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平成１９年５月２１日現在

行　　事　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 主　　催 場　　所 期　日

環境月間
　ポスターの作成・配布、政府広報を活用した新聞、テレビ、ラジオを通じた広
報。

環境省 全国 6月
大臣官房政策評価
広報課広報室

03-5521-8213

瀬戸内海環境保全月間
　瀬戸内海の環境保全に関する思想の普及と意識の高揚を目的として、ポス
ター、パンフレット等による普及啓発を行うとともに、環境保全に関する研修会、
水辺での自然観察会等を行う。

環境省、（社）瀬戸内海環
境保全協会、関係自治体

瀬戸内海地域 6月
水・大気環境局水環境課
閉鎖性海域対策室 03-5521-8317

全国ごみ不法投棄監視ウィーク

「ごみ減量・リサイクル推進週間」として設定されている５月30日（ごみゼロの日）
から６月５日（環境の日）を「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」とし、市民、事業
者、行政が一体となって、監視や啓発活動等を一斉に実施するなど不法投棄対
策を国民運動としてさらに推進するため、各種イベントを開催する。

環境省、関係府省等、都
道府県、市町村、全国知
事会、全国町村会、企業、
NPO・NGO等、３R活動推
進フォーラム

全国 5/30～6/5
(独)国立環境研究所
広報・国際室

03-5501-3157

エコライフ・フェア２００７
　環境にやさしい暮らしと社会づくりを広く国民にアピールし、環境に対する国民
の意識を高めていくため、国、地方公共団体、事業者、国民、ＮＧＯ等の取組を、
参加、体験等を通して誰もが楽しみながら理解できる環境展を開催する。

ｴｺﾗｲﾌ・ﾌｪｱ2007実行委員
会[環境省/東京都/渋谷
区/（独）環境再生保全機
構　他]

東京都代々木公園ケヤ
キ並木（ＮＨＫホール
前）／イベント広場

6/2～3
大臣官房政策評価
広報課広報室

03-5521-8213

エコカーワールド２００７
  低公害車等についての啓発を目的として、燃料電池自動車、電気自動車、天
然ガス自動車、ハイブリッド自動車等の低公害車の展示、試乗等を実施するとと
もに、エコドライブの普及啓発を行う。

環境省、横浜市、（独）環
境再生保全機構

横浜赤レンガパーク 6/2～3
水・大気環境局自動
車環境対策課

03-5521-8302

新宿御苑無料開園
多くの人に自然と親しむ機会をもってもらうため、新宿御苑の入園料を無料とす
る。

環境省自然環境局新宿御
苑管理事務所

新宿御苑
6月上旬（土、日

の2日間）
自然環境局新宿御
苑管理事務所

03-3350-0151

国際環境シンポジウム「低炭素社
会への道筋～世界環境デーを迎
えて～」

国連の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第４次評価報告書の各作業
部会報告の内容や、温暖化をめぐる世界動向の情報等を、各界各層のオピニオ
ンリーダーや関心層に提供し、低炭素社会への道筋を探ることを目的として開催
する。

チーム・マイナス６％、英国
大使館、国連広報センター

丸ビルホール（東京都
千代田区）

6/5
地球環境局地球温
暖化対策課国民生
活対策室

03-5521-8341

地球温暖化防止のためのＣＯ２
削減／ライトダウンキャンペーン
「ブラックイルミネーション2007」

６月２４日（日）の夜８時～１０時の２時間、一斉に電気を消すことを広く呼びかけ
る。NPOが提唱する「１００万人のキャンドルナイト」と連携して行う。

環境省 全国各地 6/24
地球環境局地球温
暖化対策課国民生
活対策室

03-5521-8341

国立環境研究所公開シンポジウ
ム2007(未来を拓く環境研究-持
続可能な社会をつくる-)

環境研究が「持続可能な社会」の構築にどのように貢献できるか、国立環境研
究所で行っている研究の一端をわかりやすく紹介する。東京（東京メルパルク
ホール：収容1200名）と京都（京都シルクホール：収容700名）でそれぞれ開催予
定。 基調講演を含めた４件の講演と研究者自らがパネルを用いて来場者と直接
対話しながら説明するポスターセッションを予定。

(独)国立環境研究所

京都シルクホール(6/16:
京都市)
東京メルパルクホール
(6/24:東京都港区)

6/16、6/24
(独)国立環境研究所
広報・国際室

029-850-2309

白書を読む会
白書の内容を広く国民に普及させ、環境保全に関する意識の啓発を図り、一人
一人に暮らしからの環境保全への取組を促すことにより、持続可能な社会への
変革を図る。

環境省 全国１０か所程度
6月後半～7月前
半

総合環境政策局環
境計画課

03-5521-8328

環境省地方環境事務所の行事予定

エコロジカルフェスティバル2007
「循環型社会の構築を目指して／地球にやさしい行動を！」をメインテーマに、フ
リーマーケットや地球の温暖化の防止、不法投棄の撲滅のパネル展示などを行
い、私たちのライフスタイルの見直しを呼びかける。

北海道地方環境事務所、
リサイクル運動市民の会

札幌市中島公園 6/2
北海道地方環境事
務所

011-251-8702

環境の日清掃活動 市民団体・企業等のボランティアによる支笏湖周辺の清掃活動 支笏湖自然保護官事務所
支笏洞爺国立公園（支
笏湖）

6/9
支笏湖自然保護官
事務所

0123-25-2350

担当（問い合わせ先）

平成１９年度「環境の日」及び「環境月間」行事予定表（環境省関連分）



大雪山自然観察講座 大雪山国立公園・高原温泉（緑沼）において、沼を巡り、初夏の自然を散策する。
北海道地方環境事務所、
層雲峡地区自然ふれあい
利用協議会

大雪山国立公園・高原
温泉（緑沼）

6/24 上川町教育委員会 01658-2-2371

大雪山国立公園高山蝶重点パト
ロール

高山蝶の違法採集を防止するため環境省レンジャー及び大雪山国立公園パー
クボランティアが現地パトロールを実施（特に、6/24に重点的に実施）

北海道地方環境事務所、
大雪山国立公園パークボ
ランティア運営協議会

大雪山国立公園 6/24～30
東川自然保護官事
務所

0166-82-2527

プチ自然観察会
初夏の湿原を歩く

初夏の原野に咲く花や繁殖のため渡ってきた野鳥を観察しながら、サロベツ湿
原の自然史や最近の環境の変化について理解を深める

稚内自然保護官事務所、
利尻礼文サロベツ国立公
園パークボランティアの会

利尻礼文サロベツ国立
公園上サロベツ地区
（豊富町園地）

6/2
稚内自然保護官事務
所

0162-33-1100

礼文滝清掃登山＆観察会 礼文滝および林道の清掃活動と、林内に咲く花や野鳥などの自然観察を行う 〃
利尻礼文サロベツ国立
公園礼文地区

6/2
稚内自然保護官事務
所

0162-33-1100

車いす観察会
地域のデイサービスセンターを利用されるお年寄りと一緒に自然木道を散策しな
がら、地域の歴史や湿原に咲く花・鳥などの自然について、コミュニケーションを
図る

〃
利尻礼文サロベツ国立
公園下サロベツ地区
（幌延町園地）

6月下旬～7月上
旬

稚内自然保護官事務
所

0162-33-1100

夏の十和田湖西湖畔自然観察会 新緑の景色の中、夏鳥の子育てや林間の植物の観察を中心とした自然観察会
東北地方環境事務所十和
田自然保護官事務所

十和田湖西湖畔 6/24
十和田自然保護官事
務所

0176-75-2728

自然歩道を歩こう
自然歩道6.7kmのウォーキング、森林浴等陸中海岸の自然環境を体感してもら
う。

東北地方環境事務所宮古
自然保護官事務所、宮古
ビジターセンター運営協議
会

陸中海岸国立公園田老
地域

6/3 宮古市商業観光課 0193-87-2973

仙台・みやぎクールビズ宣言２００７

・キックオフ宣言
・オフィスの省エネ相談コーナー
・クールビズ・省エネパネル展示
・音と映像によるクールビズ・地球温暖化
・ファッションショー

仙台・みやぎクールビズ宣言
2007実行委員会
　東北地方環境事務所
　宮城県
　仙台市
　東北電力株式会社
　(財)省エネルギーセンター
　仙台市地球温暖化対策推
進協議会
　ＮＰＯ法人みやぎ環境カウ
ンセラー協会

仙台メディアテーク

平成19年6月1日
16:00～18:20

　｢仙台・みやぎ
クールビズ宣言
2007」キックオフ
大会

東北地方環境事務
所環境対策課

022-722-2873

ミニ観察会
箱根ビジターセンター周辺の観察路を箱根パークボランティアが案内し、季節ご
とに見ごろの植物の観察を行う。

関東地方環境事務所、箱
根自然環境事務所 箱根ビジターセンター

毎月第２・４金曜
日

関東地方環境事務
所、箱根自然環境
事務所

0460-84-9981

中部エコライフ・フェア2007

　市民、ＮＰＯ、企業や行政などの多様な主体が、協働して地域に根ざした環境
保全活動を進めていく一つのきっかけ作りとして、「多様性が育む中部の環境」を
テーマに開催。各種ブース展示、ステージ発表を行い、手作り感を大切にして、
多様なフェアへの出展者、来場者がつながって環境保全活動に広がりが生まれ
ることを目指す。

中部地方環境事務所

名古屋市
オアシス２１ 銀河の広
場

6/16～17
中部地方環境事務
所廃棄物リサイクル
対策課

052-955-2130

不法投棄防止に関する啓発活動 不法投棄防止の重要性を広く呼びかけ、グッズ（うちわ）の配布等を行う。 〃
管内７県の主要イベント
会場等

5月末～６月
中部地方環境事務
所廃棄物リサイクル
対策課

052-955-2130

環境月間パネル展
昨年度、エコツーリズム大賞の特別賞を受賞した「松本電鉄・濃飛バス」の取組
（中部山岳国立公園内で運行するハイブリット・バス）について、導入台数やシス
テム、効果等についてパネルを展示して環境に配慮した取組をアピール。

中部地方環境事務所、長
野自然環境事務所 上高地インフォメーショ

ンセンタ＾－１階
６月

中部地方環境事務
所長野自然環境事
務所

026-231-6570



不法投棄撲滅キャンペーン
不法投棄防止の啓発グッズを制作し、管内関係府県市と連携して、駅頭又はイ
ベント会場において配布を行う。

近畿地方環境事務所

管内主要駅頭等（１ヶ所
以上）

５月～７月
近畿地方環境事務
所廃棄物・リサイク
ル対策課

06-4792-0702

きんき環境展
近畿地区の国の行政機関等における環境対策の取り組み事例をパネル、ポス
ター、パンフレット等で紹介

〃 未定 6月下旬の3日間
近畿地方環境事務
所環境対策課

06-4792-0703

環境月間パネル展
環境月間ポスター・環境対策パネル等の掲示、各種環境パンフレット等の配布を
行い、環境月間をＰＲする。

中国四国地方環境事務所 岡山県ふれあいセン
ター（岡山市）

6月（日程未定）
中国四国地方環境
事務所

086-223-1581

環境月間パネル展及び不法投棄
監視ウィーク展

「環境の日」ひろしま大会開催に併せて、中国四国地方環境事務所広島事務所・
中国環境パートナーシップオフィスと合同で、環境月間ポスター・環境対策パネ
ル等の掲示、不法投棄防止に関する啓発、各種環境パンフレット等の配布を行
い、環境月間及び不法投棄監視ウィークをＰＲする。

〃
ハノーバー庭園（広島
市）

6/2～3
中国四国地方環境
事務所、（財）岡山
県環境保全事業団

082-511-0006

温暖化防止キャンペーン
中国四国地方環境事務所・岡山県環境保全事業団と合同で、温暖化防止の重
要性を広く呼びかけ、グッズ（うちわ）の配布等を行う。

中国四国地方環境事務
所、（財）岡山県環境保全
事業団

JR岡山駅 6月（日程未定）
中国四国地方環境
事務所

086-223-1581

環境パネルの展示
地球温暖化、３R、自然関係など環境に関するパネルを展示して環境に関する関
心を高める。

中国四国地方環境事務所
高松事務所、五色台学運
営協議会 五色台ビジターセンター 6月

五色台学運営協議
会、中国四国地方
環境事務所高松事
務所

087-811-7240

季節のクラフト教室 エコバッグつくりをとおして循環型社会の啓発普及を進める。

中国四国地方環境事務所
高松事務所、五色台学運
営協議会 五色台ビジターセンター

6/10

五色台学運営協議
会、中国四国地方
環境事務所高松事
務所

087-811-7240

全国不法投棄監視ウィークキャン
ペーン

全国不法投棄監視ウィークへの取り組みとして、例年行われている事業を含め
以下の事業をこの期間に併せて実施（事業の実施日未定）。
　○　不法投棄防止を目的にメディアを活用した普及啓発活動の実施。
　○　森林管理事務所や高松市と連携して瀬戸内海国立公園屋島地区の不法
投棄多発箇所に不法投棄監視カメラを設置。
　○　高松市等と連携して瀬戸内海国立公園屋島地区周辺に不法投棄された廃
棄物を回収後、不法投棄実行者を特定し、指導等の所要の措置を講ずる。併せ
て、不法投棄箇所に不法投棄禁止啓発看板を設置。
　○　高松市役所ロビーにおいて、高松市が不法投棄防止キャンペーンの一環
として行われる特別企画展示に併せて、高松事務所でも、同ロビーにおいて、日
本語のゴミ処理の現状や３Ｒの推進の必要性等を訴えるパネルを展示等。

中国四国地方環境事務所
高松事務所、高松市役所

高松市 5/30～6/5
高松市役所、中国
四国地方環境事務
所高松事務所

087-811-7240

環境月間イベント
九州地方環境事務所業務の広報も含め、地球温暖化や３Ｒ・自然保護など、環
境保全啓発のイベントを実施する。

環境省九州地方環境事務
所

熊本市
びぷれす広場

6/3
九州地方環境事務
所

096-214-0332

不法投棄現場写真展示会
不法投棄による環境破壊の現状やその悲惨さを視覚的に訴えかけるため、不法
投棄現場の写真展示会を実施。

九州地方環境事務所 熊本市 6月初旬
九州地方環境事務
所廃棄物・リサイク
ル対策課

096-214-0328

自然公園ごみゼロデー in えびの
えびの集団施設地区内の公園事業執行者（宮崎県・えびの市・自然公園財団・
企業等）等により、各施設周辺やえびの高原内のの清掃を行う。

九州地方環境事務所 えびの高原 5/30
えびの自然保護官
事務所

0984-33-1108

自然公園ごみゼロデー in くじゅう くじゅう山系主要登山道路で登山道路の簡易な補修とゴミ拾い 九州地方環境事務所
阿蘇くじゅう国立公園く
じゅう地域

6/2
くじゅう自然保護官
事務所

0973-79-2631

自然公園ごみゼロデー in 池の窪 パークボランティアを中心とした清掃活動 九州地方環境事務所
池の窪園地周辺（南阿
蘇村）

6/2
阿蘇自然環境事務
所

0967-34-0254

自然公園ごみゼロデー in 南阿蘇
パークボランティア及び休暇村職員を中心に「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」
の環境美化強化週間として実施

九州地方環境事務所
南阿蘇集団施設地区内
及びその周辺

5/30～6/5
阿蘇自然環境事務
所

0967-34-0254

自然公園ごみゼロデー in 五島
鐙瀬ビジターセンター友の会（会員数約３０名）とともに鐙瀬海岸における海岸清
掃を行う。

九州地方環境事務所 鐙瀬海岸 6/3
五島自然保護官事
務所

0959-72-4827



自然公園ごみゼロデー in 屋久島 ウミガメの産卵地・砂浜の清掃

【主催】NPO法人屋久島う
みがめ館
【協力】九州地方環境事務
所

熊毛郡上屋久町永田浜
（四ッ瀬浜）

6/3
NPO法人屋久島う
みがめ館

0997-49-6550

自然公園法制定50周年・環境月
間パネル展
『身近な自然に一歩近づいてみよ
う』

天草の身近な自然の紹介など環境に関するパネルを展示して環境に関する関
心を高める。

九州地方環境事務所
天草自然公園ボランティア
協会

熊本県天草市（ジャスコ
本渡店）

6/2～10
天草自然保護官事
務所

0969-23-8366

眉山登山会 島原半島の火山の歴史や、周囲の自然にふれる登山会 九州地方環境事務所
雲仙天草国立公園雲仙
地域

6/9
雲仙自然保護官事
務所

0957-73-2423

気象学習会 梅雨の季節に気象について学ぶ学習会 九州地方環境事務所
雲仙天草国立公園雲仙
地域

6/16
雲仙自然保護官事
務所

0957-73-2423

ヤマネコ・ビンゴ！
ビンゴゲームをしながら、楽しくツシマヤマネコについて勉強しよう！　ツシマヤマ
ネコが暮らす森ではどんな生き物がいるんだろう？　森の中でのツシマヤマネコ
の役割とは？

対馬野生生物保護セン
ター

対馬野生生物保護セン
ター

6/17
対馬野生生物保護
センター

0920-84-5577

ヤマボウシ観察会 雲仙市の木に指定されているヤマボウシを中心とした梅雨の植物観察会 九州地方環境事務所
雲仙天草国立公園雲仙
地域

6/17
雲仙自然保護官事
務所

0957-73-2423

自然を食べよう（山桃収穫＆ジャ
ム作り）

諏訪の池ビジターセンター周辺に自生している山桃を収穫してジャムをつくる。 九州地方環境事務所
雲仙天草国立公園雲仙
地域

6/24
雲仙自然保護官事
務所

0957-73-2423

南阿蘇野草園の観察 はなしのぶコンサート終了後、野草園内で自然観察会を行います
・九州地方環境事務所
・阿蘇地区パークボラン
ティアの会

・南阿蘇ビジターセン
ター
・野草園

6/24
阿蘇自然環境事務
所

0967-34-0254

自然とふれあう野草園ウォーク
～ハナシノブ観察会～

阿蘇の初夏を彩るハナシノブを観察します　　定員：１５名程度　　参加費無料 九州地方環境事務所
・南阿蘇ビジターセン
ター

毎週土日祝日
10:00～11:00

南阿蘇ビジターセン
ター

0967-62-0911

個別ガイドウォーク 30分程度のミニガイド　　定員：１５名程度　　参加費無料 九州地方環境事務所
・南阿蘇ビジターセン
ター

スタッフ駐在中は
随時

南阿蘇ビジターセン
ター

0967-62-0911

葉っぱで昔あそび
身近な草や木の葉などが立派なおもちゃに大変身！　　　参加費無料　30分～1
時間程度

九州地方環境事務所
・南阿蘇ビジターセン
ター

毎週土日祝日 南阿蘇ビジターセン
ター

0967-62-0911


