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北
海
道

地球温暖化を防ごう！　フロンシンポジ
ウム2015in北海道

１２月１１日（金）
１３：３０～１５：４０

京王プラザホテル札幌　３
階「扇の間」

地球温暖化防止の一環として、フロン類の対策について
幅広くご紹介するシンポジウムを開催します。

北海道
地球温暖化対策室
011-204-5190

北
海
道

地球温暖化防止月間パネル展
１２月１４日（月）
～１２月１６日（水）

北海道庁本庁舎１階
地球温暖化防止月間にあわせて、地球温暖化の現状や
今日からできる温暖化防止行動についてのパネル展示を
実施します。

北海道
地球温暖化対策室
011-204-5189

北
海
道

地球温暖化防止月間パネル展（そらち
エコラウンジ事業）

１２月１日(火)
～１２月４日(金)

空知総合振興局１Fロビー
地球温暖化防止をテーマとしたパネルを展示し、来庁者
への普及・啓発を図ります。

北海道空知総合振興局
保健環境部環境生活課地域
環境係
0126-20-0041

北
海
道

地球温暖化防止パネル展 １２月中旬
室蘭広域センタービル
ロビー（室蘭市海岸町１丁
目）

地域住民の環境に対する意識を深めてもらうため、地球
温暖化の現状やウォームビズの取り組みのパネル展を開
催します。

北海道胆振総合振興局
保健環境部環境生活課地域
環境係
0143-24-9575

北
海
道

よりみちの駅クリスマス １２月１２日（土） 留萌振興局道民ホール

留萌振興局の横断的な事業として実施される、クリスマス
イベントの中で、環境問題に関心を持ってもらうきっかけ
作りとしてフリーマーケット、みつろうキャンドル作りを実施
します。

北海道留萌振興局
保健環境部環境生活課地域
環境係
0164-42-8432

北
海
道

温暖化防止月間パネル展
１２月７日（月）
～１２月１１日（金）

留萌振興局道民ホール
温暖化について関心を持ってもらうきっかけ作りとして温
暖化に関するパネル展示を実施します。

北海道留萌振興局
保健環境部環境生活課地域
環境係
0164-42-8432

苫
小
牧
市

「地球温暖化」関連書籍の展示コーナー
を設置（予定）

１２月１日（火）
～１２月２８日（月）

苫小牧市立中央図書館
地球温暖化や、その防止活動に関心を持ってもらうため、
地球温暖化の関連書籍を展示し、貸し出します。

苫小牧市
苫小牧市環境保全課
0144-57-8806

函
館
市

エコライフのすすめ普及キャンペーン

１２月１日（火）
～１２月３１日（木）
※コミュニティビジョンの放
映は２８日（月）まで

函館市役所本庁舎および
各支所等

１２月の地球温暖化防止月間に合わせ、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「はこだてエ
コライフのすすめⅡ」を設置し、市民に配布します。

函館市
環境部環境総務課
0138-51-0758

旭
川
市

クリスマスマーケット＆クリスマスキャン
ドルナイト2015

１２月１９日（土）
１３：００～１９：００

旭川市宮前通東
旭川市市民活動交流セン
ター　ＣｏＣｏＤｅ

「キャンドルナイト」とは、電気を消して、キャンドルを囲
み、スローな時間を過ごし、環境について考えるきっかけ
を提供する取組です。

NPO法人旭川NPOサポートセン
ター

旭川市市民活動交流セン
ター
ＣｏＣｏＤｅ
０１６６－７４－４１５１

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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釧
路
市

地球温暖化防止パネル展

①１２月２日（水）
　～１２月８日（火）
（午前8：50～午後5：20。土
日閉庁。）
※最終日は午後1時まで。
②１２月９日（水）
　～１２月１５日（火）
（午前9時～午後9時まで。
月曜日休館。）
※最終日は午後1時30分ま
で。
③１２月１６日（水）
　～１２月２２日（火）
（午前9時～午後9時まで。
月曜日休館。）
※最終日は午後2時まで。

①釧路市役所　防災庁舎１
階多目的スペース
②コア鳥取　１階エントラン
スホール
③コア大空　１階エントラン
スホール

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
るために、地球温暖化防止パネル展を開催します。

釧路市、釧路総合振興局

釧路市市民環境部　環境保
全課
環境管理担当
0154-31-4535
北海道釧路総合振興局保健
環境部環境生活課
0154－43－9152

青
森
県

うちエコいいね！節電チャレンジ2015冬 １１月～１月 県内全域

家庭における二酸化炭素排出量削減の取組を促進する
ため、「うちエコいいね！節電チャレンジ２０１５冬」を実施
します。
http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/setsuden-
challenge_27W.html

青森県
環境生活部環境政策課
017-734 -9243

青
森
県

「もったいない・あおもり県民運動」推進
大会
（もったいない・あおもり賞・あおもりうち
エコいいね！フォト＆ムービーコンテス
ト）

１２月１８日（金）
13時30分～15時30分

アピオあおもり
２階　イベントホール

地球温暖化対策等と３Ｒの推進により低炭素・循環型社会を目
指す「もったいない・あおもり県民運動」の機運醸成のため推進
大会を開催し、その中で、省エネやごみの減量など環境に配慮
し、優れた取組を行った団体等に対する「もったいない・あおもり
賞」やエコアクションを写真または動画で提案する「フォト＆ムー
ビーコンテスト」のグランプリ作品の表彰等を実施します。
http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/2015-
suisintaikai.html

青森県
環境生活部環境政策課
017-734 -9243

青
森
県

地球温暖化防止月間等の周知 １２月１１日（金） 県内全域
ラジオ放送により、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の周知を図ります。

青森県
環境生活部環境政策課
017-734 -9243

盛
岡
市

地球温暖化防止環境パネル展
１２月１日(火)
　～１２月８日(火)

盛岡市役所本庁舎

省エネ，再生可能エネルギー等に関するパネル，パンフ
レットを展示，配布することにより，市民及び市職員の環
境保全に対する関心を高め，地球温暖化の防止に資する
ことを目的として開催する。

盛岡市（環境部環境企画課）
環境部環境企画課
019-626-3754

北
上
市

環境未来塾
○第１回　12月２日(水）
○第２回　12月３日(木)
○第３回　12月９日(水)

○第１回　北上市生涯学習
センター第１学習室
○第２回　岩崎地区交流セ
ンター研修室
○第３回　口内地区交流セ
ンター和室

◆北上市の環境・エネルギーの取り組み
　市が東日本大震災後に取り組んでいる、環境・エネル
ギーの取り組みを紹介します。
◆暮らしに役立つエネルギー教室
大人も楽しい科学実験を交えながら、暮らしの中で知って
おきたいエネルギーの基礎・基本を学びます。

北上市
北上市生活環境部環境課
0197-72-8283

平
泉
町

節電及びウォームビズの実施 １１月～３月 庁舎内
室内温度を20℃、暖房運転は15：30まで、厚着し保温対
策を心がける

平泉町
平泉町
0191-46-2111
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宮
城
県

エコチャレンジフェスタin仙台市体育館 １２月下旬 仙台市体育館

平成２５年度に策定した「宮城県地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）」の推進のため，県内プロスポーツ球団
（仙台８９ＥＲＳ）との連携による環境関連イベントを開催
し，不特定多数の県民に対して地球温暖化の現状認識や
温暖化対策の意識醸成を促進させるもの。

宮城県，「ダメだっちゃ温暖化」宮
城県民会議，㈱仙台スポーツリン
ク

環境政策課
022-211-2661

秋
田
県

ウォームビズの取組 １１月～３月 県内全域
暖房時の室温２０℃でも快適に過ごせるよう、県自ら
ウォームビズを心がけるとともに、市町村や各種団体へも
同様の取組を呼びかけます。

秋田県
温暖化対策課
018-860-1573

秋
田
県

省エネの呼びかけ １２月～３月 県内全域
国の対策を踏まえ、県民・事業者へ節電等の省エネの呼
びかけを行います。

秋田県
温暖化対策課
018-860-1573

秋
田
県

省エネチャレンジキャンペーン １２月～２月 県内全域
家庭における省エネに対する意識の向上や具体的な行動
を促進するため、楽しみながら節電等に取り組めるキャン
ペーンを実施します。

秋田県
温暖化対策課
018-860-1573

秋
田
県

地球温暖化対策に関するセミナー １２月中 未定
地球温暖化対策を広く県民に周知するため、講演等によ
るセミナーを開催します。

秋田県
温暖化対策課
018-860-1573

山
形
県

冬の省エネ県民運動 １２月～３月 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
生活や経済活動に無理のない範囲での、知恵と工夫を活
かした自主的な省エネ・節電の取組みを広く呼びかけま
す。

山形県地球温暖化防止県民運動
推進協議会

山形県環境企画課
023-630-2336

福
島
県

冬期の省エネルギー
（ウォームビズ）

１１月１日～３月３１日 福島県庁及び出先機関
省エネに向け、暖房運転時の執務室の温度を１９℃に設
定するとともにウォームビズを推進する。

福島県
環境共生課
024-521-7248

茨
城
県

平成27年度茨城県地球温暖化防止活
動推進員　活動紹介パネル展

１２月１１日（金）
　～１２月２５日（金）

茨城県庁2階　県政広報
コーナー

茨城県地球温暖化防止活動推進員の活動を多くの方に
知っていただくことを目的に，県内各地域における環境保
全活動を紹介するパネル展を開催する。

茨城県
生活環境部環境政策課
029-301-2939

栃
木
県

地球温暖化防止月間キャンペーン １２月中 -
テレビCM放送により、地球温暖化防止月間の周知と温暖
化防止行動の呼びかけを実施

栃木県
地球温暖化対策課
028-623-3297

群
馬
県

ぐんまちゃんのじょうずな節電・省エネア
クション(冬バージョン）

１１月～３月 県内全域
消費電力が増える冬の節電・省エネ方法（アクション）を冊
子にとりまとめ、出前講座等で配布・解説することで、家庭
部門の節電・省エネを進めます。

群馬県
群馬県環境エネルギー課
027－226－2817
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群
馬
県

県有施設の省エネ・節電対策 １０月～５月 県庁舎等

暖房の温度設定を１９℃を目安に管理するなど、県が率
先して省エネ・節電に取り組みます。
執務室では、暖かく動きやすい適切な服装を基本としま
す。(ウオームビズ）

群馬県
群馬県環境エネルギー課
027－226－2817

埼
玉
県

冬のライフスタイルキャンペーン
１２月１日（火）
　～３月３１日（木）

県内全域
環境に配慮したライフスタイルの実践を広く県民に呼びか
けるキャンペーンを実施する。

埼玉県
温暖化対策課
048-830-3033

埼
玉
県

エコライフＤＡＹ埼玉２０１５（冬）
１２月１日（火）
　～３月３１日（木）

県内全域
簡単なチェックシートを使って環境に配慮した１日を送るエ
コライフＤＡＹを実施し、環境に優しいライフスタイルへの
転換を図る。

埼玉県
温暖化対策課
048-830-3033

埼
玉
県

講習会「プロから学ぶ安全エコ運転術」 １２月１日（火） さいたま市文化センター

地球温暖化や大気汚染の防止に有効なエコドライブを推
進するため、燃費向上や安全運転に役立つエコドライブ講
習会を開催します。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/eco-
drive/20151201bosyu.html

埼玉県
九都県市首脳会議環境問題対策
委員会大気保全専門部会

埼玉県環境部大気環境課
０４８－８３０－３０６５

千
葉
県

九都県市冬の省エネ・節電キャンペーン
１２月１日（火）
　～３月３１日（木）

県内全域

暖房・給湯の使用等によりエネルギー消費量及び二酸化
炭素排出量が増加する冬の省エネ・節電を推進するた
め、九都県市一斉ウォームビズの実施、ステッカーの作
成・配付などを通じ、住民・事業者への省エネ・節電への
協力を呼び掛けます。

九都県市（埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市、相模原市）

循環型社会推進課温暖化対
策推進班
043-223-4139

新
潟
県

新潟県エコドライブ運動 １１月～１２月 県内全域
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1211821
281479.html

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

新
潟
県

ウォームビズの取組 １１月～３月 県内全域
事務室の暖房温度を２０℃以下に設定するなど、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
行っています。

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

新
潟
県

新潟県カーボン・オフセット制度に係る
感謝状授与

１２月中旬 新潟県庁

平成２７年度から、毎年度新潟県の地球温暖化施策であ
る新潟県カーボン・オフセット制度の普及拡大に積極的に
協力した個人又は団体に対し、知事による感謝状の授与
を行っています。

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

新
潟
県

新潟県家庭の省エネキャンペーン（冬
期）

１１月～１２月 県内全域
http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1257105
914470.html

新潟県
県民生活･環境部
環境企画課
025-280-5150

石
川
県

いしかわエコデザイン賞表彰式と受賞製
品展示会の開催

１２月中旬～下旬
石川県庁
（１９階展望ロビーなど）

石川県では、平成２３年度から、持続可能な社会の実現
に向け、使用や利用の段階において環境保全に役立つ石
川発の優れた「製品（モノづくり）」「サービス（コトおこし）」
をいしかわエコデザイン賞として表彰している。

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/index.html

石川県
石川県環境部
温暖化・里山対策室
076-225-1462
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http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1257105914470.html
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石
川
県

地球温暖化防止活動表彰と地球温暖化
防止活動展の開催

１２月中旬～下旬
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。

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/index.html

石川県
石川県環境部
温暖化・里山対策室
076-225-1462

長
野
県

冬の信州省エネ大作戦・2015
１２月１日（火）
　～３月３１日（木）

県内全域

今冬の国の節電要請及び中部電力管内の電力需給状況
を踏まえ、県民生活や経済活動に影響を及ぼさない無理
のない範囲で、節電・省エネルギーの県民運動を展開しま
す。
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/sets
uden/shoene/index.html

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

信州あったかシェアスポット・イベント
１０月２６日（月）
　～３月３１日（木）

県内全域

家庭の暖房器具を止めて、商業施設や観光スポット等に
外出したり、行事（イベント）等に参加することで、暖かさを
みんなで分け合い、社会全体としての節電・省エネを図る
取組として、「信州あったかシェアスポット・イベント」を広く
募集・登録し、県内外に発信します。
http://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/sets
uden/hotshare/index.html

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

地球温暖化防止月間に係るパネル展示
１２月１４日（月）
　～１２月１８日（金）

長野県庁１階ロビー
県庁１階ロビーにおいて、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。

長野県
環境エネルギー課
026-235-7209

長
野
県

アイドリングストップ運動
１２月１日（火）
　～１２月３１日（木）

県内全域

アイドリング・ストップを広く県民運動として展開し、（１）自
動車利用者への啓発（呼びかけ）、（２）広報、（３）市町村
等に対し啓発への協力要請を行います。
http://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/shizen/tai
ki/idlingstop.html

長野県

水大気環境課
026-235-7177
環境エネルギー課
026-235-7209

岐
阜
県

地球温暖化防止月間イベント
「お天気キャスターと考える！未来の地
球のためにできること」

１２月６日(日) モレラ岐阜

前半のステージショーでは身近な天気や環境、地球温暖
化についての話題を、クイズなどを交えて楽しく行います。
後半は、お天気や環境に関する体験型の実験を、参加者
の皆さんに楽しんでもらいます。

岐阜県
環境管理課
058-272-1111（2694）

静
岡
県

地球温暖化防止月間立看板掲示
１２月１日(火)
　～１２月２８日(月)

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
を設置し、来庁者及び職員に対し普及啓発を図ります。

静岡県
環境政策課
054-221-3781

静
岡
県

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暖房中の室温19℃の徹底や
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、県民や事業者等に対し、節電手
法の紹介や省エネ診断等を行います。

静岡県
環境政策課
054-221-3781

伊
東
市

広報紙での啓発
１２月１日(火)
　～１２月３１日(木)

－
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
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沼
津
市

市民向けTVモニターへの地球温暖化防
止月間啓発コメント表示

１２月中 沼津市役所1階市民課
市庁舎を訪れる市民向けの啓発用テレビモニターに地球
温暖化防止月間についての表示を行っています。

沼津市
環境政策課
055-934-4741

三
島
市

ライトダウン！キャンドルナイトみしま
１２月５日（土）
※雨天時は12月6日（日）に
延期

白滝公園（三島市一番町1）

ライトダウンにより省エネルギー・節電に取り組み、日ごろ
の生活や地球温暖化について考える啓発イベントです。
約１,５００個の廃油キャンドルの点灯と、幻想的なキャンド
ルライトの中でアコースティックライブ、またイベント時間帯
には協力家庭・店舗によるライトダウンが行われます。

三島市ストップ温暖化推進協議
会、
三島市

環境政策課
０５５－９８３－２６４７

富
士
宮
市

地球温暖化防止月間キャンペーン １２月２日(水)他
レジ袋削減に向けた取組に
関する協定締結店舗

　「ごみ削減」「省資源」「温室効果ガスの削減」のため、協
定締結店舗などにおいて、地球温暖化防止に向けた啓発
用チラシなどを来店者に配布します。

ふじのみや地球温暖化対策地域
協議会

環境企画課
0544-22-1131

富
士
宮
市

リサイクル運動推進に関する協定締結
式

１２月１１日（金） 富士宮市役所

ふじのみや地球温暖化対策地域協議会、㈱エコネコル、
富士宮市の３者で「リサイクル運動の推進に関する協定」
を締結し、ペットボトルキャップ等のリサイクルを進めてい
きます。回収した資源をリサイクルすることで得た収益金
は、環境教育などに役立てていきます。

富士宮市、ふじのみや地球温暖化
対策地域協議会

環境企画課
0544-22-1131

御
殿
場
市

カーナイデー強化月間
１２月１日(火)
　～１２月２８日(月)

職員を対象に実施

自転車・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できる人を対象に、月１
日以上マイカー勤務の自粛を実施。自動車燃料の使用量
削減に努めます。

御殿場市
環境課
0550-83-1603

御
殿
場
市

広報誌及びＨＰに記事を掲載 １２月中 各戸配布 http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/life/ep.html 御殿場市環境課
環境課
0550-83-1603

小
山
町

広報誌での啓発 １２月中 -
広報おやま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。

小山町
小山町総務課
0550-76-6130

焼
津
市

広報やいづ１２月号に、「食卓から地球
温暖化防止を考えてみましょう」と題した
記事を掲載

１２月中 各戸配付

日本の食料自給率がいかに低いか、また、フード・マイ
レージがいかに大きいかを啓発し、地産地消によりそれら
が改善されるということを呼び掛けます。毎日の食卓か
ら、地球温暖化防止を考える機会とします。

焼津市
環境生活課
054-626-2153

袋
井
市

地球温暖化防止月間啓発展示
１２月１１日(金)
　～１２月２１日(月)

市役所１階市民ロビー
12月の地球温暖化防止月間に合わせて、市役所1階市民
ロビーにおいて、冬の節電・省エネや太陽光発電など新エ
ネルギーに関する啓発展示を行います。

袋井市
環境政策課
0538-44-3135

藤
枝
市

“もったいない”推進月間 １２月中 市内

藤枝市では『“もったいない”都市宣言』を平成２１年１２月
２０日に行ったことから、１２月を「もったいない運動」の強
化月間としてます。「藤枝市もったいない運動」は、地球温
暖化防止も含めた運動であり、毎年、実践行動を含めた
啓発活動を実施しています。

藤枝市
藤枝市もったいない運動推進委員
会

環境政策課
054-643-3183

6／20

http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/life/ep.html


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

１２月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧

藤
枝
市

市内統一ノーカーデー １２月１８日（金） 市内

通勤、通学、買い物など外出時のマイカー利用を自粛し、
徒歩や自転車、公共交通機関の利用促進をはかるため、
ポスター等により市民に呼びかけるとともに市内企業の協
力によるノーカーデーを実施します。当日は、市自主運行
バスを終日無料とします。

藤枝市
藤枝市もったいない運動推進委員
会

環境政策課
054-643-3183

藤
枝
市

節電チャレンジ“ふじえだ冬の陣” １２月～２月 市内

市民を対象に節電行動の定着を目的に実施している冬季
の取組で、平成２２年度比マイナス１５％を目標に家庭で
取組んでもらい月毎に達成できたか確認します。市へ目
標達成の報告をした世帯にはエコな景品を用意していま
す。

藤枝市
藤枝市もったいない運動推進委員
会

環境政策課
054-643-3183

藤
枝
市

“もったいない”市民のつどい １２月１３日（日） 市生涯学習センター

地球温暖化や環境美化などをテーマに行ったポスターコ
ンクール、グリーンカーテンコンテストの表彰などを行いま
す。ドキュメンタリー映画「もったいない！」の上映会も同
時開催します。

藤枝市
藤枝市もったいない運動推進委員
会

環境政策課
054-643-3183

磐
田
市

ノーカーデー
毎月第3金曜日
（12月18日）

職員を対象に実施
　地球温暖化防止の一環として、環境への負荷の低減、
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
にノーカーデーを実施しています。

磐田市環境水道部環境課
環境課
０５３８－３７－４８７４

愛
知
県

あいち地球温暖化防止戦略・あいち自
動車環境戦略推進大会

１２月１８日（金） 中電ホール

「あいち地球温暖化防止戦略2020」及び「あいち自動車環
境戦略2020」について、表彰や講演を行うことで県民・事
業者の皆様に広く周知し、その推進を図ります。
http://www.pref.aichi.jp/0000088069.html

愛知県

環境部大気環境課地球温暖
化対策室
温暖化対策グループ
052-954-6242
自動車環境グループ
052-954-6217

愛
知
県

地球温暖化防止月間・大気汚染防止推
進月間における啓発パネル等の掲示

１２月 県庁
地球温暖化防止・大気汚染防止に関する各種パネル等を
掲示し、啓発を行います。

愛知県
環境部大気環境課
規制グループ
052-954-6215

豊
川
市

交通安全研修（エコドライブ研修） １２月１７日（木） 豊川市役所
職員に対する交通安全研修の中で、エコドライブについて
の講話を実施します。

豊川市
環境課
0533-89-2141

新
城
市

第２回しんしろエコフェスタ １２月６日（日） 新城文化会館展示室、他

平成26年度から、エコに関するさまざまなテーマについて
考える機会とするため開催しています。詳細は下記ＵＲＬ
をご参照ください。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,40286,180,htm
l

新城市
暮らしと環境を考える会「りさいくる
２１」

環境課
0536-23-7677

知
立
市

ウォームビズの実施
１２月１日(火)
　～３月３１日(木)

知立市役所庁内・市内公共
施設

市役所内及び公共施設におけるウォームビズの実施 知立市　環境課
環境課　環境保全係
0566-95-0154
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三
重
県

第４回みえ環境大賞表彰式 １２月６日（日） メッセウイング・みえ
個人、NPO、企業、学校等が行う環境保全等の活動や環
境経営の取組の中から、特に優れた事例を表彰します。

三重県
地球温暖化対策課
環境評価・活動班
059-224-2366

三
重
県

みえ環境フェア２０１５ １２月６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進めるため、
県民をはじめ、企業、NPO、学校、自治体が取り組む温暖
化防止活動や新しい技術を紹介・提案し、相互の交流の
場を提供するとともに、県民の自主的・主体的取り組みを
推進するために、「みえ環境フェア２０１５」を開催します。
三重県地球温暖化防止活動推進センターＨＰ
　http://www.mec.or.jp/ondan/

主催：三重県地球温暖化防止
　　　　活動推進センター
共催：三重県

三重県地球温暖化防止活動
推進センター
059-245-7517

（地球温暖化対策課
　地球温暖化対策班
　059-224-2368）

草
津
市

草津市地球冷やしたい推進フェア
１１月２８日(土）
　～１１月２９日(土）

イオンモール草津
（滋賀県草津市新浜町）

草津市では「地球温暖化防止月間」である１２月に向け
て、市民および事業者等の様々な方に、地球温暖化につ
いての理解をより深めていただき、具体的な行動に移して
いただくための広報・啓発活動を展開している。
上記事業の一環として、地球温暖化に対する理解の促
進、実践行動の呼びかけのため、多くの人が集まる商業
施設にてフェアを実施する。
URL:http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/gomirecycl
e/kankyo/ondanka/hiyashitaifair.html

草津市
草津市環境課
077-561-2341

大
津
市

環境情報合同交流会～おおつ環境フェ
スティバル～

１２月６日(日)
ピアザ淡海（滋賀県立県民
交流センター）３階

　日頃から地球温暖化対策等の環境保全活動に取り組ん
でいるNPO団体・企業・大学などが一堂に会し、「こんな環
境活動をしています」をテーマに、パネルや環境グッズの
展示、活動発表トークなどを行います。
　一般の方も参加自由となっており、各団体の活動を知っ
てもらうことで、地球温暖化への意識を高めていただきま
す。
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1121/o/14453206
10949.html

大津市
特定非営利活動法人おおつ
環境フォーラム

彦
根
市

緑のカーテンコンテスト展示
１１月１９日(木)
　～１２月４日(金)

彦根市役所1階ロビー

彦根市では例年、地球温暖化対策を推進する取組の一
環として、緑のカーテンコンテストを開催しております。今
年度、コンテストにご応募いただいた作品を展示し、市民
の皆様に緑のカーテンをはじめとした地球温暖化防止対
策について考えていただく場を設けています。

彦根市
彦根市役所生活環境課
0749-30-6116

京
都
府

「京都環境文化学術フォーラム」スペ
シャルセッション

１２月１２日(土)
京都大学「国際科学イノ
ベーション棟」５階ホール

第7回KYOTO地球環境の殿堂入り者に関連する講演及び
パネルディスカッション
テーマ：『あたらしい成長の形：定常化社会を考える』
○佐藤 正弘（内閣府計量分析室参事官補佐）
○中洞 正（なかほら牧場 牧場長・東京農業大学客員教
授）
○吉野 慶一（Dari K（ダリケー）株式会社　代表取締役）
コーディネーター：阿部 健一（総合地球環境学研究所教
授）

京都環境文化学術フォーラム
（構成団体：京都府、京都市、京都
大学、京都府立大学、人間文化研
究機構総合地球環境学研究所、
人間文化研究機構国際日本文化
研究センター）

地球温暖化対策課
075-414-4830

京
都
府

京都環境フェスティバル２０１５
１２月１２（土）
　～１２月１３日(日)

京都府総合見本市会館（京
都パルスプラザ）

府内の各地域で活動するNPOや学校、企業等が出展し、
環境について楽しみながら、学び考えることができる参
加・体験型イベントを開催

京都府、京と地球の共生府民会
議、京都府地球温暖化防止活動
推進センター

環境総務課
075-414-4704
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城
陽
市

簡単省エネリフォーム教室
１２月５日（土）
14:00～15:30

城陽市立
福祉センターホール

城陽市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づ
き、既存住宅における省エネルギー改修を促進するた
め、手軽に設置できる保温・断熱・省エネグッズの効果を
学ぶ教室を開催します。（参加者には、節水シャワーヘッ
ドを提供）

城陽市
環境課
0774-56-4061

長
岡
京
市

ウォームビズの取組 １１月～３月 長岡京市役所

事務室・会議室における適正暖房の実施（室内温度２０℃
以下）
ファンコイルの風量やエアコンの温度設定で調整するとと
もに、温度計で随時確認する。
窓口にポスターを掲示し、来庁者に啓発を図る。

長岡京市
環境政策監環境政策担当
075‐955‐9542

長
岡
京
市

アイドリングストップ運動 １２月 長岡京市役所
地球温暖化及び大気汚染防止意識の高揚を図るため、
啓発用のぼり旗を掲出し、アイドリング・ストップ運動を広く
市民に呼びかける。

長岡京市
環境政策監環境政策担当
075‐955‐9542

久
御
山
町

省エネ対策学習会 １２月１２日(土)
・京都府総合見本市会館
・京エコロジーセンター

家庭で取り組める身近な省エネ活動を学び、省エネ意識
を高めることによって、地球温暖化の原因である温室効果
ガス排出量を抑制することを目的に年３回開催していま
す。
今回は第３回学習会として、「京都環境フェスティバル
2015」と「京エコロジーセンター」を見学します。

久御山町
環境保全課
075-631-9917　内線152

宇
治
市

家庭の省エネ相談所 １２月１５日（火） 宇治市役所
市民と一対一で、家庭で簡単に実施できる省エネ方法に
ついてお話しする相談所を開催します。

宇治市
宇治市地球温暖化対策推進パート
ナーシップ会議

環境企画課
0774-22-3141（内線2256）

宮
津
市

環境ポスター・環境絵日記の展示及び
地球温暖化防止啓発パネル等の展示

１２月３日(木)
　～１２月２４日(木)

宮津市役所

市内小学生を対象に実施した阿蘇海等環境改善啓発ポ
スターコンクール及び環境絵日記コンクールの入選作品
を展示するとともに、地球温暖化啓発パネル等の展示を
同時に行い、環境保全の啓発に取り組みます。

宮津市
自立循環型経済社会推進室
環境政策係
0772-45-1609

与
謝
野
町

エコ・クリスマス体験会 １２月１３日(日) 与謝野町立中央公民館

町内の小学校4～６年生を対象に、環境や地球温暖化防
止に配慮したクリスマス会を開催する。
内容　①緑のカーテンで栽培したツルを利用したリースづ
くり②使用済みてんぷら油を利用したキャンドルづくり③地
産地消の食材を利用したケーキづくり

よさの百年の暮らし委員会
町立中央公民館

与謝野町　住民環境課
0770-44-2083

大
阪
府

中小事業者のための省エネ・省ＣＯ2セミナー １２月１日(火) 大阪商工会議所
http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/shouen
esemina.html

おおさかスマートエネルギーセン
ター、（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所、大阪商工会議所

エネルギー政策課
06-6210-9254

大
阪
府

水素ステーション現地見学会 １２月３日(木)
大阪府中央卸売市場7階大
会議室

燃料電池自動車の普及に向け、府民を対象に、水素ス
テーションの安全性等をテーマに水素ステーションの現地
見学会を開催します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&p
ageId=22314

大阪府
大阪ガス株式会社

環境農林水産部環境管理室
交通環境課
06-6210-9586

大
阪
府

エコドライブ実車講習会 １２月７日(月) 茨木ドライビングスクール

業務で車両を使用する事業所を対象に乗用車を用いたエ
コドライブ実車講習会を開催します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&p
ageId=22275

大阪自動車環境対策推進会議（事
務局：大阪府）
一般社団法人日本自動車連盟大
阪支部

環境農林水産部環境管理室
交通環境課
06-6210-9586
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八
尾
市

「海遊館がやってくる！大阪湾の生き物
と八尾の自然」（地球温暖化防止月間講
演会）

１２月２３日（水・祝）
八尾市生涯学習センター
「かがやき」 大会議室

環境省が平成１０年度から１２月を「地球温暖化防止月
間」と定めた趣旨に八尾市も賛同し、小学生を対象とした
地球温暖化防止のための行動を起こすきっかけとして講
演会を開催します。
今回の講演は、海遊館でイルカやアザラシの飼育員をさ
れている西本周平さん、絶滅危惧種に指定されているニッ
ポンバラタナゴの保全活動を八尾市内でされている加納
義彦さんのお二人を講師に迎え、地元の生き物を通して、
ごく身近な河川やため池が大阪湾につながり、自分たち
の生活が地球環境に大きく関連していることを伝えます。

八尾市
（公財）八尾市文化振興事業団

経済環境部環境保全課
072-924-9359

兵
庫
県

自然エネルギーフォーラム2015 １２月６日（日） 兵庫県民会館10階福の間

県民・事業者・行政等を対象に、「再生可能エネルギーと
地域創生」をテーマとして、「地域創生とエネルギー政策」
及び「地域再生に役立つ小水力発電」に関する講演会を
開催します。
http://www.geocities.jp/pvnet_hyogo/forum20151206.pdf

NPO法人太陽光発電所ﾈｯﾄﾜｰｸ兵
庫地域交流会、NPO法人PVﾈｯﾄ兵
庫ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

PVネットひょうご地域交流会
078-861-2530

兵
庫
県

地域でキラリ☆ものづくりから環境学習
講演会

１２月１２日（土） 兵庫県加古川総合庁舎
小学4～6年生とその保護者を対象に、実験などを交えた
地球温暖化防止に関する講演会を開催します。

兵庫県
兵庫県東播磨県民局環境課
079-421-9313

豊
岡
市

第2回乗って帰ろうデー×豊岡ライフスタ
イルデザイン

１２月９日（水）
豊岡市役所市民広場、稽
古堂、食堂

ライフスタイルの変革及びノーマイカーデーの推進を図る
ため、豊岡ならではの、冬のビアガーデンを市内事業者と
ともに開催します。
ペレットストーブ、薪ストーブを使った地元産品の入った料
理の販売、地ビール―の販売など。

豊岡市

豊岡市役所
都市整備課
0796-23-1712
エコバレー推進課
0796-23-4480

奈
良
県

ストップ温暖化県民運動パネル展
１２月３日(木)
　～１２月６日(日)

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わ
かり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う。

奈良県
環境政策課
0742-27-8732

岡
山
県

ウォームビズ県民運動
１１月１日（日）
　～３月３１日（木）

県内全域

地球温暖化防止の取組の１つとして、「ウォームビズ県民
運動」を実施し、県民、県内企業等に、ウォームビズの取
組を呼びかけます。
http://www.pref.okayama.jp/page/394303.html

・岡山県
岡山県新エネルギー・温暖化
対策室
086-226-7298

岡
山
県

環境学習センター「アスエコ」12月展示
～地球温暖化防止展～

１２月２日（水）
　～１２月２５日（金）

環境学習センター「アスエ
コ」
岡山市北区下石井２丁目２
－１０

地球温暖化の最新情報の紹介や、気候変動による影響
などについての展示を行います。

・（公財）岡山県環境保全事業団

（公財）岡山県環境保全事業
団 環境学習センター「アスエ
コ」
086-224-7272

岡
山
県

県立図書館連携展示
「温暖化防止」パネル及び関連図書の展
示

１２月３日（木）
　１２月～２０日（日）

岡山県立図書館
１階エントランス
岡山市北区丸の内2-6-30
　　　　　　　　　・

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
ます。

・岡山県
・岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

・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第二
課　086-224-1286
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岡
山
県

地球温暖化防止啓発パネル展
１２月１２日（土）
　～１２月２０日（日）

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア
岡山市北区伊島町３丁目１
−１

地球温暖化に関するパネル展を実施し、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す。

・岡山県
・岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

岡山県新エネルギー・温暖化
対策室
086-226-7298

岡
山
県

温暖化防止講座
　　＜地球温暖化防止教室＞
電気を消して、地球を想う☆
～廃油deクリスマスキャンドル作り～

１２月１９日（土）

岡山県生涯学習センター
情報・創作棟２Ｆ大研修室
岡山市北区伊島町３丁目１
−１

県内の親子、一般を対象に楽しいワークショップを通じて
地球温暖化やエネルギーに関する学習の機会を提供し、
温暖化問題を考えるきっかけを作ります。

・岡山県
岡山県新エネルギー・温暖化
対策室
086-226-7298

岡
山
県

アースキーパーのつどい２０１5
「STOP温暖化！みんなでいっしょに行
動しよう」

１２月２３日（水・祝）

岡山コンベンションセンター
２階  レセプションホール、
アトリウム
岡山市北区駅元町１４－１

温暖化防止月間に併せて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、年に１度
開催しています。

・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

岡山県新エネルギー・温暖化
対策室
086-226-7298

岡
山
市

地球温暖化防止月間パネル展
１２月１４日（月）
　～１２月１５日（火）

岡山市役所１階
市民ホール
岡山市北区大供１－１－１

地球温暖化に関するパネルを展示し、市民への啓発を行
います。

・岡山市
岡山市地球温暖化対策室
086-803-1282

倉
敷
市

STOP温暖化くらしき2015 １２月１３日（日）
倉敷市環境交流スクエア
倉敷市水島東千鳥町１－５
０

地球温暖化防止月間の１２月に市内のＮＰＯ法人・企業と
協働して市民向けの普及啓発を行っています。
今年度は「エコの種を育てる」というテーマでのワーク
ショップを開催し、環境保全活動や地球温暖化防止活動
について参加者に意見交換してもらう予定です。

・STOP温暖化くらしき実行委員会
・倉敷市

倉敷市環境学習センター
086-440-5607

倉
敷
市

伊東家の省エネ体験inイオンモール倉
敷

１２月１６日（水）
イオンモール倉敷
倉敷市水江1

毎月第三水曜日を目途に，季節に応じた電化製品の省エ
ネな使い方などのＰＲを実施しています。
http://blog.canpan.info/kurasocoff/archive/130
（倉敷・総社温暖化対策協議会ブログ）

・倉敷・総社温暖化対策協議会
・STOP温暖化くらしき実行委員会

倉敷市環境学習センター
086-440-5607

津
山
市

環境絵馬展
１２月１４日（月）
　１２月～１８日（金）

津山市役所本庁
1F市民ロビー

市内小学４年生が作成した環境絵馬（表面：自分が毎日
少しずつ出来る「地球にやさしい生活」を記載　裏面：夏休
みの生活チェックシート）を、展示します。

・津山市
津山市環境福祉部低炭素都
市推進室
0868-32-2051

津
山
市

カーボンオフセット新聞 １２月中 津山朝日新聞社
環境に配慮した、カーボンオフセット新聞を発行予定。
１日分の新聞発行で印刷・織り込み工程にかかる電力使
用で排出されるCO２を埋め合わせる取組。

・津山市
津山市環境福祉部低炭素都
市推進室
0868-32-2051

津
山
市

カーボンオフセット広報 １１月１０日(火)発行 広報つやま11・12月合併号

印刷工程に係る電力使用などで排出されるCO2を埋め合
わせする。（地球温暖化防止月間にあわせて、12月号を
オフセット予定としていたが、H28年1月号から発行日を変
更するため、11月と12月を合併号としたので11月10日発
行となったもの。）

・津山市
津山市環境福祉部低炭素都
市推進室
0868-32-2051

津
山
市

うちエコ診断
１２月１４日(月)
　～１２月１８日(金)
の内、１日～２日間（予定）

津山市役所本庁
1F市民ロビー

パソコンに各家庭の光熱費やガソリン使用量を入力する
ことによって家庭の省エネの度合い、CO2排出量が表示さ
れ、これを元に家庭の省エネの助言を行います。

・津山市

NPO法人エコネットワーク津
山
津山市山北805
0868-22-7656
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福
山
市

庁舎内ウォームビズ １２月中旬～３月下旬 福山市役所庁舎
省エネルギー対策を実践するために，庁舎内における暖
房を１９度に設定し，執務を行っています。

福山市
環境総務課
084-928-1071

福
山
市

家庭の省エネ診断 １２月～３月 各家庭
家庭においてエネルギーの削減対策を実践するために，
各家庭のエネルギー利用状況等を診断し，各家庭の実情
に合った効果的な省エネアドバイスを行っています。

福山市
環境総務課
084-928-1071

福
山
市

事業者向け省エネルギー講座 １２月１６日（水）
福山市ものづくり交流館
セミナールームＢ

事業活動と両立した温暖化対策を促進するため，企業に
おける省エネのあり方や省エネ事例を紹介する講座を開
催します。

福山市
環境総務課
084-928-1071

福
山
市

ばら苗配布 １２月 福山市
「１００万本のばらのまち」をめざし，ばらづくりの輪を広げ
るため熱意ある市民，団体等にイベント等を通じて無料で
ばら苗を配布しています。

福山市
協働のまちづくり課
084-928-1051

府
中
町

広報誌による啓発 １２月 全戸配布
広報ふちゅう（１２月１日号）
発行部数：２２，３００部
http://www.town.fuchu.hiroshima.jp/

府中町
環境課環境政策係
082-286-3247

山
口
県

冬のエコスタイル・エコドライブキャンペーン１２月～２月 県内全域

冬期の省エネ・節電対策として、ウォームビズやふんわり
アクセル「eスタート」などに取り組みます。
特に12月は地球温暖化防止月間であるため、「ノーマイ
カー強化月間」として取り組みを強化します。

環境やまぐち推進会議、市町地球
温暖化対策地域協議会、山口県、
市町

山口県環境政策課
地球温暖化対策班
083-933-2690

山
口
県

ライトダウンキャンペーン
１２月
（重点日２２日（冬至））

県内全域
CO２削減県民運動の一環として、不要な屋内・屋外証明
を可能な範囲で消灯する呼びかけを実施します。

山口県
山口県環境政策課
地球温暖化対策班
083-933-2690

宇
部
市

ライトダウンキャンペーン １２月 宇部市

県が実施するライトダウンキャンペーンの趣旨に賛同し、
市所有の公共施設における不要な屋内・屋外照明を可能
な範囲で消灯し、各家庭においても実践するよう呼びかけ
を行います。

宇部市

環境政策課
地球温暖化対策・再生可能
エネルギー推進係
0836-34-8244

宇
部
市

ノーマイカーデー １２月 宇部市
毎週水曜日をノーマイカーデーに設定し、県が行うバス半
額券の配布を利用することで、公共交通機関利用を促進
します。

宇部市

環境政策課
地球温暖化対策・再生可能
エネルギー推進係
0836-34-8244

宇
部
市

まちなか暖暖地 １２月～２月 宇部市

公共施設や公募した民間施設をまちなかで暖を取る場所
として市民の皆さんに利用していただくことで、冬期におけ
る快適な生活を支援するとともに、各家庭での節電や省エ
ネにもつなげ、また、人々が集うことで交流の機会を創出
するとともに、経済の活性化を図ります。

宇部市

環境政策課
地球温暖化対策・再生可能
エネルギー推進係
0836-34-8244
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宇
部
市

「定期券・回数券購入キャンペーン」 １１月～１月
宇部市
山口市

JR宇部線の利用者の維持・確保及び新規利用者の開拓
を図るため、定期券または回数券の購入者に景品が当た
るキャンペーンを行います。

JR宇部線利用促進協議会
山口市公共交通委員会

JR宇部線利用促進協議会
（事務局：宇部市政策企画課）
電話0836-34-8831
山口市公共交通委員会
（事務局：山口市交通政策課）
電話083-934-2729

岩
国
市

地球温暖化に関する学習講演会
演題「地球温暖化と私達の未来」

１２月２日（水）
１３：３０～１５：００

岩国市民会館　小ホール
地球温暖化に関する理解を深めていただくために、国立
環境研究所の江守 正多氏をお招きして「地球温暖化と私
達の未来」と題して学習講演会を開催します。

岩国市・岩国市地球温暖化対策地
域協議会

環境保全課地球温暖化対策
室
0827-29-5100

光
市

市域全体での省エネルギー運動
１２月
重点行動日（１２月２０日
(日)）

-

①省エネルギー活動の呼びかけ
１２月の第３日曜日をエコマルチャレンジデーと定め、市域
全体で省エネルギー活動に取り組むよう市広報等で啓発
②ノーマイカーの推進（市営バスの無料化）
１２月１６日（水）から２０日（日）の５日間、市営バスの運賃
を無料とする。
※市営バスで農業振興拠点施設「里の厨」に立ち寄りした
方に商品券を贈呈
③省エネルギー活動キャンペーン
市内の各家庭において、１ヶ月間の電気使用量の削減率
を競い、成績上位家庭に地場スーパー※の商品券を贈呈
※地域活性化包括連携協定を締結したスーパー（丸久）

光市地球温暖化対策地域協議会
光市

光市環境政策課
0833-72-1400

周
南
市

周南市内一斉ノーマイカーデー 毎月第3金曜日 周南市内
ノーマイカーデーの実施
（詳細は「周南市内一斉ノーマイカーデー」ホームページ）

周南市
周南市環境政策課
0834-22-8324

徳
島
県

「徳島冬のエコスタイル」の実施 １１月～３月 県内全域
「”ストップ温暖化”への第一歩，今できることからアクショ
ン！」をコンセプトに、各種イベントを通じ、低炭素社会づく
りに向けた取組を呼びかけます。

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

環境首都課
088-621-2210

徳
島
県

地球温暖化防止・啓発パネル展
１２月１日（火）
　～１２月１５日（火）

徳島県庁
「地球温暖化防止月間」に合わせ，地球温暖化の現状や
家庭でできる温暖化防止の取組みなどについてのパネル
展示をする。

徳島県
環境首都課（分室）
088-664-6015

徳
島
県

ポロロといっしょに”ecoクリスマス！” １２月２３日（水） とくしま動物園
「とくしま地球温暖化防止大使」を努めるホッキョクグマの”
ポロロ”とともに，ECOなライフスタイルのきっかけづくりと
するための啓発イベントを実施する。

徳島県
徳島県地球温暖化防止活動推進
センター

環境首都課
088-621-2210

徳
島
県

「カーボン・オフセット商品」PRキャン
ペーン

１２月
徳島空港ビル
「あるでよ徳島」

CO2吸収に役立つ徳島の森林保全に貢献する，徳島産
「カーボン・オフセット商品」の普及促進を目的としたキャン
ペーンを実施する。

徳島県
環境首都課
088-621-2210
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香
川
県

平成27年度第2回省エネルギー講座 １２月７日（月）
高松商工会議所会館
２階大ホール

事業活動における省エネ行動等の取組みを促進するた
め、省エネの手法や効果を解説する「省エネルギー講座」
を開催します。

香川県
高松商工会議所

環境森林部環境政策課
087-832-3215

香
川
県

パネル展示
１２月１９日（土）
　～１２月２４日（木）

瓦町ＦＬＡＧ　８階
市民交流プラザ　ＩＫＯＤＥ
瓦町

高松市が開催する「ストップ！地球温暖化」展において、
環境問題やウォームビズ等に関するパネル展示を行いま
す。

くらしの省エネ新エネ普及促進協
議会
香川県

環境森林部環境政策課
087-832-3215

香
川
県

平成27年度かがわ緑のカーテンコンテ
スト表彰式

１２月２２日（火）
香川県庁本館21階
特別会議室

県民が取り組みやすい地球温暖化対策として、夏の日差
しを和らげ、室温の上昇を抑える「緑のカーテン」の設置を
促進するため、平成25年度から「緑のカーテンコンテスト」
を開催しており、入賞者へ知事より表彰を行います。

香川県
環境森林部環境政策課
087-832-3215

高
松
市

ストップ！地球温暖化展
１２月１９日（土）
　～１２月２４日（木）

瓦町ＦＬＡＧ　８階
市民交流プラザ　ＩＫＯＤＥ
瓦町

地球温暖化の現状や二酸化炭素などの温室効果ガス排
出量の状況を周知するとともに、身近にできる温暖化防止
対策などの紹介を行い、市民の地球温暖化防止に対する
意識の向上を図っています。

高松市
環境局 環境保全推進課
０８７－８３９－２３９３

高
松
市

第６回たかまつ緑のカーテン・コンテスト
表彰式

１２月２２日（火）
１４時～（1時間程度）

瓦町ＦＬＡＧ　８階
市民交流プラザ　ＩＫＯＤＥ
瓦町

身近な地球温暖化対策のひとつである「緑のカーテン」の
普及・促進を目的として毎年開催されている「たかまつ緑
のカーテン・コンテスト」において、優秀な取組みを行った
方を「ストップ！地球温暖化展」の中で表彰します。

高松市
環境局 環境保全推進課
０８７－８３９－２３９３

丸
亀
市

冬至ライトダウン 冬至の日
猪熊源一郎美術館
丸亀城
市役所庁舎

地球温暖化防止月間中の冬至の日を中心に丸亀市内の
ライトアップ施設の消灯を行い、地球温暖化防止に対する
意識啓発を図るとともに省エネルギーの推進にも貢献す
ることを目的として実施する。

丸亀市
生活環境部環境安全課
0877-24-8836

坂
出
市

懸垂幕の掲示
１２月１日（火）
　～１２月２８日（月）

坂出市役所庁舎 地球温暖化防止活動を啓発する懸垂幕を掲示する。 坂出市
環境交通課
0877-44-5009

小
豆
島
町

広報記事掲載 １２月初旬 小豆島町全域
町内全戸に配布される、広報「しょうどしま」１２月号に、
「地球温暖化防止月間」にあわせて「地球温暖化問題」に
関する記事を掲載し、啓発に努めます。

小豆島町
企画振興部環境衛生課
0879-82-7008

愛
媛
県

みんなで出かけまシェアキャンペーン
（ウォームシェア）

１２月～２月 愛媛県内協力施設

電力需要期である冬季に、家族揃って快適に過ごせる場
所への外出を促す「ウォームシェア」キャンペーンを実施。
http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-
hp/theme/ondanka/dekakema-share/ikima-share.html

愛媛県
環境政策課
089-912-2349

愛
媛
県

ウォームビズえひめキャンペーン １１月～３月 愛媛県内市町、企業団体

冬季の適正暖房（20℃）と暖かい服装（重ね着）での勤務
を促すウォームビズの導入を県内企業・団体等に広く呼び
かけ。
http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-
hp/theme/ondanka/warmbiz/top.html#warmbiz

愛媛県
環境政策課
089-912-2349
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高
知
県

ウォームビズ四国キャンペーン １１月～３月 四国4県

地球温暖化対策の一つとして、室温２０℃の適正暖房とエ
コスタイル、自主的な省エネルギーの取組みを奨励する
ウォームビズの呼びかけを行う「ウォームビズ四国」キャン
ペーンを展開しています。

四国地球温暖化対策推進連絡協
議会

林業振興・環境部新エネル
ギー推進課
088-821-4841

福
岡
県

企業向け省エネ・節電講座
１２月１日（火）、１１日
（金）、１４日（月）

福岡県中小企業振興セン
ター

事業所における省エネルギーの手法や事例を解説する
「企業向け省エネ・節電講座」を実施します。

福岡県省エネルギー推進会議
福岡県

福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356

福
岡
県

ふくおか省エネ・節電県民運動 通年 福岡県全域

電気やガス、水道使用量の削減など、省エネルギー・節
電に取り組んでいただく家庭（エコファミリー）を募集しま
す。エコファミリーに登録された世帯には、協賛店で割引
等が受けられるパスポートを配布するとともに、取組結果
を提出いただいた家庭には金券を進呈します。また、12月
～翌年2月の電気使用量の検針票を提出いただいた世帯
には、協賛企業賞等を進呈します。

福岡県
福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356

佐
賀
県

地球温暖化防止広報CM「ストップ！地
球温暖化劇場」

１１月～３月 佐賀県全域
県内全11局のケーブルTVで、「さがにわか」で地球温暖化
防止を啓発するCMを毎日放送

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

エコチャレンジ推進運動 １２月～１月 佐賀県全域
主に小学生を対象に、エコチャレンジシートにより省エネ
の取り組み実績を報告してもらう。報告者へは参加賞をプ
レゼント

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

冬のウォームエコライフ宣言事業所の募集１２月～３月 佐賀県全域

暖房時の室温20℃設定と、その暖房環境のなかで快適に
過ごすための省エネ対策を、事業所及び従業員のご家庭
で実践することを宣言していただく「冬のウォームエコライ
フ宣言事業所」を募集。実践を宣言していただいた事業所
には、登録証の交付とともに、ホームページで紹介

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
賀
県

エコドライブコンテスト １２月１３日(日) 佐賀県佐賀市
一般の方を対象に、実際に会場内コースを運転してもら
い、その際の「燃費」と専用の機器で計測する「エコドライ
ブ指数」にて採点し、上位５名を表彰。（定員３０名）

佐賀県
環境課
0952-25-7079

佐
世
保
市

地球温暖化防止啓発イラストコンクール
の展示

①１２月７日(月)～１４日
(月)
②１２月２１日(月)～１月１１
日(月・祝)

①アルカスＳＡＳＥＢＯ
②島瀬美術センター

市内の小学生から募集した、「地球温暖化防止」をテーマ
とした啓発ポスターを展示する。

佐世保市
環境部環境保全課
0956-26-1787

佐
世
保
市

地球温暖化防止月間啓発パネル展示
１２月１日(火)
　～１２月３１日(木)

佐世保市立図書館
地球温暖化防止月間にあわせ、地球温暖化防止のため
の取り組みについて啓発するパネルを展示する。

佐世保市
環境部環境保全課
0956-26-1787
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大
村
市

平成27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
ンテスト表彰

１２月初旬 大村市環境センター

大村市では、「地球温暖化対策に取り組むまちづくり」を基
本目標としており、地球温暖化防止啓発活動の一環とし
て、毎年度、コンクールとコンテストを実施し、入賞作品の
あった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため表
彰を行っています。

大村市
環境保全課
0957-53-4111（内142）

諫
早
市

廃食用油から作製した鏡餅風石けんの
展示及び無料配布

展示：１２月２２日(火)
　　　　　～１月１２日(火)
配布：１月１２日（火)
　　　　　～１月１５日(金)

諫早市役所

平成９年度から「真崎西諫早石けん研究グループ」が行っ
ている行事であり、水質汚濁原因の一つである廃食用油
のリサイクルを市民の方に知っていただくことにより、環境
問題に関する啓発活動となっている。

真崎西諫早石けん研究グループ 代表　種村綾子

壱
岐
市

環境教育 １２月中旬
渡良小学校
勝本小学校

毎年、島内の２校に対して年３回の環境教育を行っていま
す。１２月は、９月に作った堆肥を活用してプランターに花
をいっぱいにする植栽活動を行います。

壱岐市地球温暖化防止対策協議
会

事務局
壱岐市環境衛生課
0920-45-1111

熊
本
県

くまもと冬のライトダウン＋（プラス） １２月～２月 県内全域
県民一人ひとりに、日頃いかに照明を使用しているかを実
感し、日常生活の中で温暖化対策・省エネを実践するきっ
かけとしてもらうことを目的に実施する。

熊本県
環境立県推進課
096-333-2264

八
代
市

「地球温暖化防止月間」啓発パネル展
「緑のカーテンコンテスト」入賞作品展

１２月１日(火)
　～１２月４日（金)

八代市役所1階ロビー
地球温暖化防止月間にちなんで、地球温暖化に関するパ
ネルの展示とあわせて、平成27年度に実施した緑のカー
テンコンテストの入賞作品を展示する。

八代市
八代市環境課
0965-33-4114（直通）

熊
本
市

グリーンパワーフェスティバル
１２月１２日(土)
　～１２月１３日(日)

イオンモール熊本
１Fイーストスクエア

http://www.greenpowerproject.jp/
経済産業省
資源エネルギー庁

熊本市環境局環境政策課
温暖化対策室
096-328-2355

大
分
県

おおいた地球温暖化防止推進大会2015 １２月１７日（木） 大分市コンパルホール

毎年開催しており、地球温暖化防止活動を推進する取組
の一環として講演会、家庭の省エネ大賞・おおいた低炭素
杯表彰式及び低炭素活動事例の発表を行います。
　講師：鳥取県北栄町長　松本　昭夫

大分県、大分県地球温暖化防止
活動推進センター

地球環境対策課
097-506-3034

大
分
県

120万人冬のキャンドルナイトキャンペー
ン

１２月１日（火）
　～１月３１日（日）

県内全域
家庭や事業所などに、ライトオフやライトダウンなどの省エ
ネルギー・節電を呼びかけるとともに、キャンドルナイト関
連イベントについて、ホームページ等で周知する。

大分県
地球環境対策課
097-506-3024

宮
崎
県

「エコギャラリー」の設置
１１月３０日(月)
　～１２月６日(日)

宮崎県庁本館１階

地球温暖化防止月間に合わせ、庁舎に「エコギャラリー」
を設置し、地球温暖化防止についての理解を深めるととも
に、一人ひとりの自主的な行動に結びつけることを目的
に、パネルや環境関連の啓発グッズの展示を行います。

宮崎県
環境森林課
0985-26-7084

宮
崎
県

県立図書館パネル展
１２月８日(火)
　～１２月２０日(日)

宮崎県立図書館

地球温暖化防止月間に合わせ、県立図書館ロビーにおい
てパネル展を実施します。地球温暖防止についての理解
を深めることを目的に、県立図書館と連携、パネルや環境
関連の啓発グッズの展示のほか、環境に関する書籍等の
照会等を行います。

宮崎県
環境森林課
0985-26-7084
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宮
崎
県

平成27年度宮崎県温室効果ガス排出抑
制事業者表彰

１２月２２日(火) 宮崎県庁

地球温暖化防止活動をより一層推進することを目的とし
て、宮崎県内の事業活動における温室効果ガス排出抑制
に関し、他の模範となる特に優れた取組を行った事業者
に対し、知事表彰を行います。

宮崎県
環境森林課
0985-26-7084

鹿
児
島
県

地球温暖化防止月間パネル展
１２月１日(火）
　～１月４日(月)

鹿児島県庁行政庁舎18階
展望ロビー

12月の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18階展望ロビーにおいて地球温暖化防止に向
けた各種取組についてパネルで紹介することにより，県民
の環境保全活動に対する気運の醸成を図る。

鹿児島県
地球温暖化対策課
099-286-2586

鹿
児
島
市

地球温暖化防止月間企画展
１２月８日(火)
　～１２月２６日(土)

かごしま環境未来館
かごしま環境未来館において、12月の地球温暖化防止月
間にあわせて、地球温暖化について考え、行動を起こす
きっかけとなるよう企画展を開催する。

鹿児島市
公益財団法人
かごしま環境未来財団
099-806-6666

九
州

九州エコライフポイント事業 １２月～２月 九州全域

家庭や地域における地球温暖化防止対策を推進するた
め、九州各県及び経済団体、企業等が協同で実施する事
業で、節電の取組や環境保全活動への参加、省エネ製品
等の購入をされた方に、九州の店舗等での買い物に利用
できるポイント券を交付します。
http://q-ecolife.com/

九州炭素マイレージ制度推進協議
会
事務局：大分県

大分県生活環境部
地球環境対策課
097-506-3034
福岡県環境部環境保全課
地球温暖化対策係
092-643-3356
ポイント運営管理事務局（公
益財団法人　九州経済調査
協会）
092-721-4905

沖
縄
県

地球温暖化防止月間パネル展
１１月３０日(月）
　～１２月１１日(金）

沖縄県庁1階ロビー
地球温暖化防止月間における普及啓発の一環として、県
庁ロビーにて地球温暖化防止に向けた各種取り組みを紹
介するパネルを展示する。

沖縄県
環境政策課
098-866-2183

札
幌
市

さっぽろこども環境コンテスト2015 １２月５日（土）
札幌エルプラザ公共4施設
ホール

子どもたちの活動や取組を発表することで、周囲の子ども及び
大人へも活動の輪を広げることを目的として、小中学生による環
境活動発表会「さっぽろこども環境コンテスト」を実施していま
す。
（http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kankyo_kyoiku/contest/20
15/index.html）

札幌市環境局、札幌市教育委員会
環境局環境都市推進部環境計
画課
011-211-2877

仙
台
市

地球温暖化対策パネル展
１１月３０日(月)
　～１２月８日(火)

仙台市役所本庁舎1階
ギャラリーホール

改定作業中の仙台市地球温暖化対策推進計画（中間案）
概要および地球温暖化対策などに関するパネル展示を行
います。
http://www.city.sendai.jp/kankyo/1220336_2476.html（予
定）

仙台市
環境局環境企画課
022-214-8232

さ
い
た
ま
市

冬のライフスタイルキャンペーン １２月～３月 市内

暖房等の使用でエネルギー使用量が増加する冬に、市職
員による節電及び省エネルギーの取組を継続して実施す
るとともに、市民・事業者への節電及び省エネルギーの取
組の実施を呼びかけます。

さいたま市
地球温暖化対策課
048‐829‐1324

千
葉
市

ちばし環境保全セミナー １２月１７日（木）
ホテルポートプラザちば
（千葉市中央区千葉港８－
５）

詳細未定
千葉市地球温暖化対策地域協議会ＨＰ
http://www.chof.jp/

千葉市地球温暖化対策地域協議
会・九都県市首脳会議

千葉市地球温暖化対策地域
協議会事務局（千葉市役所
環境保全課）
043-245-5199
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横
浜
市

巡回展「シロクマ大ピンチ！」
１１月２４日(火)
　～１２月２８日(月)

横浜市西区役所（11月24日～
12月４日）
野毛山動物園(12月５日～12
月17日)
横浜市中央図書館(12月18日
～12月28日)

地球温暖化の影響を受けているシロクマに焦点を当て、
シロクマの暮らし方や、置かれている環境の変化の紹介
を通じて、温暖化防止のために私たちが出来ることを呼び
かけます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kuyakusho/co-
do30/20151022145031.html

横浜市西区役所・野毛山動物園・
横浜市中央図書館

横浜市西区役所
区政推進課
045-320-8339

横
浜
市

いそごこどもエコフェスタ １２月５日(土） 磯子区役所

小学生を対象に地球温暖化対策について楽しく学ぶイベ
ントです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/kusei/pr-
isogo/text/1511/1511etc1.html

磯子区環境行動推進本部
磯子区区政推進課
045-750-2398

横
浜
市

環境啓発イベント「省エネっておもしろ
い！？
～市民から始める温暖化対策～」

１２月１２日（土） 港北図書館

・環境啓発と市民活動の振興を目的にしたイベント
・環境省地球環境局総務課課長補佐の吉野氏による「我
が国の地球温暖化対策について」の講演、他NPO法人に
よる講演を実施

横浜市地球温暖化対策推進協議
会
（共催：港北区役所）

港北区区政推進課企画調整
係
045-540-2230

横
浜
市

地球温暖化防止パネル展示
１２月１１日（金）
　～１２月１５日（火）
（土日除く）

横浜市役所市庁舎1階市民
広間

・地球温暖化防止に関するパネル展示。（ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩ
ＣＥ宣言など）
・こども「エコ活。」大作戦2015結果報告パネル展示（夏休
み児童が取り組んだ環境活動の報告）

横浜市環境創造局、温暖化対策
統括本部

横浜市環境創造局政策課
045-671-2484

川
崎
市

かわさきエコ暮らし未来館日帰りバスツアー１２月５日(土)
川崎市内各所（かわさきエ
コ暮らし未来館・夢見ヶ崎
動物公園等）

川崎市ではエネルギーに関する国内外への情報発信の
取組を推進しており、その一環として、環境にやさしい再
生可能エネルギーを学べるかわさきエコ暮らし未来館や
夢見ヶ崎動物公園を見学するバスツアーを開催します。
http://eco-miraikan.jp/

かわさきエコ暮らし未来館
かわさきエコ暮らし未来館
044-223-8869

新
潟
市

冬の節電・省エネキャンペーン １２月～３月 市内全域 市民に対し，冬の節電・省エネの呼びかけを行います。 新潟市
環境政策課
025-226-1363

新
潟
市

エコドライブキャンペーン １２月中旬 市内全域
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
る活動を街頭で行います。

新潟市
環境政策課
025-226-1363

京
都
市

かえっこバザール
１２月６日（日）
13:00～15:00

京エコロジーセンター

家で使わなくなったおもちゃの交換会。
●対象：どなたでも
●持ち物：おもちゃ1人5つまで
●参加無料
●申込不要
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/event/2015/05/12-
5.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911
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京
都
市

ちきゅまるひろば
１２月６、１３、２０日（各日
曜）、２３日（水・祝）
16:00～16:20

京エコロジーセンター

エコについて楽しく体験しながら学ぶことができる、
スタッフによる特別プログラム。毎週日曜と祝日開催。
●対象：どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
●参加無料
●申込不要
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/hiroba/

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京
都
市

京都環境文化学術フォーラム
「スペシャルセッション」

１２月１２日（土）
14：00～17：00

京都大学

自然との共生や持続可能な社会を形成するための，新た
な価値観や経済・社会の仕組みを京都議定書誕生の地
から国内外に向けて発信することを目的として実施。平成
２７年２月１３日（土）に開催される「ＫＹＯＴＯ地球環境の殿
堂」表彰式及び京都環境文化学術フォーラム「国際シンポ
ジウム」のプレイベントとして開催。
●定員：調整中（参加無料）
●申込期限：調整中

京都環境文化学術フォーラム
（京都大学，京都府立大学，京都
府，京都市，大学共同利用機関法
人人間文化研究機構総合地球環
境学研究所，人間文化研究機構
国際日本文化研究センター）

調整中

京
都
市

素材を生かしてひと工夫！季節のお料
理教室

12月16日（水），20日（日）
10:00～14:00

京エコロジーセンター

旬の食材を無駄なく使用して季節の行事をテーマとした料
理を作り、食と環境のつながりを学ぶエコクッキング教室。
●対　象：16歳以上
●定　員：20名（応募多数の場合は抽選）
●参加費：1,000円
●持ち物：エプロン、三角巾、手拭タオル
●申込期間：平成27年11月23日(月・祝)～12月8日(火)
http://www.miyako-eco.jp/ecocen/event/2015/10/-12-
15-1000-1216-271216-10001400.php

京エコロジーセンター
京エコロジーセンター
075-641-0911

京
都
市

幸せのおすそわけ、チョボックスをつくろ
う！

１２月２３日（水・祝）
14:00～15:30

京エコロジーセンター

牛乳パックで貯金箱と募金箱を兼ね合わせた新しい箱
「チョボックス」を作り、環境問題、国際問題等様々な問題
の解決に向け、身近にできることについて考えるワーク
ショップ。
●対　象：小学生以上の子どもとその保護者
●定　員：10組（先着順）
●参加費：無料
●持ち物：1000ml牛乳パック1個
http://www.miyako-
eco.jp/ecocen/event/2015/11/1223.php

京エコロジーセンター
認定NPO法人テラ・ルネッサンス

京エコロジーセンター
075-641-0911

大
阪
市

大阪市立図書館・大阪市環境局
共催事業「図書館 de ＥＣＯ」
「もったいない！の心で街を快適に…」

１２月１９日(土)
14:00～15:30

浪速図書館　会議室

「スイッチを切る」だけが省エネではありません。「スイッチ
をつけなくてもよい」そんな省エネもあります。
天井や壁、窓や浴槽、ポットや鍋に至るまで、熱を保つ、
熱を逃がす工夫の数々。家の中から街へ地球へつながる
「環境」についてやさしくお話します。
※詳しくは、環境情報発信サイト「なにわエコスタイル」を
ご覧ください。（http://naniwa-ecostyle.net/）

大阪市立図書館・大阪市環境局
環境事業協会・あだーじょ共
同企業体
06-6915-5820

大
阪
市

環境ふれあいひろば　in　港
１２月２６日(土)
13:00～16:00

港区民センター（ホール）

環境関連団体や企業が、取り組んでいる環境活動、環境
教育、啓発講座や展示などを一堂に集めて紹介し、環境
について学ぶ楽しいイベントです。「省エネ・節電コンペ」
の表彰式も行います。
※なにわエコ会議ホームページ
（http://www.naniwaekokaigi.org/）

（主催）なにわエコ会議
（協力）大阪市環境局・港区役所

なにわエコ会議
06-6614-2219
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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

堺
市

「堺東・大小路」イルミネーション２０１５
合同点灯式

１２月１日(火) 市役所前市民交流広場

平成12年から市役所前市民交流広場、堺東駅前商店街
アーケードなどでイルミネーションの装飾を行っています。
今年のイルミネーション点灯式では、FCV「MIRAI」を展示
するだけでなく、FCV「MIRAI」から給電を行いLEDの一部
を点灯します。

堺市中心市街地活性化協議会

（イベント全体に関して）
堺すまいまちづくり公社
072－222-4050
（FCV展示に関して）
環境エネルギー課
072－228－7548

堺
市

冬の省エネ・節電パネル展
１２月２１日(月）
　～１月８日(金）

堺市役所高層館１階南側
市役所に来庁された市民・事業者が省エネ・節電のきっか
けとしていただくため、市役所ロビーにおいて節電・省エネ
に関連したパネルやポスターの掲示を行います。

堺市
堺市環境局環境都市推進部
環境エネルギー課
072-228-7548

堺
市

アロマキャンドルづくり～食用油をリサイ
クル～

１２月１８日（金）
13:30～15:30

堺市役所本館地下1階大会
議室西

家庭の使用済み天ぷら油をバイオディーゼル燃料として
実用化する活動について紹介します。
また、植物油を使ってアロマキャンドルづくりを行います。
※詳しくはこちら（http://www.sakai-ecodai.jp/）

NPO法人ASUの会
堺市環境局環境保全部環境
共生課
072-228-7440

神
戸
市

こうべ省エネチャレンジ2015冬 １２月～２月 神戸市内

ご家庭の省エネ、省CO2を促進することを目的として、12
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、前年よりも省エネできたご家庭に認定証や記念品
を進呈します。

神戸市
地球環境課
078-322-6427

神
戸
市

市内イベントにおけるカーボンオフセット
の実施

１１月末～１２月 神戸市内
市内ライトアップイベントにおけるCO2排出量を、市内の
太陽光発電によるCO2削減量（クレジット）で埋め合わせ
する「カーボンオフセット」を実施します。

神戸市
地球環境課
078-322-6427

岡
山
市

地球温暖化防止月間パネル展
１２月１４日(月)
　～１２月１５日(火)

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
びかける

岡山市
地球温暖化対策室
０８６－８０３－１２８２

北
九
州
市

北九州市環境首都検定 １２月１３日(日) 西日本総合展示場

北九州市独自の環境分野の検定を実施することにより、
市民の環境学習の機会を増やすとともに、環境意識の向
上や環境に関心を持つ市民の裾野を広げることを目的と
しています。

北九州市
北九州市環境局
環境学習課
093-582-2784

北
九
州
市

まちなか暖ラン♪ １２月～３月 市内一円

冬季の電力需要が高くなる17時から20時に、家庭でエア
コンやテレビをつけてすごすのではなく、まちなかの飲食
店などで過ごしてもらうことで、省エネ・節電を図るととも
に、まちなかのにぎわいづくりを進める取組です。
(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200069.html)

北九州市

北九州市環境局
環境未来都市推進部
温暖化対策課
093-582-2286
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