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地球温暖化防止月間パネル展

12月９日（月）～11日（水）

北海道庁１階道政広報
コーナー特設展示場Ａ

１２月の地球温暖化防月間に合わせて、地球温暖化対策に
北海道環境生活部
関するパネル展を実施します。

気候変動対策課
011-204-5189

地球温暖化防止パネル展

12月16日(月)～20日(金)

北海道留萌振興局
１階ホール

地球温暖化に関するパネル(JACCA(全国地球温暖化防止
活動推進センター)から借用)を展示し、来庁者に対して啓発 北海道留萌振興局
を行います。

環境生活課
0164-42-8432

よりみちの駅クリスマス
（エッグキャンドル作り）

12月14日(土)

北海道留萌振興局
庁舎内

クリスマスイベント内にて、廃棄する前のロウソクを使用した
北海道留萌振興局
エッグキャンドル作り体験を実施します。

環境生活課
0164-42-8432

いぶりウォームビズ＆プラスチック・スマート2019 １２月中旬

暮らしとつながっている地球のこと

12月22日（日）
13：30～15：30

出張！エコドライブ情報局～エコな運転、見て聞 12月14日（土）
いて体験しよう！～
10：00～13：00

北 地球温暖化に関するパネル展示
海
道

12月中

12月の地球温暖化防止月間に合わせて、ウォームビズの実
むろらん広域センタービル
践及びプラスチックごみ対策の推進について、パネル展を実 北海道胆振総合振興局
１階 エレベーターホール
施します。

環境生活課
0143-24-9575

野幌公民館
（江別市野幌町13－6）

えべつ地球温暖化対策地域協議 江別市生活環境部環境室
小学校の食育事業、脱プラスチック生活への挑戦、ポートラ
会
環境課環境保全係
ンドのエコ事情など暮らしのヒントが豊富な講演会です。
共催：江別市
011-381-1019

MEGAドン・キホーテ苫小
牧店

JAFによる講演会のほか、エコドライブシミュレーターで普段
の運転と「エコドライブ」の違いを体験し、環境にも財布にも 苫小牧市
優しい運転を学んでもらいます。

環境保全課
0144-57-8806

苫小牧市役所

地球温暖化や、その防止活動に関心を持ってもらうために、
苫小牧市
関連資料を展示します。

環境保全課
0144-57-8806

市内小学校・市内各施設

伊達市環境衛生課では、平成23年度から、市内小学生（4～
6年生）を対象に、冬休み期間中の課題としてエコに関する
伊達市役所経済環境部
川柳を作成してもらい、環境に対する意識啓発を図る取り組
環境衛生課環境衛生係
みを行っています。また、提出された作品は市内の公共施
設や大型ス-パ-などに掲示しています。

環境衛生課
0142-82-3245（直通）

令和元年度こどもエコ川柳

12月下旬

エコライフのすすめ普及キャンペーン

市役所本庁舎、湯川支所、亀田支所の市役所コミュニティビ
12月１日（日）～31日（火）
ジョン（市政情報等の放映モニター）でエコライフの啓発映像
函館市役所本庁舎および
※コミュニティビジョンの放映は
を放映するほか，市内公共施設において啓発リーフレット
函館市
各支所等
13日（金）まで
「はこだてエコライフのすすめⅢ」を設置し、市民に配布しま
す。

はこだてエコライフフェア２０１９
「楽しい美味しい！ 食卓のエコライフ」

12月８日（日）
（展示コーナー：12月１日（日）
～８日（日））

12月の地球温暖化防止月間に合わせて、食を通してエコラ
Gスクエア（シエスタハコダ イフを体験いただくイベントを開催します。
テ４F)
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/201910230001
5/

環境ワークショップ

12月22日（日）

るしんふれ愛パーク

環境教育プログラム[地域をみつめる活動]

12月18日（水）

清里町生涯学習総合セン 地球温暖化をテーマとしたゲームを通して各児童が無理なく
公益財団法人北海道環境財団
ター
行えるような、温暖化防止につながる環境教育を行います。

函館市，
函館市地球温暖化対策地域推進 環境部環境総務課
協議会，
0138-51-0758
公益財団法人北海道環境財団

高校生が地球温暖化や省エネ生活について学び、勉強した
ことを子どもたちや教師、保護者などに発表。それぞれの年 留萌市 環境保全課
代や立場で出来るクールチョイスを考えてもらうイベントで 株式会社 コササル
す。
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環境部環境総務課
0138-51-0758

留萌市 環境保全課
0164-42-1806
株式会社 コササル
0164-42-3871
011-218-7811

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
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事
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等

場

とかち・市民「環境交流会」2019

12月７日（土）

令和元年度 地球温暖化防止パネル展

コア鳥取
12月４日（水）～12月24日（火） コア大空
釧路市役所

北
海
道

所

とかちプラザ

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

「環境」というキーワードをもとに、子供たち、市民（諸団体）、
帯広市
企業、行政などが集まる場です。環境パネル展示や体験
帯広市環境保全推進会議
ブースの出展、講演会などを行います。

帯広市
市民環境部環境都市推進課
0155-65-4135

毎年12月の地球温暖化防止月間にあわせ、市民の環境に
対する認識を深めるとともに、自発的な行動の促進を図るた 釧路市・釧路総合振興局
めに、地球温暖化防止パネル展を開催します。

環境保全課
0154-31-4535

12月７日（土）

子どもたちの環境保全に関する活動や取組を発表すること
で、周囲の子どもや大人へも活動の輪を広げることを目的と
札幌エルプラザ公共４施設 して、小中学生による環境活動発表会「さっぽろこども環境
札幌市環境局
ホール
コンテスト」を実施しています。
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/contest/
2019/participation/index.html

地球温暖化防止月間等の周知

12月中旬

県内全域

県広報番組において、地球温暖化防止月間の周知ととも
に、地球温暖化の現状や対策の重要性を周知します。

青森県

環境生活部環境政策課
017-734-9243

COOL CHOICEあおもりローラー作戦

12月15日（日）

ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市環境フェアにあわせて、COOL CHOICEあおもりの普
及のため、エコクイズやおもちゃを使ったエコ体験、COOL
青森県
CHOICEあおもり賛同者募集等を行います。

環境生活部環境政策課
017-734-9243

いわて冬エコキャンペーン

12月～2月

県内全域

冬季の省エネ・節電キャンペーンとして、ウォームシェアの推
温暖化防止いわて県民会議、他
進と省エネ・節電の取組を推進するキャンペーンを展開。

環境生活部環境生活企画室
019-629-5271

いわてわんこ節電所
参加者プレゼントキャンペーン

10～12月

県内全域

県民の省エネ行動の見える化を図るホームページ「いわて
わんこ節電所」から参加できる「家庭のエコチェック」を通じ、
温暖化防止いわて県民会議、他
ライフスタイルの転換を呼び掛ける。参加者を対象とした
キャンペーンを実施している。

環境生活部環境生活企画室
019-629-5271

12月

県内全域

地球温暖化対策や気候変動等をテーマとしたCM及びミニ番
温暖化防止いわて県民会議、他
組を集中的に放送し、啓発を図る。

環境生活部環境生活企画室
019-629-5271

次世代自動車キャンペーン

10月～2月

県内全域

地球温暖化対策として、世界の自動車メーカーでは自動車
の電動化による環境性能の向上を進めている中、県民の次 温暖化防止いわて県民会議、他
世代自動車への買い替えを促すべく啓発を行う。

環境生活部環境生活企画室
019-629-5271

できることからECOアクション

11月～12月

県内全域

エネルギー消費の増える冬季の一斉行動として、県内の事
業者に対し、エアコンの節電やウォームビズの取組等の9つ 温暖化防止いわて県民会議、他
のカテゴリ12項目への取組を呼び掛ける。

環境生活部環境生活企画室
019-629-5271

札
幌 さっぽろこども環境コンテスト2019
市

青
森
県

開催期間

岩
手 （仮）いわて気候変動TVの放送
県
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環境局環境都市推進部環境
計画課
011-211-2877
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連絡先

ラジオ放送や県ホームページ等を通じて省エネチャレンジ
キャンペーンみやぎ～第２弾 冬の陣～の開催を呼びかけ
ます。県内の各戸及び各事業所を対象に、冬季の省エネ・
エネルギーの有効活用の啓発を行うため、電気又はガスの 宮城県
使用量が、12月または1月のいずれかで、前年同月比で減
少していた場合に、応募者の削減量合計をHP等で見せる化
するとともに、抽選で景品を贈呈します。

環境政策課温暖化対策班
022-211-2661

環境政策課温暖化対策班
022-211-2661

省エネチャレンジキャンペーンみやぎ
～第２弾 冬の陣～

対象期間：12月、１月
申込期間：１月～２月

県内全域

気候変動適応サイエンスカフェ

12月８日（日）

尚絅学院大学地域連携交 気候変動の現状と、将来予測に基づいて取るべき適応策に
流プラザ（イオンモール名 ついて認知を深めるため、講師との談話やグループディス 宮城県
取）
カッションを行います。

宮
城 令和元年度宮城県ストップ温暖化賞受賞者発表 １２月
県

県公式ホームページ

地球温暖化対策に資する取組により、顕著な功績のあった
宮城県
個人又は団体を表彰します。

環境政策課環境計画推進班
022-211-2663

事業者向け省エネセミナー（予定）

１２月

仙台市内

県内の事業者の省エネルギーの取組を促進するためのセミ
宮城県
ナーを開催します。

環境政策課環境産業振興班
022-211-2664

自然エネルギー活用セミナー

12月５日（木）

仙都会館

県内事業者や自治体を対象に、自然エネルギーの利用を促
宮城県
進するためのセミナーを開催します。

環境政策課温暖化対策班
022-211-2661

地球温暖化防止パネル展示

１２月

宮城県環境情報センター

地球温暖化防止に関するパネル展示を実施します。

宮城県

環境政策課温暖化対策班
022-211-2661

12月７日（土）
12：00～17：00

せんだいメディアテーク

https://www.tamaki3.jp/blog/?p=27547

杜の都の市民環境教育・学習推
進会議（FEEL Sendai）

FEEL Sendai事務局（仙台市
環境共生課）
022-214-0007

ウォームビズの推進

11月～３月

県内全域

県自ら、県機関における暖房時の室温が１９℃（目安）でも
快適に過ごせるよう、ウォームビズを実施するとともに、市町
秋田県
村や「ストップ・ザ・温暖化あきた県民会議」に加盟している
団体等へもウォームビズの取組を呼び掛けます。

冬季の省エネルギーの呼びかけ

11月～３月

県内全域

国の対策を踏まえ、市町村や「ストップ・ザ・温暖化あきた県
民会議」に加盟している団体等へ省エネの呼びかけを行い 秋田県
ます。

温暖化防止普及啓発のTVCM放送

12月

県内全域

身近で手軽に取り組める温暖化防止活動の促進と地球温
暖化防止月間の周知をねらいとしたTVCMを放送します。

仙 環境フォーラムせんだい2019
台 知って得する環境学習～新しい時代！環境を
市 もっと身近に感じよう～

秋
田
県

場

スマートフォンアプリ「あきエコどんどんプロジェク
12月～３月
ト」におけるウォームシェアの推進

県内全域

秋田県

１２月１日から３月３１日まで、公共施設等のウォームシェア
スポットの利用で、エコ・アクションポイントが獲得できます。 秋田県、秋田市
http://www.ceeakita.org/akieco/
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温暖化対策課
調整・省エネルギー班
018-860-1573

温暖化対策課
環境活動推進班
018-860-1560

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
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名

等
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場
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詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

県内全域

県民の健康及び経済活動の維持・向上を最優先に、県民生
山形県環境企画課
山形県地球温暖化防止県民運動
活や経済活動に無理のない範囲で、知恵と工夫を活かした
地球温暖化対策担当
推進協議会
自主的な省エネの取組みを広く呼びかけます。
023-630-2336

「省エネ『川柳・標語』『ポスター』コンテスト」優秀
11月～3月
作品巡回展（仮称）

県庁等

今年度の「夏の省エネ県民運動」の一環として実施したコン
山形県環境企画課
テストの優秀作品を県庁・各総合支庁・県議会ロビー等で巡 山形県地球温暖化防止県民運動
地球温暖化対策担当
回展示します。あわせて、市町村等の省エネポスターコン
推進協議会
023-630-2336
クール等の優秀作品も展示します。

ライトダウンキャンペーン

12月

県内全域

「地球温暖化防止月間」（12月）にあわせて「ライトダウンキャ
山形県環境企画課
山形県地球温暖化防止県民運動
ンペーン」を実施し、各企業・団体の実情に応じた事業所で
地球温暖化対策担当
推進協議会
の一斉消灯を呼びかけます。
023-630-2336

冬のエコオフィス運動

12月～3月

県庁等県機関

県の事務事業における省エネルギーの取組みを実践しま
す。（ウォームビズの励行、暖房の適正使用、一斉退庁・一 山形県
斉消灯の呼びかけ等）

山形県環境企画課
地球温暖化対策担当
023-630-2335

福
エコオフィスの実践
島
～冬季の省エネ対策（ウォームビズ）～
県

11月１日（金）～３月31日（火）

県庁等県施設

冬季の省エネルギー対策としてウォームビズを実施します。
暖房時の室温を１９度にする／暖かい服装での執務の励行 福島県
／昼休みや時間外の不要な照明の消灯の徹底 等

環境共生課
024-521-7248

茨
城 省エネの呼びかけ
県

12月～3月

県内全域

市町村や関係機関と連携し，県内各地における街頭キャン
ペーン等を通じて職場や家庭における省エネの取組を呼び 茨城県
かけます。

県民生活環境部環境政策課
地球温暖化対策Ｇ
029-301-2939

冬の省エネ県民運動

山
形
県

12月～3月

地球温暖化防止月間パネル展示

11月29日（金）～12月27日（金） 栃木県庁２階企画展示

１２月の地球温暖化防止月間に合わせて、地球温暖化対策
栃木県
に関するパネル展を実施します。

地球温暖化対策課
028-623-3297

ウォームビズの推進

11月～３月

県内全域

暖房時の室温が２０℃でも快適に過ごせるよう、県自ら
ウォームビズを実施するとともに、市町村、省エネ応援団に 栃木県
登録している事業所等へも同様の取組を呼びかけます。

地球温暖化対策課
028-623-3297

令和元年度SAITAMA環境フェア&
こどもエコフェスティバル

12月７日（土）

コルソホール
（浦和CORSO7階）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyogakusyu/h30e
埼玉県環境部環境政策課
cofestival.html

埼玉県環境部環境政策課
048-830-3019

東洋大学川越キャンパス

https://www.kannetsai.org/about/activities/2019/1214.html

栃
木
県

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)
～
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特定非営利活動法人
第１回SDGｓエコフォーラムin埼玉
環境ネットワーク埼玉
実行委員会
048-749-1217

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

さ
い
た さいたま市ライフスタイルキャンペーン
ま
市

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

市内

室温の適温設定やウォームビズなど、省エネ型ライフスタイ
ル及びビジネススタイルを呼びかけます。
さいたま市
https://www.city.saitama.jp/001/009/015/003/p064641.ht
ml

環境創造政策課
048-829-1324

気候変動の影響への適応に関するセミナー2019 12月８日（日）

ホテルプラザ菜の花

地球温暖化などの気候変動による日常生活への様々な影
響の現状や将来の状況、県民等が行える対策などについ
て、最新の動向を踏まえながら学べる内容のセミナーとし、
気象予報士等気象の専門家をお招きし、講演形式により、
分かりやすく解説していただきます。

環境生活部循環型社会推進
課温暖化対策推進班
043-223-4139・4645

「まなぼう！あそぼう！COOLCHOICEひろば」

12月７日（土）

ららぽーとTOKYO-BAY
中央広場

子供たちが主体的に参加し、楽しみながら学べるワーク
船橋市、船橋市地球温暖化対策
ショップを行うことで、地球・環境に親しみを持ってもらうとと
三井不動産（株）広報部
地域協議会、三井不動産（株）、京
もに、保護者に「COOL CHOICE」、「SDGs」を知ってもらこと
03-3246-3155
葉ガス（株）
を目的としています。

12月９日（月）～13日（金）

船橋市役所本庁舎1階
美術コーナー

今年度市内で育成された緑のカーテンの写真を展示しま
船橋市
す。

アイ・リンクルーム

地球温暖化問題の現状とその原因と対策についての知識を
深める目的で開催します。専門分野の講師に、人間由来の
市川市地球温暖化対策推進協議 市川市生活環境整備課
二酸化炭素をゼロにする国際的な取り組みについて、また
会
047-712-6306
自らが使う電力に相当する自然エネルギー発電の活動につ
いて、分かりやすくお話しをいただきます。

令和元年度習志野市地球温暖化防止月間パネ
12月20日（金）～23日（月）
ル展

イオンモール津田沼

・地球温暖化の基礎知識・本市の省エネ設備費補助制度・
各家庭で取り組むことができる地球温暖化対策等のパネ
ル、チラシの展示・設置。
・オリジナルエコバッグ作りの体験コーナー。

COOL CHOICE啓発イベントin地方卸売市場

卸売市場市民感謝デーにおいて、市場内関連棟で行われる
千葉市地方卸売市場関連
イベントに併せてCOOL CHOICEブースを設置し、パネル展 千葉市
棟
示、アンケート実施や賛同登録等を行います。

千
葉 緑のカーテン写真展示
県

平成31年度地球温暖化防止月間講演会

ウォームビズ期間
12月１日（日）～３月31日（火）

12月13日（金）

12月14日（土）

千
葉
市
千葉市地球温暖化対策地域協議会15周年記念
12月15日（日）
行事

千葉市生涯学習センター

千葉市地球温暖化対策地域協議会の設立15周年を記念
し、講演会及びかるた大会を実施します。
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千葉県

習志野市

船橋市環境政策課
047-436-2465
047-436-2469

都市環境部 環境政策課
047‐453‐9291

千葉市環境局環境保全部環
境保全課温暖化対策室
043-245-5199

千葉市地球温暖化対策地域
千葉市地球温暖化対策地域協議 協議会事務局
会
（千葉市環境保全課内）
043-245-5199

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

東
京
都

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

冬のライフスタイルの実践

12月１日（日）～３月31日（火）

東京都各施設

地球温暖化防止の取組の一環として、冬のライフスタイルの
実践を行います。具体的には、居室等における適温暖房及
東京都
び服装の実施や、来訪者向けの呼掛け、ポスターの掲示等
を行います。

地球環境エネルギー部計画
課
03-5388-3486

家庭における冬の省エネをPR

12月～（予定）

-

家庭での冬の省エネルギー対策リーフレットを作成し、都民
東京都
に向けPRします。

地球環境エネルギー部地域
エネルギー課
03-5388-3533

県内のホームセンター等と協力し、自分でできる省エネリ
神
フォームを「省エネＤＩＹ」という名称で普及啓発し、住宅の省
奈 自分でできる省エネリフォーム「省エネＤＩＹ」によ
県内全域（ホームセンター
11月１日（金）～12月31日（火）
エネルギー化を促進します。
神奈川県
川 る住宅の省エネルギー化促進
等実施店舗）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f536517/p117
県
0886.html

COOL CHOICE YOKOHAMA エコ新発見！

ＳＤＧｓ未来都市・環境絵日記展2019

省エネやエコドライブなどの「COOL CHOICE」の取組につい
て楽しく学べるイベントです。
横浜市温暖化対策統括本部
地域の活動団体や企業によるブース出展があります。

環境計画課
045-210-4053

横浜市温暖化対策統括本部
調整課
045-671-2661

12月中旬

新都市プラザ（そごう横浜
店地下２階正面入口前）

12月８日（日）

「環境絵日記」は、小学生が夏休みの自由課題として、絵と
文章の組み合わせで環境問題等について考えていることを
自由に表現する取組として横浜市資源リサイクル事業協同
組合が毎年実施しています。 会場では、環境絵日記大賞、
優秀特別賞の発表会・表彰式のほか、横浜市内の優秀賞
横浜港 大さん橋国際客船
横浜市温暖化対策統括本部
約700作品や横浜市以外の都市や海外からの応募作品の 横浜市資源リサイクル事業協同組
ターミナル 大さん橋ホー
ＳＤＧｓ未来都市推進課
展示を行います。また、環境にやさしい未来のヨコハマにつ 合
ル
045-671-4107
いて子どもたちが話し合う「環境会議」、横浜市内の子どもた
ちが調べた環境に関する情報や活動をステージで発表する
「こどもエコフォーラム」が開催されます。 エコに取り組む企
業･団体ブースも多数出展する予定です。
http://www.recycledesign.or.jp/forum/

横
浜
市

川
崎
市

連絡先

海洋資源を活用した温暖化対策プロジェクト「横浜ブルー
カーボン」の啓発の一環として、横浜・八景島シーパラダイス
の“海育”施設「うみファーム」にて、こどもたちが「わかめ」の
植付けを体験できるイベントを開催します。植付けを体験し
横浜・八景島シーパラダイ
横浜市
ながら、わかめが生育する様子やわかめなどの海洋生物が
ス
温暖化対策統括本部
温室効果ガスを吸収することを学びます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukurikankyo/ondanka/etc/ygv/eventetc.html

横浜市温暖化対策統括本部
プロジェクト推進課
045-671-4109

わかめ植付けイベント

12月初旬

アゼリア広報コーナー展示（地球温暖化防止月
間）

11月22日（金）～12月６日（金） 川崎アゼリア

地下街「川崎アゼリア」の広報用ショーウィンドーにて地球温
暖化防止月間としてCOOL CHOICEをテーマに展示を行いま 川崎市
す。

環境局地球環境推進室
044-200-3871

COOL CHOICE CM放映

11月25日（月）～12月１日（日） 南武線トレインチャンネル

川崎市が川崎フロンターレと共に作成したCOOL CHOICE普
及のための動画を、南武線トレインチャンネルで放映しま
川崎市
す。

環境局地球環境推進室
044-200-3871
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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
行

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

新潟県エコドライブ運動

11月～12月

県内全域

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyokikaku/13568
新潟県
55035730.html

県民生活・環境部
環境企画課
025-280-5150

ウォームビズの取組

11月～3月

県内全域

事務室の室温20℃を目安に設定するなど、県自らウォーム
ビズを実践するとともに、関係団体への周知を行っていま
新潟県
す。

県民生活・環境部
環境企画課
025-280-5150

冬の節電・省エネ呼びかけ

１２月～３月

市内全域

市民に対し、冬の節電・省エネについて市報で呼びかけを行
います。また，家庭の省エネ講座・エコドライブ講座の実施に 新潟市
ついても併せて呼びかけます。

環境政策課
025-226-1357

１２月中旬

市内

冬の交通事故防止運動にあわせて、エコドライブを啓発する
新潟市
活動を街頭で行います。

環境政策課
025-226-1357

宅配便再配達防止呼びかけ

11月下旬～12月上旬

市内

COOL CHOICE推進の一環として，宅配便の多くなる年末
に，再配達防止を呼び掛けます。

新潟市

環境政策課
025-226-1365

冬の省エネ実践の呼びかけ

１２月中

県内全域

テレビ、ラジオ、インターネット等を通じて、節電やエコドライ
ブなど家庭で身近に実践できる省エネの取組みを紹介し、 富山県
県民へ広く地球温暖化防止対策の実施を呼びかけます。

地球環境係
076-444-8727

地球温暖化防止・適応策セミナーの開催

12月10日（火）

新
潟
県

新
潟 エコドライブキャンペーン
市

富
山
県

富山県では、地球温暖化に伴う気候変動の影響や適応策
富山県総合福祉会館サン への理解を促進し、積極的な対策を推進するため、事業者
シップとやま 福祉ホール や市町村職員等を対象としたセミナーを開催します。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1705/kj00021082.html

富山県、
地球環境係
富山県地球温暖化防止活動推進
076-444-8727
センター（（公財）とやま環境財団）

12月26日（木）

石川県庁
（19階展望ロビー）

環境保全活動に取り組む県内の学校・地域・事業者や、優
れた省エネ住宅の新築・改築に取り組んだ施主・施工者等
を表彰し、その活動を紹介する展示会を開催いたします。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/index.html

エコチャレふくい

７月１日（月）～３月31日（火）

県内全域

第３日曜日（家庭の日）を統一行動日として、楽しく参加でき
環境ふくい推進協議会
る省エネ行動を展開します。

環境政策課
0776-20-0302

ふくい省エネ家電買替キャンペーン

９月14日（土）～１月15日（水）

県内全域

省エネ性能の高い家電への買替えを促すため、県内協力店
舗において、省エネ家電の買い替えキャンペーンを実施しま 環境ふくい推進協議会
す。

環境政策課
0776-20-0302

石
地球温暖化防止活動表彰と地球温暖化防止活
川
動展の開催
県

福
井
県
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石川県

温暖化・里山対策室
076-225-1462

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

開催期間

場

ウォームビズの取組み

11月１日（金）～３月31日（火）

ウォームシェアふくい

11月16日（土）～２月29日（土） 県内全域

所

県内全域

福
井
県

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

暖房時の室温は20℃を目途に調整し、過度な暖房は控え、
県自らウォームビズを実施するとともに、市町や各種団体へ 福井県
も同様の取組みを呼び掛けます。

環境政策課
0776-20-0302

家庭の暖房機器などを消して、公共施設や商業施設などの
環境ふくい推進協議会
暖かい場所に出かけることにより、消費電力を抑えます。

環境政策課
0776-20-0302

岐阜県では、「ぎふ清流COOL CHOICE」をキャッチフレーズ
として、地球温暖化対策に資するあらゆる“賢い選択”を促
す「COOL CHOICE」の取組みを推進しています。 本イベン
アクティブG
トでは、東海地区のテレビ番組で活躍する気象キャスターと
（岐阜県岐阜市橋本町1丁
岐阜県
一緒に、実験やゲームを交えて地球温暖化について学びま
目10-1）
す。午前の部では岐阜県出身の俳優「敦士」さんもゲスト参
加します。

環境管理課温暖化対策係
058-272-1111(内線2694)

ぎふ清流COOL CHOICE トーク・ミーティング

12月１日（日）

ぎふ清流COOL CHOICE ブース出展

12月15日（日）

モレラ岐阜
地球温暖化対策・省エネを学ぶ「ぎふ清流ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣ
岐阜県
（岐阜県本巣市三橋1100） Ｅ」のブース出展を行います。

地球温暖化防止月間立看板掲示

12月２日（日）～27日（金）

静岡県庁本館前

静岡県庁本館前に地球温暖化防止月間に関する立看板を
静岡県
設置し、来庁者及び職員に対し普及啓発を図ります。

環境政策課
054-221-3781

県有施設の省エネ・節電対策

12月～３月

静岡県有施設等

県有施設の節電を図るためウォームビズの励行、照明の減
灯などの節電対策に徹底して取り組みます。また、県民や事 静岡県
業者等に対し、節電手法の紹介等を行います。

環境政策課
054-221-2208

12月～１月（食べきりポイント
アップ）
12月～2月（ウォームシェア）

環境に優しい行動に応じてポイントが貯まる温暖化対策アプ
リ『クルポ』では、宴会の機会が多くなる年末年始に「協力店
静岡県内のクルポ協力店・ でのたべきり」のポイントアップを実施します。また、12月か ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ実行
施設
ら公共施設等のウォームシェアスポットの利用でポイント獲 委員会（静岡県含）
得ができます。
http://f-cc.net/cool-po/index.html

第10回ぬまづエコ活動コンテスト市民投票

11月～12月

市内

募集した地域コミュニティ、各種団体、個人の省エネ活動と
緑のカーテンフォトを専用冊子やホームページ等で広報し、
沼津市環境政策課
大賞作品を決めるため、投票用紙、WEB、FBを用いて市民
投票を行います。

環境政策課
055-934-4741

カーナイデー強化月間

12月２日（月）～27日（金）

職員を対象に実施

自動車・バイク等で通勤している職員のうち、徒歩、自転車
または公共交通機関でも通勤可能な者を対象に、月１日以
御殿場市
上マイカー通勤の自粛を実施。これにより、自動車燃料使用
量の削減に努めています。

環境課
0550-83-1603

岐
阜
県

静 温暖化防止アプリ『クルポ』
岡 食べきりポイントアップ
県 ウォームシェアの開始
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環境管理課温暖化対策係
058-272-1111(内線2694)

環境政策課
054-221-3781

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

静
岡
県

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

広報紙での啓発

12月初旬

各戸配布

広報紙に地球温暖化防止月間に関するお知らせと温暖化
防止活動の啓発記事を掲載します。

伊東市環境課

環境課
0557-32-1374

広報紙での啓発

12月中

各戸配布

広報いず12月号に地球温暖化防止月間に関するお知らせ
を掲載します。

伊豆市

環境衛生課
0558-72-9857

ノーカーデー

12月10日（火）、20日（金）、27
日（金）

町職員を対象に実施

地球温暖化防止の一環として、低炭素な交通の普及を目指
長泉町くらし環境課
し、行政から率先してノーカーデーに取り組みます。

くらし環境課
055-989-5514

町ＨＰに記事を掲載

12月中

―

町ホームページにて地球温暖化防止月間の周知と併せて、
県温暖化対策アプリ「クルポ」と町内のウォームシェアスポッ 長泉町くらし環境課
ト等の周知を行います。

くらし環境課
055-989-5514

啓発ポスターの掲示

12月中

町内施設

町内施設にて、①マイ○○、②食品ロス、③ごみの出し方ア
プリ、④ポイ捨ての4種類のポスターを配布し、掲示を行い、 長泉町くらし環境課
啓発を行います。

くらし環境課
055-989-5514

地球温暖化防止月間パネル展

12月４日（水）～17日（火）

富士市中央図書館

中央図書館の展示スペースにおいて、環境問題をテーマに
富士市
したパネル展示や啓発冊子などの配布を行います。

環境総務課
0545-55-2901

地球温暖化防止ポスター展示

12月４日（水）～11日（水）

富士市文化会館ロゼシア
ター1階ガレリア

地球温暖化防止活動への関心を高めることを目的として、
夏休みの課題にあわせて市内の小学校４・５・６年生及び中 富士市
学生を対象に募集し、入選作品について展示を行います。

環境総務課
0545-55-2901

広報誌に記事を掲載

12月中

各戸配布

広報やいづ12月号にて、地球温暖化防止月間について周
知し、「クールチョイス」の啓発記事を掲載します。

環境生活課
054-662-0571

ノーカーデー

毎月第３金曜日
（12月20日）

市職員を対象に実施

地球温暖化防止の一環として、環境への負荷の削減、また
行政として自ら率先して省エネに取り組むことを目的にノー 牧之原市環境課
カーデーを実施しています。

環境課
0548-53-2609

地球温暖化防止月間啓発展示

12月中

袋井市立袋井図書館
袋井市立浅羽図書館

袋井図書館と浅羽図書館において、地球温暖化防止対策
や冬の節電・省エネ、新エネルギー等の啓発展示を行いま
す。

環境政策課
0538-44-3135
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焼津市

袋井市

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

開催期間

ノーカーデー

浜
松 ウォームシェアの実施
市

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

市役所１階行政情報モニターにて、環境にやさしい太陽光発
電システムや蓄電池等の設置を推進している旨の啓発を行 袋井市
います。

環境政策課
0538-44-3135

毎月第３金曜日
（12月20日）

職員を対象に実施

行政として自ら率先して環境負荷の低減に取り組むことを目
磐田市環境水道部環境課
的にノーカーデーを実施しています。

環境課
0538-37-4874

12月中

職員を対象に実施。市内
事業所にも呼びかけ。

地球温暖化防止、二酸化炭素排出量削減を目的に車での
通勤を控えるノーカーデーを職員に呼びかけます。また、市 湖西市環境課
内事業所にも呼びかけを実施します。

環境課
053-576-1141

12月１日（日）～３月31日（火）

市内登録施設
浜松市では、平成２４年度から地球温暖化対策を推進する
（昨年度登録施設：公共施
取組の一環として、ウォームシェアスポットの登録・公表を
設83施設、民間施設88施
行っています。
設 合計171施設）

浜松市

環境部 環境政策課
053-453-6154

地球温暖化対策課
調整・企画グループ
052-954-6213

地球温暖化対策課
調整・企画グループ
052-954-6213

あいち低炭素社会づくりフォーラム

12月23日（月）

ウィルあいち

「あいち地球温暖化防止戦略2030」及び「あいち自動車環境
戦略2020」の施策の推進のために、「あいちＣＯ₂削減マ二
フェスト2030」等の認定証授与や講演を行うことで県民・事 愛知県
業者の皆様に低炭素社会の実現に向けた意識の向上や、
行動の変革を促します。

あいちウォームシェア2019

11月１日（金）～３月31日（火）

県内シェアスポット
（409施設等）

家庭での暖房機器の使用について見直し、公共施設や商業
施設のシェアスポットへ出かけたり、家庭で一つの部屋に集
愛知県
まって暖かさを分かち合う（シェアする）よう呼びかける事業
を実施しています。

12月中

名古屋市役所西庁舎地下 地球温暖化防止月間に合わせて、地球温暖化対策に関す
１階施策PRスペース
るパネルを展示し、来庁者への普及啓発を行います。

11月１日（金）～３月31日（火）

三重県全域

12月１日（日）～３月31日（火）

毎週水曜日
(12月４日、11日、18日、25日)

愛
知
県

名
古
地球温暖化防止月間パネル展示
屋
市

ウォームビズの呼びかけ

三
重 冬の省エネ・節電の取組の呼びかけ
県
みえエコ通勤デー

連絡先

袋井市役所１階行政情報
モニター

地球温暖化防止月間広報放映用モニターで放映 12月中

静
岡 ノーカーデー
県

場

名古屋市

低炭素都市推進課
052-972-2692

三重県職員や県内事業者にウォームビズの呼びかけを行
います。

三重県

地球温暖化対策課
059-224-2368

三重県全域

県民 ・事業者へ生活スタイルや事業活動の見直しを促し、
省エネ・節電を呼びかけます。

三重県

地球温暖化対策課
059-224-2368

三重県各庁舎

自動車やバイクによる通勤から、二酸化炭素排出量の少な
い路線バス等の公共交通機関による通勤への転換を促し、 三重県
地球温暖化対策への意識向上につなげます。

地球温暖化対策課
059-224-2368
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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
行

事

名

等

三
重 冬のエコフェア2019
県

開催期間

12月21日（土）

場

所

四日市大学

詳細がわかるURL又は概要等
愛知県、三重県の高校生が環境に関する活動を発表しま
す。

主催者
三重県環境学習情報センター
四日市大学

連絡先
四日市大学社会連携セン
ター
059-340-1927

（

滋
賀
県

冬は夏よりもエネルギー消費量が増加します。これは、冷
房よりも暖房の方がより多くのエネルギーを消費するためで
す。関西広域連合では、温室効果ガスの排出を抑え地球温 関西広域連合
暖化を防止するため、冬の省エネルギーの呼びかけ「関西
冬のエコスタイル」を実施します。

滋賀県琵琶湖環境部温暖化
対策課
077-528-3490

）

関
冬の省エネルギーの呼びかけ「関西冬のエコスタ
西
12月１日（日）～３月31日（火）
イル」
広
域
連
合

「のせでんアートライン2019」における地域資源のあらたな
活用を前提とした多面的協働事例を各セクターから発表い
龍谷大学 大阪梅田キャン
特定非営利活動法人 近畿環境
ただいた後、各登壇者によるパネルディスカッションを行い、
パス
市民活動相互支援センター
SDGs達成に向けた良いパートナーシップ加速化のヒントを
得る。

第６回 企業・行政・環境NPOの協働セミナー

12月３日（火）
13:30～16:30

１００００００人のキャンドルナイト＠オオサカシ
ティ ２０１９ Winter 西梅田ナイト

全国的環境啓蒙のムーブメント「100万人のキャンドルナイ
12月４日（火）
ト」の趣旨に賛同し、都市生活者における環境意識の向上を
100万人のキャンドルナイト＠オオ
雨天時は翌５日（水）
大阪市北区梅田1丁目2丁 目的に、開催エリア各施設の2時間の消灯と約1万5千個の
サカシティ西梅田ナイト実行委員
5日も雨天の場合は６日（木）に 目3丁目
ロウソクを使ったキャンドルアートの展示などを実施。今冬で
会
再順延
第29回目となるイベントとして開催します。
http://candle-night-osaka.jp/

大
阪
府 中小事業者のための省エネ・省ＣＯ２セミナー

エコクッキング

いばらき竹灯籠

100万人のキャンドルナイト
＠オオサカシティ西梅田ナイ
ト実行委員会 企画制作担
当：アクティオ株式会社
06－7177－6749

12月５日（木）
14:00～16:30

大阪商工会議所
４階 401号会議室
(大阪市中央区本町橋２番
８号)

省エネルギー政策の動向、省エネ関連の最新技術と実際に
省エネに取り組んでいる企業における省エネの方策やポイ
ント、省エネを支援する専門機関による支援内容、省エネ効
果を紹介します。

12月６日（金）

忠岡町文化会館

講師を招いて、食材を無駄なく使いこなす、エコ料理を作り
忠岡町 生活環境課
ます。

0725-22-1122（193）

総持寺

事前に茨木市内の竹林にて竹を取出し竹灯籠用に成型する
と同時に、大分県竹田市で開催される竹灯籠イベント「竹
楽」から竹灯籠の一部を貰い受け、併せて4,000個以上の竹
灯籠を12月７日(土曜)の夜に会場に配置しライトアップイベ いばらき竹灯籠実行委員会
ントを開催する。イベント前には子供を対象に竹灯籠に絵を
かく「キッズ竹灯籠」や新聞折り込みのパンフレットを配布し
市民への告知を行う。

いばらき竹灯籠実行委員会
072-665-6995

12月７日（土）
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おおさかスマートエネルギーセン
ター（大阪府・大阪市）、地方独立
行政法人大阪府立環境農林水産
総合研究所、大阪商工会議所

NPO法人エコネット近畿 事
務局
06-6881-1133

環境農林水産部エネルギー
政策課スマートエネルギーグ
ループ
06-6210-9254

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

大
阪
府

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

エコカー＆はたらく車 大集合フェスタ

12月８日（日）
10:30～15:00

エコカーの試乗及び展示を通じて、エコカーの普及促進を図
るとともに、体験型・啓発ブースにおいて環境負荷の低減や
交通安全につながる運転「エコドライブ」を周知する。
また、はたらく車の展示では、八尾の街を走る「はたらく車」
に子どもたちがふれ合うことで、将来の夢や希望、そして八
尾への愛着を子どもたちに深めていただく機会を創出すると
ともに、交通安全や自転車の交通マナーについても同時に
八尾市役所本館ロータリー
八尾市
八尾市 経済環境部 環境保
啓発することで、「安心・安全なまち八尾」の実現を進める。
八尾小学校グラウンド、体
八尾市グリーン交通・配送推進協 全課
なお、イベントに際しては、国民運動である「COOL
育館
議会
072-924-9359
CHOICE」（賢い選択）と「八尾市地球温暖化対策実行計画
（チャレンジ80）」の啓発も行い、地球温暖化を始めとする地
球環境問題について考えてもらう機会を提供することを目的
とする。
https://challenge80.org
（昨年度イベント概要）
https://www.city.yao.osaka.jp/0000044874.html

エコカフェ～気軽にエコライフおしゃべり会～

12月９日（月）

福祉文化会館

家庭から地球温暖化対策を考えるため、身近なエコライフに
ついてのお茶会を行い、専門家の耳より情報をお伝えしま 茨木市
す。

【表彰式】12月14日（土）
東大阪市ＥＣＯポスターコンクール「表彰式」及び
【作品展】12月14日（土）、
「作品展」
12月16日（月）～20日（金）

市内の小・中学校の児童、生徒を対象に「東大阪市ＥＣＯポ
市役所本庁舎
スターコンクール」で作品を募集しました。
1階多目的ホール及び22階
東大阪市
その中から選ばれた最優秀作品および優秀作品の表彰式
市民ギャラリー
とご応募いただいた作品の展示会を開催します。

地球温暖化防止月間環境パネル展

12月21日（土）～27日（金）

堺市役所本館エントランス

こたつシェア

①12月24日（火）
12:00～16:00
②12月25日（水）
10:00～16:00

こたつを用いたウォームシェアを、環境や地球温暖化対策に
ついて考えることができる手作り工作や環境をテーマにした
カルタを用いて、熱効率を分散させない家庭での過ごし方や
省エネルギーの仕方を楽しみながら学んでいただくことを通
①山本コミュニティセンター
じて、家庭における「COOL CHOICE」の取組を普及させるこ 八尾市
②龍華コミュニティセンター
とを目的とする。
https://challenge80.org
（昨年度イベント概要）
https://www.city.yao.osaka.jp/0000044698.html

チリメンモンスター

12月26日（木）

忠岡町文化会館

省エネ対策や気候変動への適応に関する取組みを紹介す
るパネル展を実施します。

大阪湾に生息する生物の発見を通じて、楽しみながら住民
の大阪湾の環境保全に対する意識の向上を図ります。
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堺市

忠岡町 生活環境課

環境政策課
072-620-1644

循環社会推進課
06-4309-3199

堺市環境エネルギー課
072-228-7548

八尾市 経済環境部 環境保
全課
072-924-9359

0725-22-1122（193）

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

堺
地球温暖化防止月間環境パネル展
市

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等
省エネ対策や気候変動への適応に関する取組みを紹介す
るパネル展を実施します。

主催者

堺市環境エネルギー課
072-228-7548

12月21日（土）～27日（金）

堺市役所本館エントランス

12月21日（土）
10：30～16：30

小学生から80代までの、地球温暖化対策をはじめ様々な環
境保全活動に携わる担い手たち約300人が集合。活動発表
デザイン・クリエイティブセ
等のほか、“恵み豊かなふるさとひょうご”を次代につないで 兵庫県
ンター神戸（ＫＩＩＴＯ）
いくために私達に何ができるかについて、全員でディスカッ
ションします。

12月７日（土）

ザ・ビッグ篠山店

スーパーの店頭で啓発のぼりの掲示とポケットティッシュの 丹波篠山市地球温暖化防止活動 丹波篠山市農都環境課
配布を行い、買い物かご・買い物袋の持参を呼びかけます。 推進連絡会、丹波篠山市
079-552-1111

小野市 設備の省エネ改修現場見学会

12月２日（月）
第1回目 13：30～
第2回目 15：00～

小野市立図書館

小野市立図書館は、最新の省電力技術を取り入れた空調、
照明等の改修工事を行っていますが、リニューアルオープン
に先駆けて、CO2の排出量を削減し、温暖化防止に役立つ
小野市役所 生活環境グループ
「空調・照明等の省エネ設備」を公開する現場見学会を開催
します。
https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/10/1/a238/

小野市役所 市民安全部
生活環境グループ
0794-63-1686（直通）

KOBE COOL CHOICE
宅配スマートキャッチキャンペーン

11月下旬～1月下旬

神戸市内の鉄道駅構内

神戸市では、環境省のCOOL CHOICEと連動した「KOBE
COOL CHOICE」の一環として、宅配便ロッカーが設置されて
神戸市
いる市内の鉄道駅で、宅配便の再配達防止を呼びかけま
す。

環境都市課
078-595-6213

12月～1月

神戸市内の商業施設

年間で最もエネルギー消費が多くなる冬の季節に合わせ
て、家庭でできる省エネ行動について改めて気づき、日々の
生活で実践していただくため、省エネ相談会を実施します。 神戸市
生活の中での賢い選択（COOL CHOICE）を具体的に提案
し、家庭部門のCO2削減につなげていきます。

環境都市課
078-595-6213

11月～2月

神戸市内

ご家庭の省エネを促進することを目的として、11月から2月
にご家庭で電気、ガスの省エネに取り組んでいただき、前年 神戸市
よりも省エネできたご家庭に記念品を進呈します。

環境都市課
078-595-6214

環境政策課
0742-27ｰ8732

ひょうごユースecoフォーラム

兵
庫 マイバッグ運動
県

神
戸 KOBE COOL CHOICE
市 県市連携による「エコなくらしの相談会」

こうべ省エネチャレンジ2019冬

堺市

連絡先

奈
良 ストップ温暖化県民運動パネル展
県

12月16日（月）～20日（金）

県庁屋上ギャラリー

１２月の地球温暖化防止月間に合わせ、奈良県エコキャラク
ター「な～らちゃん」と一緒に、温暖化について楽しく分かり
奈良県
やすく学べるパネルの展示を行い、県民へ地球温暖化防止
に関する啓発を行います。

和
歌
おもしろ環境まつり2019
山
県

12月１日（日）
10::00～15:00

和歌山市
みその商店街アーケード

楽しみながら環境について考える体験型イベント
https://wenet.info/ok/
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農政環境部環境創造局
環境政策課
078-362-9895

おもしろ環境まつり実行委員会
（和歌山県地球温暖化防止活動
わかやま環境ネットワーク
推進センター、和歌山大学、一般
073-499-4734
財団法人和歌山環境保全公社、
和歌山県）

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

和
歌
地球温暖化防止月間パネル展
山
県

開催期間

12月６日（金）～28日（土）

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

岩出図書館

岩出図書館で、地球温暖化防止に関するパネルを展示し、
岩出市
市民に啓発を行います。

生活環境課
0736-62-2141

島根県環境政策課
0852-22-6343
（公財）しまね自然と環境財
団
0852-67-3262

ちきゅおんだんかって何だろう？
展示・ワークショップの開催

12月

島根県立図書館

地球温暖化や環境問題について考えるパネル展示と、関連
書籍の紹介、ワークショップを開催します。
【展示】12月5日(木)から月末まで
島根県
【ワークショップ】12月８（土）「親子でつくる（描く）マイ風呂
（公財）しまね自然と環境財団
敷」
内容：絵本の読み聞かせと、マイ風呂敷つくりのワークショッ
プ

環境イラスト作品展

12月下旬

フーズマーケットホックプ
ラーナ店

安来市では平成23年度から、地球温暖化対策について広く
周知するため、市内小・中学生を対象に環境イラストを募集
安来市
し、提出いただいた全イラストを展示する作品展を毎年開催
しています。

安来市環境政策課
0854-23-3098

ウォｰﾑﾋﾞｽﾞ県民運動

11月１日（金）～３月31日（火）

県内全域

地球温暖化防止の取組の一つとして、「ウォｰﾑﾋﾞｽﾞ県民運
動」と実施し、県民、県内企業等に、ウォームビスの取組を
呼びかけます。
http://www.pref.okayama.jp/page/633971.html

岡山県

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

地球温暖化防止啓発パネル展

岡山県生涯学習センター
地球温暖化に関するパネル展を実施し、県民向けの普及啓
11月30日（土）～12月20日（金） 人と科学の未来館サイピア
岡山県
発を行います。
２階 ウオールギャラリー

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

島
根
県

岡
山 県立図書館連携展示
県 「温暖化防止」パネル及び関連図書の展示

地球温暖化防止講座
「電気を消して、地球を想う☆クリスマスキャンド
ルづくり」

アースキーパーのつどい2019

12月17日（火）～１月19日（日） 岡山県立図書館

地球温暖化に関するパネル及び関連図書の展示を通じ、広
く県民向けに温暖化防止対策に関する普及啓発を行いま
岡山県
す。

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298
岡山県立図書館サービス第
二課
086-224-1286

12月１日（日）

親子、一般を対象に楽しいワークショップを通じて地球温暖
岡山県生涯学習センター
化に関する学習の機会を提供し、温暖化問題を考えます。 岡山県
人と科学の未来館サイピア
http://www.pref.okayama.jp/page/493547.html

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298

12月15日（日）

環境にやさしい活動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回開催しています。温暖化に関する
岡山コンベンションセンター
情報交換、トークショー、ワークショップを行います。
http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/632990.html

岡山県新エネルギー・温暖
化対策室
086-226-7298
地球温暖化防止活動推進セ
ンター
086-224-7272
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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

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

STOP温暖化くらしき2019

岡
山
県 地球温暖化防止パネル展

開催期間

場

広報紙「市民と市政」への掲載

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

12月７日（土）

倉敷市環境交流スクエア

市内のＮＰＯ法人・企業と協働して市民向けの普及啓発を行
います。今年度は「地域で取り組む地球温暖化対策」と題
し、地球温暖化問題の基礎的なお話から、岡山県の温室効 STOP温暖化くらしき実行委員会
果ガス排出量の現状、産業分野での取り組みや削減の可能 ／倉敷市
性についての講演会を開催します。参加者同士の意見交換
の時間も設ける予定です。

12月９日（月）～13日（金）

市役所本庁一階市民ロ
ビー

市内の小学生が作成した環境絵馬や、夏休みに取り組んだ
環境活動の展示、また日替わりでエコな取組の紹介等行い 津山市
ます。

環境生活課低炭素都市推進
係
0868-32-2051

広報誌印刷時に排出されるＣＯ２をカーボン・オフセットしま
す。
津山市
（津山市で市の補助を受けた太陽光発電システムで削減し
たクレジットを使用。）

環境生活課低炭素都市推進
係
0868-32-2051

市広報 広報つやま１２月号をカーボン・オフセッ
12月広報
ト

岡
山 地球温暖化防止月間パネル展
市

所

-

環境学習センター
086-440-5607

12月３日（火）、４日（水）

岡山市役所１階市民ホー
ル

地球温暖化に関するパネルを展示し、市民への啓発を呼び
岡山市
かける

地球温暖化対策室
086-803-1282

12月１日（日）

広報紙

地球温暖化防止のための節電対策に関する記事を掲載し、
市民に対して、周知・啓発を行います。新聞折り込み、市内 広島市環境局温暖化対策課
店舗への設置等により、配布します。

広島市環境局温暖化対策課
082-504-2185

・映像：市内の大型映像装
置等
・ポスター：市内の公共交
通機関、公共施設等

市民に地球温暖化問題について関心を持ってもらうととも
に、温暖化防止に向けた行動を促すため、映像及びポス
広島市環境局温暖化対策課
ターを制作し、主に市内の通行量の多い地点での放映や掲
出を行います。

広島市環境局温暖化対策課
082-504-2185

広
島
市
地球温暖化対策啓発の映像放映及びポスター掲
12月初旬
出

ぶちエコやまぐち～CO2削減県民運動～

12月１日（日）～２月29日（土 ） 県下全域

冬季の省エネ・節電対策として、ウォームビスやふんわりア
環境やまぐち推進会議、市町地球 山口県環境政策課
クセル「eスタート」などに取り組みます。
温暖化対策地域協議会、山口県、 地球温暖化対策班
特に、１２月は地球温暖化防止月間であるので、「ノーマイ
市町
083-933-3030
カー強化月間」として取組を強化します。

ライトダウンキャンペーン

１２月（重点日：22日（冬至））

ＣＯ２削減県民運動の一環として、不要な屋内・屋外照明を
山口県
可能な範囲で消灯する呼びかけをします。

山
口
県
県内各事業所
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山口県環境政策課
地球温暖化対策班
083-933-3030

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

徳島県
エシカル消費の実践を通じた節電・省エネを起こすきっかけ
とくしま環境県民会議
徳島県環境首都課
となるよう、多様な取組により広く県民の皆さんに呼びかけ
徳島県地球温暖化防止活動推進 088-621-2334
ます。
センター

「徳島冬のエコスタイル」

11月～３月

県内全域

ポロロと一緒にクリスマス

12月22日（日）

徳島県
とくしま動物園北島建設の 環境紙芝居や、バルーンアートによる環境啓発イベントを実 とくしま環境県民会議
徳島県環境首都課
森
施します。
徳島県地球温暖化防止活動推進 088-621-2334
センター

徳
島
県

香
川 令和元年度気候変動講演会
県

温泉でほっ！とシェアキャンペーン

省エネ家電買替キャンペーン

12月１日（日）

かがわ国際会議場

香川県を含め、今後、世界では気候が地球温暖化によって
どのように変化していくのか、そして変化する気候に備える
施策「適応」について考えるための講演会を開催していま
す。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/chikyu/
saving/kikouhendou.shtml

11月～２月

県内協力温浴施設

家庭の給湯から出るCO2削減を目的に、県内の温浴施設の
利用を推奨します。
愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/h15600/coolchoice/onsen.html

環境政策課
089-912-2349

県内協力家電販売店

統一省エネルギーラベルにおいて4つ星以上の電気冷蔵
庫、エアコン、テレビへの買替え及び不要な電気冷蔵庫の処
分を促進します。
愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/h15600/coolchoice/shoenekade
n.html

環境政策課
089-912-2349

県内協力企業、公共施設

電力需要期の冬季に家庭の暖房を止め、家族、友人揃って
快適に過ごせる場所へ集まることを促進することで、家庭の
節電意識の向上と定着を図るキャンペーンを実施します。 愛媛県
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/khp/theme/ondanka/dekakema-share/ikima-share.html

環境政策課
089-912-2349

６月～２月

愛
媛
県
えひめウォームシェアキャンペーン

11月～２月

高松地方気象台、環境省中国四
国地方環境事務所四国事務所、
四国環境パートナーシップオフィ 環境政策課
ス、香川県、高松市、香川県地球 087-832-3215
温暖化防止活動推進センター（せ
とeco・かがわ）

ウォームビズ四国キャンペーン

11月～３月

四国内の賛同企業・団体

冬季の適正暖房（室温20℃）と重ね着等の暖かい服装での
勤務を促すウォームビズの導入を四国内の企業・団体等に
四国地球温暖化対策推進連絡協 （愛媛県）環境政策課
広く呼びかけます。
議会
089-912-2349
https://www.pref.ehime.jp/kankyou/khp/theme/ondanka/warmbiz/top.html

ウォームビズ四国キャンペーン

11月～３月

四国内の企業・団体

四国４県連携し、暖房を抑制して（室温⒛℃以下）、快適に
（高知県）
四国地球温暖化対策推進連絡協
過ごせるよう暖かい服装で勤務するウォームビズ企業・団体
新エネルギー推進課
議会
等に広く呼びかけます。
088-821-4841

高知家エコスイッチキャンペーン第2弾

11月～２月

県内自動車・家電販売協
力店

家庭での省エネの取組みを促進するため、５つ星エアコンや
新エネルギー推進課
高知県地球温暖化防止県民会議
次世代自動車への買い換えキャンペーンを実施します。
088-821-4841

高
知
県

16／19

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

九
州
九州エコライフポイント事業
7
県

開催期間

１２月～２月

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

主催者

連絡先

九州全域

事務局（大分県生活環境部う
家庭や地域でのＣＯ２排出削減を促進するため、九州各県
つくし作戦推進課）097-506及び経済団体、企業等が一体となって取り組む事業で、電
九州版炭素マイレージ制度推進協 3033
気使用量の削減に繋がる活動をされた方に、九州内のスー
議会
ポイント運営管理事務局（日
パーで利用できるポイント券を交付するものです。
本ﾄｰﾀﾙﾃﾚﾏｰｹﾃィﾝｸﾞ㈱）
http://q-ecolife.com/
0570-087-335

環境保全課地球温暖化対策
係
092-643-3356

福岡県企業向け省エネ節電セミナー
「省エネ機器・設備別講座」※仮称

12月5日（木）、18日（水）

福岡東総合庁舎

福岡県では、県内事業所のエネルギーコスト削減に寄与す
るため、主要なエネルギー使用設備を対象とした省エネ手 福岡県省エネルギー推進会議、
法や事例等について解説・紹介する講座を開催しています。 福岡県
（全3回開催、1月に第3回を開催予定）

県庁ロビー展示「地球温暖化防止月間」

12月2日（月）～13日（金）（予
定）

県庁1階ロビー

福岡県では、県庁1階ロビーにて気候変動に関するパネル
や教材等の展示を行い、地球温暖化防止・気候変動の啓発 福岡県
を行っています。

環境保全課地球温暖化対策
係
092-643-3356

市内一円

冬季の電力需要が高まる時間帯（17～20時）に、各家庭で
エアコンやテレビをつけて過ごすのではなく、まちなか店舗
などに出かけてもらうことで、家庭の省エネ・節電等を図ると 北九州市
ともに、まちなかのにぎわいづくりを進める取組です。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200069.html

北九州市環境局
温暖化対策課
093-582-2286

福岡市役所15階 講堂

福岡市では，地球温暖化対策の一環として，業務部門の省
エネを促進するために，省エネセミナーを開催しています。
事例を交えた省エネ手法の紹介や省エネに使える国の補助 福岡市
金情報や補助金を活用するための準備・対策などの情報を
お届けします。

環境・エネルギー対策課
092-711-4282

１２月～１月

佐賀県全域

佐賀県では県民の家庭でできる省エネ・省資源実践活動や
地球温暖化防止意識を啓発するため、主に小学生4年生を
対象に、エコチャレンジを実施しています。内容は、エコチャ
佐賀県
レンジシートにある省エネの取組を実践してもらい、シート内
報告書により取組実績を報告してもらうというものです。報
告者へは参加賞をプレゼントします。

環境課
0952-25-7079

12月11日（水）～17日（火）

長崎県下

環境負荷の高いマイカー利用を自粛し、徒歩、自転車や公
共交通機関の利用あるいはエコドライブの励行等に取り組
んでいただきます。

環境政策課
095-895-2512

環境センター

地球温暖化防止に対する取組として子どもから大人まで広く
普及されることを目的に募集した、ポスター（小学生）・標語 大村市、大村市地球温暖化対策
（中学生）コンクール及びグリーンカーテンコンテストの入賞 地域協議会
者の表彰を行っています。

福
岡
県

北
九
まちなか暖ラン♪
州
市

福
岡 事業者向け省エネセミナー
市

佐
賀 エコチャレンジ推進運動
県

県下一斉スマートムーブウィーク
長
崎
県 令和元年度地球温暖化防止ポスター・標語コン
クール及びグリーンカーテンコンテスト入賞者表
彰式

１２月～３月

12月19日（木）

12月８日（日）
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長崎県、ながさき環境県民会議

市民環境部環境保全課
0957-53-4111（内線144）

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧
行

事

名

等

開催期間

場

所

詳細がわかるURL又は概要等

12月２日（月）～1月31日 （金）

熊本県内

県民総ぐるみでの使用済み天ぷら油の回収から、BDF（バ
イオディーゼル燃料）としての利用まで「エネルギーの地産
地消」の取り組みを強化するキャンペーンを実施していま
す。

地球温暖化防止月間に係るパネル展示

12月16日（月）～27日（金）

県庁地下展示スペース

県庁地下展示スペースにおいて、地球温暖化防止を呼び
かける各種パネル等の展示を行います。

LED電球の無償交換

①植木公民館
（土）
➁富合公民館
①～➃11月30日（土）～12月８
（日）
日（日）迄の各指定日に交換実
➂東部公民館
施。
（土）
➄11月中旬～12月20日（金）迄
➃西部公民館
の平日（業務時間内〉
（日）
➄熊本市役所
～

熊 ストップ温暖化！総ぐるみBDFキャンペーン
本
県

熊
本
市

熊本ヴォルターズホームゲームイベント

大
分 九州エコライフポイント事業
県

地球温暖化防止月間展（パネル展）

連絡先

熊本県

環境立県推進課
096-333-2264

熊本県

環境立県推進課
096-333-2264

11月30日
12月１日
省エネで長寿命であるLED照明の更なる普及のため、白熱
電球を新品のLED電球と交換します。（計1,000個、1人最大2
熊本市
個）
（要事前申込 10月末日締切）

環境政策課温暖化・エネル
ギー対策室
096-328-2355

熊本市県立総合体育館

地球温暖化対策の為の国民運動「COOL CHOICE]の一環と
して、熊本ヴォルターズのホームゲーム会場に「ZEH」「高断 熊本市
熱窓」などを学べるブースを出展します。

環境政策課温暖化・エネル
ギー対策室
096-328-2355

１２月～２月

九州全域

事務局（大分県生活環境部う
家庭や地域でのＣＯ２排出削減を促進するため、九州各県
つくし作戦推進課）
及び経済団体、企業等が一体となって取り組む事業で、電 九州版炭素マイレージ制度推進協 097-506-3033
気使用量の削減に繋がる活動をされた方に、九州内のスー 議会
ポイント運営管理事務局（日
パーで利用できるポイント券を交付するものです。
本ﾄｰﾀﾙﾃﾚﾏｰｹﾃィﾝｸﾞ㈱）
0570-087-335

12月２日（月）～８日（日）

県庁本館1階

地球温暖化の現状と対策について理解と関心を深める機会
宮崎県
とするため、啓発パネル等の展示を実施します。

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策
担当
0985-26-7084

県立図書館1階ロビー

地球温暖化の現状と対策について理解と関心を深める機会
とするため、啓発パネル等の展示を実施します。また、期間
中に関連した講座を開催します。
宮崎県
http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/gakushu/category/events/det
ail/286

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策
担当
0985-26-7084

12月21日（土）、22日（日）

12月７日
12月８日
11月中旬

宮
崎
県
地球温暖化防止月間展（パネル展及び講座）

主催者

12月10日（火）～22日（日）
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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
行

事

名

等

地球温暖化防止月間啓発イベント

開催期間

12月１日（日）

場

所

地球温暖化防止月間パネル展

鹿
児
島
県

12月19日（木）

県庁本館知事室

11月30日（土）～１月５日（日）

鹿児島県庁１８階展望ロ
ビー

かごしまこども環境大臣表彰式・任命式・サミット 12月25日（水）

主催者

連絡先

宮崎県

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策
担当
0985-26-7084

県内の事業活動における温室効果ガスの排出抑制に関し、
他の事業者の模範となる特に優れた取組をした事業者を表
彰します。
宮崎県
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kurashi/shizen
/20171220090306.html

環境森林課
温暖化・新エネルギー対策
担当
0985-26-7084

12月が地球温暖化防止月間であることをＰＲするとともに、
イオンモール宮崎1階レス
地球温暖化の現状や原理を学ぶためのブース設置やパネ
トランコート
ル展示を実施します。

宮
崎
県
令和元年度宮崎県温室効果ガス排出抑制事業
者表彰式

詳細がわかるURL又は概要等

県民の環境保全活動に対する気運の醸成を図るため、地球
温暖化の現状や，防止に向けた取組についてパネルで紹介
鹿児島県
します。

環境林務課地球温暖化対策
室
099-286-2586

鹿児島県庁

夏の1ヶ月間、毎日の省エネルギー・省資源の取組状況を記
録（グリーン日記）し、その取組を通して感じたことを手紙に
鹿児島県
する環境レターを募集し、優秀賞に選ばれた子ども達の表
彰式・任命式・サミットを行います。

環境林務課地球温暖化対策
室
099-286-2586

かごしま環境未来館
099-806-6666

地球温暖化防止月間企画展

12月３（火）～22（日）
※月曜を除く

かごしま環境未来館

地球温暖化防止月間（12月）に合わせて、温暖化や環境に
ついて考えるイベント。環境に関するパネル展示や体験型
のワークショップ、工作体験など、楽しみながら環境につい
て学べます。

地球温暖化月間パネル展示（仮）

12月2日（月）～13日（金）

鹿屋市役所本庁舎１階
壁画前ホール

地球温暖化防止に関するパネル展示を通して、市民及び職
鹿屋市
員への啓発を行います。

生活環境課
0994-31-1115

12月２日（月）～27日（金）

①沖縄県庁１階県民ホー
ル
②沖縄県立図書館

地球温暖化防止月間における普及啓発の一環として、県庁
１階県民ホール、沖縄県立図書館において地球温暖化防止 沖縄県
に向けた各種取組を紹介するパネル等を展示します。

環境再生課
098-866-2064

沖
縄 地球温暖化防止月間パネル展
県
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鹿児島市

