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北
海
道

はこだてエコライフフェア2019
12月８日（日）
10:00～15:00

Gスクエア（シエスタハコダテ4F・函館市本町
24-1）

身近な”食”を通じて温暖化対策を意識、実践していただくことを
目的に函館市、函館市地球温暖化対策地域推進協議会、北海
道環境財団のほか、地域の団体が連携して行う行事です。具体
的には、省エネクッキングやエコベジ・ライフのステージイベント
の他、地元食材の食べ比べやマイ箸づくりなどを体験できます。
広報チラシは、函館市HPに掲載予定です。

函館市，函館市地球温暖化対策地域推進
協議会、公益財団法人北海道環境財団、
北海道渡島総合振興局、一般財団法人北
海道国際交流センター、NPO法人南北海道
自然エネルギープロジェクト、北海道地球温
暖化防止活動推進員道南の会、Ｇスクエア

北海道地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：011-218-7811

青
森
市

第9回青森市環境フェア2019 12月15日（日） 青森市　ねぶたの家ワ・ラッセおよび西の広場

「持続可能な青森のために　今できるCOOL CHOICE」をテーマ
に、展示や体験を通して環境を考えてもらおうというイベントで
す。今年は小学生のエコ活動発表や、中学生による環境演劇、
高校生によるむつ湾のマイクロプラスチック研究発表など、新し
い試みもあり、多くの市民が訪れることを期待しています。

青森市
青森市地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：017-721-2480

冬休み親子体験講座 12月21日（土）午前
盛岡市アイーナ5階
環境学習交流センター
（岩手県地球温暖化防止活動推進センター）

太陽光発電のLEDランタン工作（自然エネルギーを活用する）体
験を実施します。

岩手県地球温暖化防止活動推進センター

岩手県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：019-606-1752

冬休み親子体験講座 12月21日（土）午後
盛岡市アイーナ5階
環境学習交流センター
（岩手県地球温暖化防止活動推進センター）

エコハウス工作（断熱性能が高い家、太陽光発電のある家な
ど）体験を実施します。

岩手県地球温暖化防止活動推進センター

岩手県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：019-606-1752

冬休み親子体験講座 12月1日（日）～28日（土）
盛岡市アイーナ5階
環境学習交流センター
（岩手県地球温暖化防止活動推進センター）

みんなで取り組むエコアクションパネル（断熱、家電の買い換
え、再生可能エネルギー、エコカーの普及などの啓発）展示及
びクイズ形式による啓発運動を行います。

岩手県地球温暖化防止活動推進センター
岩手県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：019-606-1752

いわてわんこ節電所
エコチェックアンケートクリスマスキャン
ペーン

12月1日（日）～28日（土）
盛岡市アイーナ5階
環境学習交流センター
（岩手県地球温暖化防止活動推進センター）

岩手県の取り組み（節電・省エネルギーを推進するためのツー
ル）いわてわんこ節電所エコチェックアンケートを通して地球温
暖化防止の取り組みの啓発を行う。

岩手県地球温暖化防止活動推進センター

岩手県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：019-606-1752

自然エネルギー活用セミナー
～気候変動時代を生き抜くために～
(仮称)

12月５日（木） 仙都会館8階会議室

気候変動に取り組む企業や自治体にとって、環境負荷が低く温
室効果ガスを排出しない自然エネルギーの電力利用が効果的
対策となります。しかし、現在の日本では自然エネルギーの電
力を調達することが簡単ではありません。そこで、より多くの企
業や自治体が自然エネルギーの電力を利用できるよう先行して
取り組んでいる事例と共に、具体的な調達方法や課題について
情報を共有するセミナーを行います。

主催：宮城県
共催：RE-Users地域連携プロジェクト
運営：MELON

宮城県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：022-276-5118

サイエンスカフェ
気候変動適応策を知ろう！（仮）

12月８日（日）
尚絅学院大学
地域連携交流プラザ
（イオンモール名取）

我が国及び宮城県を取り巻く気候変動の現状と将来予測に基
づきとるべき適応策について認知を深め意識改革を図り、行動
に移すためのきっかけを作ることを目的としています。

宮城県
運営：MELON

宮城県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：022-276-5118

環境アクションウォーク(仮称) 12月15日（日） 仙台市青葉区五橋公園付近

外国人ガイド、あるいはガイドと通訳の案内で観光地「杜の都」
の並木道のゴミ拾いしながらウォーキングツアーを行います。最
後にゴミを広げ、どんなゴミが捨てられているかを調査・分析し、
後日、カフェでゴミ拾いの結果について意見交換を行います。こ
の時にゴミ減量の提案者や外国人によるゴミ事情についてのお
話を聞きます。

MELON
宮城県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：022-276-5118

12月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
（地球温暖化防止活動センター分）

岩
手
県

宮
城
県
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12月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
（地球温暖化防止活動センター分）

秋
田
県

企業等のCOOL CHOICEへの賛同拡大
活動

12月初旬～ 秋田県内
地球温暖化防止月間に合わせ、環境への取組みが積極的な企
業・団体に対し、秋田県センター版COOL CHOICEのチラシ等を
活用し、集中的な働きかけを行います。

秋田県地球温暖化防止活動推進センター
秋田県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：018-839-8309

令和元年度改正建築物省エネ法説明
会及び住宅省エネルギー技術講習会

12月２日（月） 山形ビッグウイング
戸建住宅等の小規模住宅の供給に携わっている方などを対象
として、建築物の省エネ法の改正内容の説明や住宅の省エネ
対策に係る講習会を開催します。

山形県省エネ木造住宅推進協議会
環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

エコ住宅基礎講座 12月７日（土） 山形エコハウス 省エネ住宅について、市民を対象とした講座を開催します。
山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

エコ住宅見学会 12月14日（土） 山形市内
省エネ住宅について、新築、リフォームの事例の見学を行い、そ
の暖かさを体感します。

山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

山形県における気候変動適応策とＳＤ
Ｇｓ推進セミナー

12月17日（火） 山形市内

企業・自治体の方々を対象に、気候変動への適応策の重要性
について、講演とジオラマを用いた洪水災害発生のシミュレー
ションにより理解を深めていただくとともに、「SDGｓ」の理解に効
果的なツールであるカードゲームを用いてのワークショップによ
り、持続可能な社会の実現のための行動を促します。

山形市、特定非営利活動法人環境ネットや
まがた

環境ネットやまがた
TEL：023-679-3340

COOL CHOICE at あしかが 企画展示 11月19日（火）～12月３日（火） 足利市立図書館
冬の快適な過ごし方、ウォームシェアなど、身近な「COOL
CHOICE」の取組を、パネルと模型等を使って連続展示を行いま
す。

栃木県地球温暖化防止活動推進センター

栃木県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：028-673-9101
stochi@tochieco．jp

COOL CHOICE イベント 12月７日（土）～８日（日） 道の駅湧水の郷 しおや
ゲームや体験を通して、「COOL CHOICE」を知ってもらい、一人
でも多くの方に行動を促します。

栃木県地球温暖化防止活動推進センター

栃木県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：028-673-9101
stochi@tochieco．jp

群
馬
県

COOL CHOICE ぐんまフォーラム
12月13日（金）
13：30～

群馬産業技術センター
多目的ホール

持続可能な移動手段のあり方について、公共交通・通勤バス・
自転車などによるエコ通勤やトラックアイドリングゼロの取組と
可能性について、先進事例の紹介および実態調査の成果報告
等を行い、地域の実情に見合うスマートムーブのあり方を探りま
す。

群馬県地球温暖化防止活動推進センター
群馬県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：027-289-5944

埼
玉
県

第１回SDGsエコフォーラムin埼玉
～つながろう　広がろう　世代を超えて
エコの環～

12月14日（土） 東洋大学川越キャンパス

これまで18年間にわたり開催してきた「環境まちづくりフォーラ
ム・埼玉」「低炭素まちづくりフォーラムin埼玉」の実績を継承し、
持続可能な社会の構築を見据えた新たな取組として名を改め、
開催します。県内の主に環境活動を実践している団体・企業・行
政・教育機関・推進員等による情報交換、相互交流及び情報発
信を通じて、地球温暖化防止や目標13を中心とするSDGsの達
成に寄与することを目的とします。

第１回SDGsエコフォーラムin埼玉実行委員
会

埼玉県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：048-749-1217

熊
谷
市

節電省エネ相談 12月中旬 熊谷市文化センター１Ｆロビー
エコドライブシミュレーターを活用した体験と地球温暖化防止の
ためのアンケート及びCOOL CHOICE賛同票を実施します。

熊谷市地球温暖化防止活動推進センター
熊谷市地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：048-536-0557

山
形
県

栃
木
県
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八
王
子
市

地域温暖化防止普及啓発イベント 12月１日（日） オリンパスホール八王子

12月の「地球温暖化防止月間」に、地球温暖化問題を見直す機
会を創出し、改めてその重要さを認識していただき、地球温暖
化防止のための行動を起こすきっかけとして、毎年度普及啓発
イベントを行っています。

八王子市
八王子市地球温暖化防止活動推進セン
ター
042-656-3103

神
奈
川
県

かながわクールチョイス普及促進コー
ナー の設置

12月２日（月）～27日（金） かながわ県民センター1階ロビー

県民が多く利用する「かながわ県民センター」（年間利用者80万
人）の１階ロビーに「クールチョイス普及促進コーナー」を設け、
幟旗、ＤＶＤやポスターによる掲示、チラシの貼付及び配布し、
来館者に意識付けを行うとともにを対象に、当温暖化防止セン
ターの「環境アドバイザー」が啓発の呼びかけを行い、「クール
チョイス賛同宣言署名」を募ります。

神奈川県地球温暖化防止活動推進セン
ター

神奈川県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：045-321-7453

月間テーマ展示 12月１日(日)～27日(金)
高津市民館
ＣＣかわさき交流コーナー
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

地球温暖化をテーマに各種展示を実施します。
http://www.cckawasaki.jp/kwccca/tenji.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
office@kwccca.com

かわさき環境フォーラム(第7回)
 12月14日（土）
10:30～15:30

高津市民館
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

「楽しみながらエコを学ぶ」をテーマに、環境体験・参加コー
ナー、各種展示・発表、おもちゃ病院、小型家電回収、エコカフェ
などを実施します。
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
office@kwccca.com

環境エネルギー・ラボ2019inたかつ
 12月14日（土）
10:30～15:30

高津市民館
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

エネルギー政策に果敢に取り組む世田谷区と、開発拠点や工
場が集まり、日本のサイエンスの先端都市といえる川崎市がコ
ラボした企画を実施します。
企業、行政、市民活動団体等が一体となり、多くの世田谷区民
や川崎市民に環境とエネルギーを理解していただくことを目的と
したイベントです。今年度は、かわさき環境フォーラム(第7回)と
同時開催となります。

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
office@kwccca.com

環境教育フォーラム「始まっている学校
教育でＳＤＧｓ／ＥＳＤの取り組み」

 12月14日（土）
15:00～17:00

高津市民館第視聴覚室
（溝ノ口ノクティ２・１１階）

講話：目白大学人間学部児童教育学科 石田好広教授
内容：
■世田谷区立明生小学校
　「ＥＳＤのホールスクールアプローチに向けた取り組み
■川崎市教育委員会事務局教育改革推進担当
　「キャリア在り方生き方教育で考える 知ろうSDGs
　　・取り組もうESD」
■川崎市立南生田中学校
　「総合的な学習の時間・全校一斉SDGs授業への取組み」
■川崎市立平間小学校
　「ESD/SDGs/コミュニティスクールの取組み」

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
office@kwccca.com

新
潟
県

県内のラジオ放送による地球温暖化防
止月間のスポット広報（予定）

１２月初旬 －
「地球温暖化防止月間」と「COOL CHOICE」の周知広報を行い
ます。

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セン
ター
025-264-2144

やまなしクールチョイスフェア 12月１日（日） イオンモール甲府昭和
アロマ入浴剤づくり、クリーン発電体験、温暖化の話、やまなし
ウォームシェアスポット紹介、環境教育体験コーナー等

山梨県エネルギー局エネルギー政策課
山梨県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：0551－48－8011

あれこれいろいろ　やまなしのクール
チョイス展示（仮）

12月21日（土）～1月６日（月）（予定） 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター

山梨県内では、ブドウの剪定枝を利用したペレット利用、日常を
楽しむウッドガスストーブづくり、耕作放棄地での野菜作りをとお
した地産地消、音楽を通したイベント、宇宙の話から気候変動
のメッセージを伝える等、地域に根差した自然とつながり世界を
かえる豊かなメッセージを発信している方たちがたくさんいま
す。その一部をすごろく等使いながら紹介します！

山梨県地球温暖化防止活動推進センター
【（公財）キープ協会】

山梨県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：0551－48－8011

川
崎
市

山
梨
県
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住宅の省エネ改修支援セミナー 12月21日（土） 長野市　メルパルク長野

地球温暖化対策にも大きく貢献する住宅の省エネ改修。必要性
は何となくわかっていても詳しくはわからない方、具体的にどの
ように改修を進めたらよいのか、資金計画はどうしたら・・・、と
いったなかなか改修工事を決断できない皆様に専門家の講演
を通じてきっかけづくりをお手伝いします。

長野県建築士会・長野県ヒートショック啓発
推進委員会
（共催）一般社団法人 長野県環境保全協
会

長野県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：026-237-6625

カレンダー・手帳（ダイアリー）プレゼン
ト会

12月下旬 長野県内各地
年末になると企業等には多くのカレンダー・手帳が集まり、利用
されないものも多いことから、それらを集めて市民を対象にプレ
ゼント会を開催します。

一般社団法人　長野県環境保全協会

長野県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：026-237-6625

長野市地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：026-237-6681

長
野
市

第９回ながの環境団体大集合 12月14日（土） 長野市生涯学習センター
環境活動に取り組んでいる団体や事業者などがSDGｓを理解し
あえる場を設けるとともに分科会、ポスターセッションなどを実
施します。

主催：ながの環境パートナーシップ会議
共催：長野市地球温暖化防止活動推進セ
ンター

ながの環境パートナーシップ会議事務局
(長野市環境保全温暖化対策課内）
TEL：026-224-5034

三
重
県

みえ環境フェア2019 12月15日（日） メッセウイングみえ

三重県における地球温暖化防止対策を一層推進するため、日
頃より環境保全活動等を行っている県民、ＮＰＯ、企業、自治体
の情報を発信し、来場者に対して地球温暖化の現状等につい
て啓発し行動変容を促すとともに、出展者の交流を図る場とし
て「みえ環境フェア2019」を開催します。

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
TEL：059-245-7517

普及啓発事業
「気象予報士片平敦さんトークショー
～みんなで考えよう地球の未来～」

12月７日（土） コラボしが21

平成31年度地球温暖化防止「COOL CHOICE (クールチョイス)」
啓発ポスター募集の入賞作品の表彰式を行い、同作品を展示
します。また気象予報士による地球温暖化防止についてのトー
クショーを実施し、参加者の実践行動に繋がるようにします。

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
滋賀県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：077-569-5301

公開講座
「守山中学校　３か年にわたる体系的
環境学習調査報告会」

12月 21日 (土) 大津市勤労福祉センター
守山市立守山中学校の、滋賀県温暖化防止センターほかによ
る環境学習にかかる調査報告から、これからの環境学習をどの
ように構築していくべきかを考えます。

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
滋賀県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：077-569-5301

京
都
府

宅配便「再配達削減チャレンジ！」 12月１日（日）～31日（火） （キャンペーン）

京都府温暖化防止センターでは、宅配便の量が大きく増加する
クリスマス及びお歳暮のシーズンをターゲットとして、受け取り
手ができることを呼びかけ、宅配便再配達削減のキャンペーン
を行います。
【個人】再配達削減チャレンジ！
https://www.kcfca.or.jp/project/takuhai-challenge/saihaitatu-
sakugen/
【団体・事業者等】職場受け取り１か月間チャレンジ！
https://www.kcfca.or.jp/project/takuhai-
challenge/syokubauketori/

京都府地球温暖化防止活動推進センター
京都府地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：075-803-1128

長
野
県

滋
賀
県
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（地球温暖化防止活動センター分）

自然エネルギーフォーラム2019
12月1日（日）
13：30～16：40

兵庫県民会館

特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク兵庫地域交流
会等が主催する事業であり、「持続可能な地域社会の実現に向
けて」をテーマとして開催するファーラムとして兵庫県副知事や
神戸市エネルギー政策担当部長からの講演を予定しています。

・特定非営利活動法人太陽光発電所
　ネットワーク兵庫地域交流会
・特定非営利活動法人　ＰＶネット兵庫
　グローバルサービス

（公財）ひょうご環境創造協会
環境創造部温暖化対策第１課　山本
TEL：078-735-2738

ラジオ関西「正木明の地球にいいこと」
放送

12月毎週月曜日
13：00～13：25

ラジオ関西
「COOL CHOICE」を広く県民に呼びかけるために、兵庫県在住
の気象予報士が地球環境についてリスナーと一緒に考えること
に役立つ知識や情報を発信します。

（公財）ひょうご環境創造協会
（公財）ひょうご環境創造協会
環境創造部温暖化対策第１課　山本
TEL：078-735-2738

奈
良
県

シンポジウム「春日山原始林の価値と課題」12月１日（日） 奈良公園バスターミナルレクチャーホール

県庁所在地のすぐ隣に広がる、特別天然記念物で世界文化遺
産の春日山原始林は、千年以上もの間、原生のまま守られてき
た「鎮守の森」です。近年、地球温暖化、頻発する災害によりそ
の価値を維持することが困難な状況になっています。千年の森
を次世代へとつないでいくため、できることを考え行動すること
が求められています。

特定非営利活動法人奈良NPOセンター、春
日山原始林を未来へつなぐ会、近畿労働金
庫、協力：奈良県地球温暖化防止活動推進
センター（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
TEL：0742-49-6730

和
歌
山
県

おもしろ環境まつり 12月１日（日） 和歌山市みその商店街
おもしろ環境まつり専用サイト
https://wenet.info/ok/

おもしろ環境まつり実行委員会
わかやま環境ネットワーク
TEL：073-499-4734

クリスマスレクチャーエコドライブ子ども
自動車学校

12月７日（土） 公立鳥取環境大学 クリスマスレクチャー２０１９ 公立鳥取環境大学
鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：0857-52-2700

北栄町断熱ワーク 12月14日（土） 北栄町お試し住宅 住宅の断熱ワーク体験を実施します。 鳥取県北栄町
北栄町役場
TEL：0858-37-3111(代表）

クールチョイスライフプランナーセミ
ナー@隼lab

12月22日（日） 隼LAB 30代、40代の子育て世代を対象にセミナー実施します。 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
TEL：0857-52-2700

クールチョイスセミナー
暮らしの質を高め、省エネにも役立つ
インテリアの工夫とは？
～インテリアの見直しで省エネ～

12月5日（木）
10：00～12：00

正直屋　2階ギャラリー
(益田市駅前町30-28)

本セミナーでは、インテリアコーディネーターから、LEDや暖かみ
を感じる家具を取り入れ、住宅の省エネ性能を高めるポイント
や、インテリアの工夫などについてを紹介します。

島根県地球温暖化防止活動推進センター
（公財）しまね自然と環境財団

島根県地球温暖化防止活動推進セン
ター
(公財)しまね自然と環境財団 松江事務
所
TEL：0852-67-3262

県立図書館1階ホール展示 12月６日（金）～１月５日（日）
島根県立図書館
（松江市内中原町５２）

プラスチックゴミ（海洋ゴミ）に関する展示を行います。
島根県地球温暖化防止活動推進センター
（公財）しまね自然と環境財団

島根県地球温暖化防止活動推進セン
ター
(公財)しまね自然と環境財団 松江事務
所
TEL：0852-67-3262

島
根
県

兵
庫
県

鳥
取
県
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島
根
県

県立図書館　講座 12月７日（土）午後
島根県立図書館
（松江市内中原町５２）

読み聞かせ、マイふろしき作りを実施します。
島根県地球温暖化防止活動推進センター
（公財）しまね自然と環境財団

島根県地球温暖化防止活動推進セン
ター
(公財)しまね自然と環境財団 松江事務
所
TEL：0852-67-3262

アースキーパーのつどい2019 12月15日（日）
岡山コンベンションセンター
岡山市北区駅元町14番1号

地球温暖化防止のために、地球にやさしい生活を行うアース
キーパーメンバーシップ会員が集う場として、年１度12月に開催
している。温暖化防止月間に併せて開催しており、温暖化に関
する情報交換と会員同士が集う場を提供しています。

・岡山県
・（公財）岡山県環境保全事業団
・岡山県地球温暖化防止活動
　推進センター

岡山県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：086-224-7272

アスエコ展示
あっちっち病から未来を守ろう！
『どこでもドア』でめぐる　今の世界

11月７日（木）～12月26日（木）
公益財団法人岡山県環境保全事業団
環境学習センター「アスエコ」
岡山市北区下石井2-2-10

環境学習センター「アスエコ」にて定期的に実施している企画展
示の開催。12月は地球温暖化月間である事から、温暖化防止
に関する展示を行います。
■展示内容
①地球温暖化による様々な影響紹介「WWF」写真紹介、②地球
温暖化学習パネル、③岡山の温暖化紹介、④ホッキョクグマの
剥製展示、ホッキョクグマ紹介パネル
■体験コーナー
①メッセージの木（リーフへの塗り絵＋私達ができることや地球
へのメッセージ）、②ホッキョクグマのペーパー加湿器作り（アー
スキーパー会員限定）、③自転車発電（クリスマスツリーライト
の点灯）

・（公財）岡山県環境保全事業団
・岡山県地球温暖化防止活動
　推進センター

岡山県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：086-224-7272

徳
島
県

アースパレード2019　inとくしま 12月15日（日） 徳島駅周辺

徳島県の脱炭素社会の実現に向け、県民一丸となり地球温暖
化防止を推進するため、学生地球温暖化防止活動推進員の企
画・運営により、地球温暖化防止月間にあわせてパレードを実
施します。

徳島県地球温暖化防止活動推進センター、
徳島県、とくしま環境県民会議

徳島県地球温暖化防止活動推進セン
ター（エコみらいとくしま）
TEL：088-678-6091

香
川
県

令和元年度気候変動講演会 12月１日(日)
かがわ国際会議場
（高松市サンポート2-1）

地球温暖化の実態を将来予測及びその影響を知り、緩和策・適
応策の必要性と具体例について、広く県民に理解を深めてもら
うとともに行動変容を促すため、気候変動講演会を開催します。

高松地方気象台、環境省四国事務所、四
国ＥＰＯ、香川県、高松市、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
TEL：087-833-2822

愛
媛
県

アースパレード2019　inとくしま 12月15日(日) 場所未定(徳島市内)

2019年度二酸化炭素排出抑制対策等補助金(地域における地
球温暖化防止活動促進事業)補助事業での推進員及び活動団
体の活動支援の一環として、四国エコサミット参加学生推進員
の活動の場の提供及び支援を行っています。

徳島県/香川県/愛媛県/高知県地球温暖
化防止活動推進センター

愛媛県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：089-925-2661

高
知
県

地球温暖化防止パネル展 12月16日（月）～20日（金） こうち男女共同参画センター

高知県センターでは、地球温暖化防止月間に合わせて地球温
暖化の現状や対策に関する情報や、身近なCOOL CHOICEに
関するパネル展示を行います。また健康×地球温暖化防止を
テーマにヒートショック予防などを踏まえた正しい省エネ方法の
提案などを行います。

高知県センター
高知県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：088-822-5554

佐
賀
県

エコカー試乗会 12月14日（土） 佐賀県立森林公園

「COOL CHOICE」の中でも「エコカーの選択」と「エコドライブの
実践」をすすめるため、県内の自動車販売事業者と連携して、
エコカー試乗会を実施します。会場内で、佐賀県主催の「エコド
ライブシミュレーター体験会」も併催します。

佐賀県地球温暖化防止活動推進センター
佐賀県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：0952-37-9192

岡
山
県
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燻製づくり 12月中旬 させぼエコプラザ
古来の保存食作成法である燻製について学びながら、地産地
消となる県内産の食材を使用しておいしいベーコンを作り、フー
ドマイレージとフードロスについて考えます。

佐世保市地球温暖化防止活動推進セン
ター

佐世保市地球温暖化防止活動推進セン
ター
させぼエコプラザ
TEL：0956-25-0055

竹灯籠づくり １２月下旬 させぼエコプラザ
廃油キャンドルを用いた竹灯籠づくりを行います。家庭に廃油
キャンドルの照明を取り入れ、地球温暖化防止と照明の高効率
化について考えます。

佐世保市地球温暖化防止活動推進セン
ター

佐世保市地球温暖化防止活動推進セン
ター
させぼエコプラザ
TEL：0956-25-0055

熊
本
県

第2回熊本県小水力利用推進協議会
研修会

12月中旬 未定

熊本県地球温暖化防止活動推進センター（くまもと温暖化防止
活動推進センター）内にある「熊本県小水力利用推進協議会」
の令和元年度2回目の研修会を行います。内容は、全国的な活
動の紹介や熊本県内における小水力発電事業の進捗状況の
報告を通じて地球温暖化防止を推進します。

熊本県地球温暖化防止活動推進センター
内熊本県小視力利用推進協議会

熊本県地球温暖化防止活動推進セン
ター
TEL：096-273-9034

令和元年度地球温暖化防止月間　地
球温暖化対策セミナー

12月13日（金） かごしま県民交流センター

地球温暖化防止活動を推進する民間及び団体等の活動に関す
る情報提供及び活動支援を実施することを目的とし、基調講
演、県内企業及び大崎町の事例発表と温防センターより情報提
供を行います。

鹿児島県地球温暖化防止活動推進セン
ター

（一財）鹿児島県環境技術協会
環境企画・普及課
TEL：099-284-6013

かごしまこども環境大臣表彰式・任命
式・活動発表会

12月25日（水） 鹿児島県庁

小中学生を対象に、夏休みに環境への取組を行った結果など
を「環境レター」で報告してもらい、優秀な取り組みを行った小中
学生を表彰し、優秀賞の方を「かごしまこども環境大臣」に任命
し、活動発表を行ってもらいます。

鹿児島県、鹿児島県地球温暖化防止活動
推進センター

（一財）鹿児島県環境技術協会
環境企画・普及課
TEL：099-284-6013

沖縄県地球温暖化防止月間パネル展 12月16日（月）～20日（金） 沖縄県庁 地球温暖化防止に係わるパネル展示を行います。 沖縄県環境部環境再生課
沖縄県環境部環境再生課
TEL：098-866-2064

浦添市地球温暖化防止月間パネル展 12月９日（月）～13日（金） 浦添市役所
地球温暖化防止に係わるパネル展示と家庭の簡易省エネ診断
を行います。

浦添市役所市民部環境保全課環境推進係
浦添市役所市民部環境保全課環境推進
係
TEL：098-876-1234

宜野湾市中央公民館12月講座
12月２日（月）、４日（水）、９日（月）、
11日（水）

宜野湾市中央公民館

沖縄県地球温暖化防止活動推進員により
①段ボールコンポストのつくり方
②えこなしめ縄づくり
の講座を行います。

宜野湾市中央公民館
宜野湾市中央公民館
TEL：098-893-4436
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