kanho/annai/seisa
ku/eco_shop/エコショップ.pdf

金沢市
環境保全課
076-234-5132

エコロジーお話会
「百カ国をチャリで走って」

12月6日 金沢市保健所

（講師）松本英揮氏（環境NPO H-imagineひまじん代表
鹿児島大学　非常勤）
（概要）世界中を自転車で回り、そこで見て感じた地球の
現状を多くの人に伝えるために、各地で写真に収めた環
境のスライドを紹介しながら講演を行う。

金沢エコライフ・ワーキングネット
環境保全課
076-234-5133

岡
崎
市

岡崎市こども環境フォーラム 12月9日 岡崎市せきれいホール

岡崎市では平成１３年度から、環境教育を推進する取組
の一環として、毎年度、環境活動を積極的に推進してい
る小中学校の事例発表を行っています。また、市内小中
学生を対象とした環境推進事業ポスターコンクールの表
彰式及び作品展を同時に開催しています。　※地球温暖
化防止活動に限ったものではありません

岡崎市
環境総務課
0564-23-6685

「体験！燃料電池自動車」出前講座 12月1日～12月19日 小・中学校
市内の小学校等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習す
る出前講座を実施する。

名古屋市
交通公害対策課
052-972-2681

「なごやエコキッズ」体験研修会
　【テーマ】
　○なごやエコスクール校訪問
　○僕らはみんな生きている！
　○環境サポータってこんな人
　○スマートなエコライフ・買い物袋革命
○なごやエコキッズ園訪問

12月１日
12月５日
12月８日
12月12日
12月14日

東星中学校
庄内緑地公園
瑞穂公園・瑞穂保健所
エコパルなごや
昭和保育園

幼稚園・保育園の職員を対象に、環境サポーターと一緒
に自然の中で実際に見たり聴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
環境都市推進課
052-972-2661

なごや子ども環境会議 12月26日 ウィルあいち

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」の取組を、各都市の児童・生徒
はそれぞれの学校での環境活動を発表し意見交換をす
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「環境未来探検隊」を編成し、夏に自然遺
産である知床やラムサール条約登録湿地である釧路湿
原を始め、北海道の自然を学んだ体験等について発表す
るとともに、毛利衛さんをはじめとした著名人と共にパネ

名古屋市
環境都市推進課
052-972-2661

名
古
屋
市

金
沢
市

5／6



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

地方自治体等の１２月の地球温暖化防止活動推進月間の行事一覧

地球環境問題セミナー H18年12月9日，23日 キャンパスプラザ京都
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/ge/kohos/20061024-
01.pdf

京都市
地球温暖化対策課
075-222-3452

エコセンわくわくひろば
H18年12月3日，10日，17
日，23日，24日

京（みやこ）エコロジーセンタhttp://www.miyako-eco.jp/ 京（みやこ）エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

冬の環境映画上映会「森の学校」 H18年12月24日 〃 〃 〃 〃
企業の地球温暖化防止活動紹介展 H18年12月1日～24日 〃 〃 〃 〃

 環境講演会 12月7日 クレオ東
都市環境協議会連合会と大阪市とが主体となって、環境
に配慮した事業活動についての講演会を開催する。

都市環境協議会連合会
大阪市

環境活動推進担当課
06-6615-7636

大阪市環境表彰 12月17日 北区民センター
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
環境活動推進担当課
06-6615-7636

地球温暖化防止パートナーシップフェア 12月17日 北区民センター
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

なにわエコ会議
大阪市

環境活動推進担当課
06-6615-7636

奈
良
市

「大気汚染防止推進月間」及び「地球温
暖化防止月間」啓発パネル展

12月1日から12月15日まで 奈良市役所庁舎

12月が「「大気汚染防止推進月間」及び「地球温暖化防
止月間」であることを周知し、大気汚染防止ならびに地球
温暖化防止の意識高揚を図るため、「奈良しみんだより」
による啓発を行うとともに12月の2週間啓発パネル展を行

奈良市
奈良市環境保全課
0742-34-4933

姫
路
市

平成１8年度地球温暖化防止写真展 12月20日から26日まで 姫路市役所１階ロビー
NPO法人地球友の会の協力のもと、地球温暖化に関係
する写真を展示するもの。

姫路市
環境保全課
079-221-2468

地球温暖化防止巡回パネル展示 2006/１１/１４～2007/2/28 市内銀行ロビー
広島市では、地球温暖化に関する情報を広く広報するた
め、地球温暖化パネルを市民や企業に貸し出しており、
市内の銀行の協力を得て、銀行ロビーでのパネル展示を

広島信用金庫
広島銀行

広島市環境局環境政策課
082-504-2185

冬休み子どもエコチャレンジ 2006/12/23～2007/1/8 市内小学校

児童が冬休み中、日々の暮らしと環境との関わりを知り、
自ら環境について考え、省エネ対策等の目標を定めて取
り組みことにより、環境に配慮したライフスタイル、行動を
身につけることを目的に、市内の全小学校にエコチャレン
ジシートを配付する。参加学校等はホームページで公表

広島市
広島市環境局環境政策課

082-504-2185

みんなが主役の環境教育シンポジウム 12月10日
北九州市立大学
北方キャンパス大教室

多様な主体による教育活動の推進と今後の協働のあり
方について、基調講演や意見交換を行います。
http://www.ee-symposium.net/kitakyusyu.html

主催：日立環境財団
共催：北九州市

日立環境財団
03-3257-0851

廃食用油でキャンドル作り 12月21日
北九州市立環境ミュージア
ム

冬至の日に省エネ意識を高めるため、廃食用油でキャン
ドル作りを行います。
http://www.qbiz.ne.jp/museum/

北九州市
北九州市立環境ミュージアム
093-663-6751

北
九
州
市

広
島
市

大
阪
市

京
都
市

6／6


