
府省庁・都道府県・政令指定都市・特別区名 島根県

行事・事業名 主催 期日 場所 行事・事業内容 問い合わせ先 問い合わせ先電話 URL

1 クールビズ
島根県（環境生活部環境
政策課）

５月１日から10月31
日

県内各地
冷房時の室温を28℃にしても快
適に仕事ができるクールビズを
呼びかけます。

島根県環境生活部環
境政策課

0852-22-6742

2

令和２年度廃棄物
適正処理対策推進
事業
第１回合同パト
ロール

島根県（環境生活部廃棄
物対策課）

６月３日、４日 県内５か所

県（保健所）を中心に市町村他
各関係機関の協力を得て、不法
投棄の発見と防止並びに適正処
理を県民に呼びかけ、広報・啓
発活動を展開する。

島根県環境生活部廃
棄物対策課

0852-22-6790

3
CO2削減/ライトダ
ウンキャンペーン

島根県（環境生活部環境
政策課）

６月21日から７月７
日

県内各地

６月21日から７月７日までの
間、ライトアップ施設や家庭の
照明の消灯を呼びかけます。ま
た、６月21日（夏至）と７月７
日（クールアース・デー、七
夕）を特別実施日として、両日
の夜８時から10時までの２時
間、一斉消灯を呼びかけます。

島根県環境生活部環
境政策課

0852-22-6742

4
環境保全功労者に
対する知事感謝状
贈呈式

島根県（環境生活部環境
生活総務課）

６月25日 島根県庁６Ｆ講堂

環境月間記念行事の一環とし
て、環境保全に関し、顕著な功
績のあった者（団体を含む）に
対し、その功績をたたえ、感謝
状を贈呈する。

島根県環境生活部環
境生活総務課

0852-22-5233

https://www.pre
f.shimane.lg.jp
/admin/pref/hyo
ushou/kankyo/

5 クールビズ実施 松江市 ５月１日～10月31日 公共施設 地球温暖化防止活動
松江市環境保全部環
境政策課

0852-55-5278
http://www1.cit
y.matsue.shiman
e.jp/

6
環境保全啓発パネ
ル等展示

松江市 ６月１日～６月25日 中央図書館 環境保全の啓発
松江市環境保全部環
境政策課

0852-55-5278

7
環境保全啓発パネ
ル等展示

松江市 ６月１日～６月14日
イオン松江ショッピ
ングセンター

環境保全の啓発
松江市環境保全部環
境政策課

0852-55-5278

8 懸垂幕設置 松江市 ６月８日～６月30日 本庁舎 環境月間の啓発
松江市環境保全部環
境政策課

0852-55-5278

9
環境月間広報、啓
発活動

出雲市 ５月21日～６月29日 出雲市役所
懸垂幕設置、市広報紙への掲
載、FMいずも放送等

出雲市環境政策課 0853-21-6989

令和２年度「環境の日」及び「環境月間」行事等

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/hyoushou/kankyo/#
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/hyoushou/kankyo/#
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/hyoushou/kankyo/#
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/hyoushou/kankyo/#
http://www1.city.matsue.shimane.jp/#
http://www1.city.matsue.shimane.jp/#
http://www1.city.matsue.shimane.jp/#
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10
市職員ポイ捨て一
掃大作戦

出雲市 ５月29日 市内公共施設周辺 市職員によるボランティア清掃 出雲市環境政策課 0853-21-6989

11
省エネ広報、啓発
活動

出雲市地球温暖化対策協
議会

６月 －
ホームページ（出雲エコなび）
にて、『COOL CHOICE』を紹介、
広報誌にて省エネ記事掲載

出雲市環境政策課 0853-21-6535
http://izumo-
econavi.com

12
市民一斉クリーン
デー

出雲市内各地域 ６月 市内各地
ボランティアによる地域内の清
掃活動

出雲市環境政策課 0853-21-6989

13 宍道湖パネル展示 宍道湖水環境改善協議会 ６月２日～６月30日 出雲市役所1階
ラムサール条約登録湿地15周年
行事

出雲市環境政策課 0853-21-6989

14
出雲市役所省エネ
行動

出雲市 通年 出雲市役所
エコドライブ実践、ノーマイ
カーデー、クールビズ等

出雲市環境政策課 0853-21-6535

15 クールビズ 益田市役所 ５月１日～ 益田市役所庁内

ノーネクタイ・ノー上着等軽装
での執務
冷房温度の適正化

益田市人事課 0856-31-0100

16
不法投棄監視パト
ロール

島根県・安来市 ６月中 安来市内 不法投棄監視パトロール 安来市環境政策課 0854-23-3100
https://www.cit
y.yasugi.shiman
e.jp/

17
不法投棄監視パト
ロール

安来市 ６月中 安来市内 不法投棄監視パトロール 安来市環境政策課 0854-23-3100
https://www.cit
y.yasugi.shiman
e.jp/

18 クールビズ 安来市
５月１日から10月中
旬

安来市役所内 クールビズの呼びかけ 安来市環境政策課 0854-23-3100

19
不法投棄パトロー
ル

島根県
６月３日
（その他　別月２
回）

江津市後地町尾浜地
域

不法投棄地域の合同パトロール
島根県浜田保健所環
境保全課

0855-29-5560

20
不法投棄パトロー
ル

江津市 通年 市内 不法投棄ごみ監視パトロール 江津市市民生活課 0855-52-7936

21
ごみ処理施設出前
講座

江津市 通年 市内ごみ処理施設
市内ごみ処理施設の見学、ごみ
の分別についての出前講座

江津市社会教育課 0855-52-7496

22
夏季エコスタイル
運動

雲南市役所 ５月１日～10月31日 雲南市役所
ﾈｸﾀｲ・上着を着用しない軽装運
動

雲南市総務部人事課 0854-40-1021

23
環境に関するお願
い

雲南市大東総合センター
市民福祉課

６月中 各自治会内
「環境に関するお願い」（啓発
文書）の自治会内回覧

雲南市大東総合セン
ター市民福祉課

0854-43-8162

http://izumo-econavi.com/#
http://izumo-econavi.com/#
https://www.city.yasugi.shimane.jp/#
https://www.city.yasugi.shimane.jp/#
https://www.city.yasugi.shimane.jp/#
https://www.city.yasugi.shimane.jp/#
https://www.city.yasugi.shimane.jp/#
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24 環境の日周知 雲南市 ６月中 各世帯
広報・文字放送によりごみ減量
について周知

雲南市市民環境部環
境政策室

0854-40-1033

25
町内美化活動

美郷町内自治会 ６月１日～６月30日
美郷町内各地（自治
会内の美化活動）

　地域住民自らが、自身の生活
する地域のごみ拾いや清掃活動
を行い、環境に対する意識を向
上させる。
　ただし、今年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため町
内一斉での呼びかけは行わず、
各地域の判断で自発的に行うも
のに限定する。町からは環境月
間に併せ、ごみを捨てない意識
の向上を図るべく広報誌やIP告
知放送によって啓発する。

美郷町住民課 0855-75-1213


