
令和元年度オゾン層保護対策推進月間における地方公共団体の取組（計画）

都道府県名 実施項目 実施内容
趣　旨

（目的、ねらい、対象者など）

北海道

・オゾン層保護対策推進
月間パネル展の実施
・ポスターの掲示、配布
・ホームページによる周知

・庁内１階ロビー広報コーナーにおいて、啓
発パネル等を展示
・ポスターを道本庁や出先機関において掲
示するとともに、道内市町村や関係団体へ
配布
・道ホームページでオゾン層保護対策推進
月間について周知

・道民及び事業者等へのオゾン層保
護、フロン排出抑制に関する普及啓
発

青森県

・ポスター及びパンフレット
の配布
・県ホームページ及びメル
マガによる広報

・オゾン層保護対策推進月間等に関するポ
スター及びパンフレットの配布
・県ホームページ及びメルマガでオゾン層
保護対策推進月間を紹介

・事業者や県民等に対する周知啓
発のため

岩手県

・ポスター、パンフレットの
配布
・ポスターの掲示
・広報活動

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを県内市町村、関係団体、
県関係各課・出先機関へ配布
・県庁舎及び出先機関において、オゾン層
保護対策推進月間のポスターの掲示
・県ホームページ、メールマガジン及びテレ
ビデータ放送お知らせ欄へ記載、掲載

・関係機関、団体、事業者、県民等
に対し広く普及啓発

宮城県 ・ポスターの掲示
・県関係機関におけるポスター掲示
・関係団体、各市町村への配布

・県民全体へのオゾン層保護に関す
る普及啓発

秋田県
・ポスターの掲示
・ホームページによる広報

・県（本庁・出先機関）、関係機関にポス
ターを配布
・環境関連イベントでのポスターの掲示
・県ホームページでフロン排出抑制法につ
いて広報

・県民及び事業者に対し、普及及び
啓発を図る

山形県

・ポスター・パンフレットの
配布
・県ホームページでの広
報

・県（本庁、出先機関、市町村、関係機関
等でのポスター掲示及びパンフレットの配
布
・環境省及び経済産業省の関連ホーム
ページを紹介、フロン排出抑制法を説明

・県民、関係団体等に対して、広く普
及啓発を図る

福島県
・ポスター掲示
・県ホームページでの広
報

・オゾン層保護推進月間のポスターの掲示
・県ホームページでのフロン排出抑制法の
説明

・県民への周知のため
・県民、事業者への普及啓発のため

茨城県
・県ホームページでの広
報

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、市町村に配布
・県ホームページにおいて、オゾン層保護
対策推進月間を紹介

・県民、事業者に対する周知啓発の
ため

栃木県

・ポスター掲示
・県ホームページでの広
報
・庁内エレベーターでの掲
示

・県庁舎・出先機関でポスターを掲示
・市町や関係機関へポスターを配布
・県ホームページでオゾン層保護月間につ
いて掲載
・県庁舎のエレベーター内の液晶ディスプ
レイへの表示

・事業者、県民に対する普及啓発
・来庁者に対する普及啓発

群馬県

・ポスターによる広報
・フロン充填技術講習会､
回収技術講習会の実施
（群馬県フロン回収事業
協会と共催）
・ホームページによる広報
・出前講座の実施

・市町村、県関係機関、フロン回収事業協
会、建設業協会等へのポスター配布
・フロン排出抑制法における充填基準に適
合する講習会や回収技術講習会の開催
・オゾン層保護対策推進月間について県
ホームページに掲載
・オゾン層保護問題に興味を持つ団体等か
らの要望に応じ、講演会等の講師として課
員を派遣

・県民及び事業者に対する周知、啓
発
・フロン類の充填業務・回収業務に
従事する者を養成
・県民及び事業者に対する周知、啓
発



都道府県名 実施項目 実施内容
趣　旨

（目的、ねらい、対象者など）

埼玉県
・ポスターの配布・掲示
・ホームページ等での広
報

・各市町村にポスターを配布
・県庁舎（本庁舎及び地方庁舎）でのポス
ターの掲示
・県ホームページによる周知

・事業者、県民に対する普及啓発

千葉県
・啓発用ポスターの掲示
・県ホームページでの広
報

・県内市町村、県出先機関及び関係団体
にポスターの掲示依頼、県庁舎でのポス
ター掲示
・環境省及び経済産業省の関連ホーム
ページへのリンク掲載

・県民、事業者並びに市町村及び県
の担当者に対して啓発を図る

東京都 ・ポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体・区市町村に配布、掲示を依頼

・オゾン層保護及びフロン排出抑制
について、都民、事業者等へ周知

神奈川県
・ポスターの掲示及びパン
フレット（URL）の案内 ・県
ホームページでの広報

・県機関、県内市町村、業界団体等でのポ
スターの掲示及びパンフレット（URL）を案
内 ・オゾン層保護対策推進月間について
県ホームページに掲載

・県民、県内市町村、業界団体等へ
の周知

新潟県
・ポスターの配布、掲示
・ホームページによる広報

・関係機関へのポスター配布、県庁舎にお
けるポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間について県ホーム
ページに記載

・県民、市町村、業界団体への周知

富山県
・ポスターの配布、掲示
・ホームページ等での情
報発信

・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体、市町村に配布
・ホームページ等の広報媒体を活用し、情
報発信を実施

・事業者、業界団体、県民等に対す
る、オゾン層保護及び地球温暖化対
策に関する普及啓発

石川県
・ラジオ放送
・普及啓発パンフレット及
びポスターの配布、掲示

・オゾン層保護対策推進月間及びフロン排
出抑制法の周知啓発
・パンフレット・ポスターを各市町、県関係
課、業界団体に配布し、周知啓発を実施

・県民に対する周知啓発
・県民及び業界団体に対する周知啓
発

福井県
ポスター・パンフレットの配
布、パネル展示

・県庁関係機関でパンフレットの設置、ポス
ター掲示
・県庁舎でのパネル展示

・第一種フロン類充填回収業者に広
報・通知
・県庁来場者に対する周知・啓発

山梨県

・ポスターおよびパンフ
レットの配布・掲示
・特設ホームページの公
開

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、市町村に配布
・期間限定で周知記事を公開

・県民に対する周知啓発のため

長野県
・ポスター及びパンフレット
の配布、掲示

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、県内市町村・県
関係機関に配付

・県民及び事業者に対する周知啓発
のため

岐阜県
・ポスターの掲示
・テレビ、ラジオ等での普
及啓発

・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体、市町村に配布
・テレビ、ラジオのお知らせ情報での普及
啓発
（内容：日用品購入の際は、「ノンフロン」製
品を選ぶことを心がけること）

・県民に対する周知啓発のため

静岡県

・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示、県Ｈ
Ｐでの広報
・静岡県フロン排出抑制
連絡会議の開催

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体等に配布、県ＨＰ
への掲載
・業務用冷凍空調機器を有する管理者や
フロン回収業者へ専門家を派遣し、機器の
点検方法及び機器廃棄時や修繕時の適切
なフロン処理方法の指導を実施

・県民及び事業者に対する周知啓発
・県内の管理者等に対する普及啓
発や、情報共有及びフロン漏えい防
止策の検討等



都道府県名 実施項目 実施内容
趣　旨

（目的、ねらい、対象者など）

愛知県

・ポスター、パンフレットの
配布及び掲示
・フロン排出抑制に関する
講習会の開催
・重点立入の実施

・県関係機関（県庁、出先機関）等でのポス
ター掲示及びパンフレットの配布
・愛知県フロン類排出抑制推進協議会と共
催し、県内の管理者及び充塡回収業者を
対象とした説明会を開催
・第一種特定製品の管理者に対する重点
立入を実施

・県民、事業者に対する周知、啓発

三重県
・ポスターの配布・掲示
・県ホームページでの広
告

・各市町及び県関係施設でのポスター掲示
・オゾン層保護対策推進月間について県
ホームページに掲載

・県内市町、県民に対する周知啓発
のため

滋賀県 ・ポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを県関
係機関および各市町に配布

・県民に対する周知啓発のため

京都府

・展示コーナーでの展示
・ホームページでの広報
・府庁舎でのポスターの掲
示、パンフレットの配布、
電光掲示板での掲示

・府庁ロビー展示コーナーにパネル、ポス
ター、パンフレットを展示
・ホームページに「９月はオゾン層保護月間
であること」を掲載
・府庁及び保健所にポスターを掲示
・市町村、事業者及び府民へパンフレットを
配布
・府庁等に設置の電光掲示板に「９月はオ
ゾン層保護月間である」ことを掲示

・来庁者への啓発
・府民への啓発
・来庁者、事業者、市町村への啓発

大阪府
・ポスターの配布・掲示
・ホームページによる広報

・オゾン層保護対策推進月間のポスター及
び各種パンフレットを市町村に配布
・オゾン層保護対策推進月間について府
ホームページに掲載

・府民等への周知啓発

兵庫県
・ポスター及びパンフレット
の配布、掲示

・県及び市町関連施設でのポスターの掲示
及びパフレットの配布

・県民、事業者に対する普及啓発

奈良県
・ポスター掲示およびホー
ムページによる啓発活動

・市町村環境担当課や県出先機関でのポ
スター掲示
・奈良県の環境情報サイト「エコなら」にて
オゾン層保護を紹介等

・関係機関、県民への周知・啓発の
ため

和歌山県 普及啓発事業
・ポスターの掲示
・県広報誌、ラジオでの広報

・県民、事業者、市町村に対する周
知啓発のため

鳥取県
・ポスターおよびパンフ
レットの掲示

・オゾン層保護推進月間のポスターを市町
村、県関係機関に配布

・県民への周知啓発のため

島根県 ・ポスターの配布、掲示
・関係団体及び市町村へオゾン層保護推
進月間のポスターを配布・掲示

・県民及び事業者に対する周知啓発
のため

岡山県
・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、市町村に配布
するとともに、ラジオ広報による周知
・フロン排出抑制法の内容について、県の
ホームページやパンフレット等による周知

・県民に対する周知啓発
・フロン排出抑制法に係る管理者等
への法順守の徹底を図る

広島県 ポスターの配布・掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体、市町に配布

・県民に対する周知啓発のため

山口県
オゾン層保護に関する普
及啓発

・ポスター及びパンフレットを各市町及び県
関係課、事業者へ配布

・県民、事業者に対する普及啓発



都道府県名 実施項目 実施内容
趣　旨

（目的、ねらい、対象者など）

徳島県

・ポスターの掲示及びパン
フレットの配布による普及
啓発活動
・県ホームページによる啓
発

・オゾン層保護対策推進月間に関するポス
ター掲示
・フロンガス排出の削減・オゾン層保護等、
大気環境の保護の推進に係るポスター及
び各種パンフレットを関係団体や市町村に
配布することによる普及啓発活動

・県民（県民、事業者、行政機関等）
への普及啓発

香川県 ・ポスターの配布、掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体、市町に配布

・県民及び事業者に対する周知啓発

愛媛県 ・普及啓発事業

・オゾン層保護対策推進月間に合わせ、各
市町や関係団体等の協力を得て、ポス
ター貼付やパンフレット配布など、周知啓
発

・県民への周知啓発

高知県 ・ポスターの配布
・オゾン層保護推進月間にあわせ、各市町
村、県関係課にポスターを配布・掲示

・県民等への周知のため

福岡県
・普及事業
・啓発事業

・ポスター掲示
・パンフレット配布（カラープリント）
・環境イベントに併せてパネル展示、パンフ
レット配布等の実施。福岡市（１０月）

・市町村、保健福祉環境事務所、業
界団体等への周知
・県民への周知

佐賀県
・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示

・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
団体、市町村に配布

・県民及び職員に対する周知啓発の
ため

長崎県 ・ポスターの掲示
・県地域環境課、各県立保健所及び各市
町にてポスターを掲示

・関係業者、県民に対する周知

熊本県
ポスター、パンフレットの
配布・掲示

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、市町村に配布

・県民に対する周知啓発のため

大分県 ・ポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
部署（保健所、建設リサイクル法届出窓
口）及び特定行政庁に配布し、掲示依頼

・県民に対する周知啓発

宮崎県 ・ポスターの配布、掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを関係
保健所、市町村に配布

・県民に対する周知啓発のため

鹿児島県
ポスター、パンフレットの
配布・掲示

・オゾン層保護推進月間のポスターを庁内
に掲示
・県関係機関、市町村、関係団体にポス
ター及びパンフレットを配布

・県民、事業者、行政機関に対する
オゾン層保護を周知啓発するため

沖縄県
・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを関係団体、市町村に配布
・パネル展（県庁ロビー）の実施

・県民、事業者への普及啓発



政令指定都市
名

実施項目 実施内容
趣　旨

（目的、ねらい、対象者など）

札幌市 ポスター掲出 ・庁舎内へ掲出
・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

仙台市 ・ポスターの掲示
・環境部局の窓口周辺にオゾン層保護推
進月間のポスターを掲示

・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

さいたま市 ・ポスターの掲示 ・市有施設にポスターを掲示 ・市民及び事業者への周知、啓発

千葉市 ・ポスターの掲示 ・窓口周辺に掲示 ・市民及び事業者への周知

横浜市
・ポスターの掲示、パンフ
レットの配布

・ポスターを窓口周辺に掲示、パンフレット
を窓口等で配布

・市民及び事業者への啓発

川崎市 ・ポスターの掲示
・市庁舎内にオゾン層保護に関するポス
ターを掲出

・市民及び事業者への啓発

相模原市 ・ポスターの掲示
・事務室前、関係団体事務所にポスターを
掲示

・市民及び事業者に対する周知啓発

新潟市 ・ポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを本庁
舎及び各区役所（８区）に掲示

・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

静岡市 ・ポスター掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを庁舎
内に掲示

・市民及び事業者に対する周知啓発

浜松市
・ポスター及びパンフレット
の配布、掲示

・庁舎内にポスター掲示、窓口にてパンフ
レットを配布

・市民、事業者に対する周知啓発の
ため

名古屋市 ・ポスターの掲示 ・ポスターを庁舎内に掲示 ・市民に対する周知啓発

京都市 ・ポスターの掲示 ・環境政策局等の窓口において掲示
・市民、事業者を対象にオゾン層保
護対策の周知を図る

大阪市
ポスター、パンフレットの
配布・掲示

・窓口、掲示板等にオゾン層保護推進月間
のポスターを掲示
・各種パンフレットを本市庁内の各所属に
配布

・市民及び事業者への普及啓発

堺市 ・ポスターの掲示 ・環境部局窓口におけるポスターの掲示
・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

神戸市 ・ポスターの掲示 ・環境局窓口におけるポスターの掲示 ・市民及び事業者への周知啓発

岡山市 ・ポスターの掲示 ・窓口、市のパネル展等でのポスター掲示 ・市民、事業者への啓発

広島市
・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示

・ポスター、パンフレットを窓口等に掲示・配
置

・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

福岡市 ・ポスターの掲示
・オゾン層保護推進月間のポスターを庁舎
に掲示

・市民及び事業者に対する周知啓発
のため

北九州市 ・ポスターの掲示
・市役所庁舎内において、ポスターの掲示
を実施

・市民に対する普及啓発

熊本市
・ポスターおよびパンフ
レットの配布、掲示

・オゾン層保護推進月間のポスター及び各
種パンフレットを環境部局の窓口において
配布、掲示

・市民や事業者に対する周知啓発
のため


