
平成２０年度 地球温暖化防止に係る国民運動におけるＮＰＯ・ＮＧＯ等の 

民間団体とメディアとの連携支援事業 

採択案件一覧表 

1 

案件名 京都府立北桑田高等学校森林リサーチ科による地元産材の活用促進 PR とウッド

マイレージ CO2 啓発事業 

概 要 地元産材を使ったログハウスや家具の製作・提供等、高校生が取り組む「ウッド

マイレージ CO2」の普及啓発活動を、新聞紙面、イベント等を通して京都府全域

に紹介することで、「ウッドマイレージ CO2」への理解と、さらには地元産木材

加工品の消費の拡大につなげる。 

団体名 京都府立北桑田高等学校 メディア名 株式会社京都新聞社 

連絡先 

（メディア） 

京都府京都市中京区小将井町 239 

075-241-2166 

 

2 

案件名 CO2CO2（コツコツ）削減コンテスト（小・中・高等学校） 

概 要 学校の電気水道使用料の削減を競う CO2CO2（コツコツ）削減コンテストや、そ

れにあわせたエネルギー環境学習の出前授業の様子を、毎週放送（全 10 回）の

ミニ番組や特別番組等で紹介することで、視聴者の関心を高め、県全体への運動

の広がりにつなげる。 

団体名 特定非営利活動法人環境の杜こう

ち 

メディア名 株式会社テレビ高知 

連絡先 

（メディア） 

高知県高知市北本町 3-4-27 

088-880-1145 

 

3 

案件名 こども地球温暖化防止事業＆福島のエコ KIDS を応援～チーム・ふくたんプロジ

ェクト～ 

概 要 県内各地で行われている温暖化防止の取組事例を広く公募し、優秀事例を選考す

る『STOP 温暖化「知恵の環」づくりキャンペーン』の様子を、訴求ターゲット

である子供たちやその親に対し、福島テレビのキャラクター「ふくたん」を活用

したテレビ CM、特別番組等で効果的に紹介することで、彼らが「一人ひとりが

できることから」行動をはじめることを促す。 

団体名 特定非営利活動法人超学際的研究

機構 

メディア名 福島テレビ株式会社 

連絡先 

（メディア） 

福島県福島市御山町 2-5 

024-536-8052 



4 

案件名 パーク＆ライドでのバス・自転車利用促進と、車利用時のエコドライブ普及で環

境にやさしい通勤を！ 

概 要 過度の車利用が深刻な問題となっている沖縄県において、毎日車で通勤するドラ

イバーをターゲットとして、「パーク＆ライド」と「エコドライブ」の普及啓発

活動を行い、その様子を随時取材、報道番組や特別番組、ホームページ等で情報

発信することにより、関心の向上と行動の喚起を図る。 

団体名 特定非営利活動法人しまづくりネ

ット 

メディア名 沖縄テレビ放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

東京都中央区銀座 3-9-4 草野ビル 

03-3543-8436 

 

5 

案件名 「みんなエコキッズ～GETS で始める脱温暖化社会」テレビ番組制作・放送 

概 要 地域ぐるみでエネルギーの削減を目指す市民版 CO2 排出量取引「GETS（Group 

Emission Trading System）」に関して、小学校を中心とした取組をテレビ番組、

CM、ホームページ等で紹介、同時に新たな参加校を募りながら、活動の環を広げ

ていくことを目指す。 

団体名 財団法人広島環境保健協会 メディア名 広島テレビ放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

広島県広島市中区中町 6-6 

082-249-1217 

 

6 

案件名 エコ・ポートラム周遊プロジェクト 

概 要 富山港線の LRT 化に関して、グリーン電力購入による「エコ・ポートラム」の仕

組みや、自家用車、バス等移動手段による二酸化炭素排出量の違い等を新聞紙面

で解説するとともに、周遊ツアー参加者の募集、参加者の感想の掲載等を行い、

公共交通の利便性を PR する。 

団体名 財団法人とやま環境財団 メディア名 株式会社北日本新聞社 

連絡先 

（メディア） 

富山県富山市安住町 2-14 

076-445-3321 

 



7 

案件名 温暖化対策は買い物から！環境負荷を目で見て選ぶ 

概 要 「カーボンフットプリント」を導入した商品の展示会を市内のデパート等で開

催、さらに新聞社のキャンペーンと連携し、カーボンフットプリントをテーマと

した記事掲載、イベント開催、パネル展示等を効果的に展開し、主婦層をターゲ

ットに環境に配慮した買い物を訴える。 

団体名 特定非営利活動法人環境ネットワ

ーク埼玉 

メディア名 株式会社埼玉新聞社 

連絡先 

（メディア） 

埼玉県さいたま市北区吉野町 2-282-3 

048-795-9932 

 

8 

案件名 「持続可能な地球の資源～太陽と森の恵みでエコ生活！」 

概 要 太陽と木材といった自然エネルギーに恵まれた地域の特色を活かした暮らしの

あり方を考える体験講座「太陽と森の恵みでエコ生活」（全 3回）を、テレビ番

組やラジオ番組、CM 等を通じて紹介することで、地域での自然エネルギーの利

用促進を図る。 

団体名 特定非営利活動法人 CO2 バンク推

進機構 

メディア名 信越放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

長野県長野市問御所町 1200 

026-237-0540 

 

9 

案件名 京都議定書達成に向けた暮らしへ導く市民版“京都議定書・虎の巻”運動 

概 要 一般家庭の温暖化防止アクションプランである市民版“京都議定書・虎の巻”を

広める運動に関して、ラジオ 2局（AM・FM)が、会場イベントとその生放送番組

を通して、リスナー及び通行客に参加を呼びかけると同時に、定期的にコーナー

番組を展開し、浸透をはかる。 

団体名 びっくり！エコ 100 選実行委員会 メディア名 株式会社京都放送 

連絡先 

（メディア） 

京都府京都市中京区烏丸通一條下ル龍前町 600-1 

075-431-2162 

 



10 

案件名 山の森から海の森へ ～水俣市袋地区での環境学習の実践と検証 

概 要 中学校 3年生を対象とした環境教育（講座とフィールドワーク）を実施、その様

子を取材し、テレビのミニ番組、特別番組等で紹介する。また、取材した映像を

活用し、環境学習教材に利用できるデジタルコンテンツ「山と森と海の森」を制

作、DVD を熊本県下の中学校（約 190 校）に配布する。 

団体名 特定非営利活動法人植物資源の力 メディア名 株式会社熊本放送 

連絡先 

（メディア） 

熊本県熊本市山崎町 30 

096-328-5633 

 

11 

案件名 ～地球温暖化防止 まずは自分の小さな一歩から～ 地球に Eco しょ！キッ

ズ・プロジェクト 

概 要 ミュージカル劇団「みかん一座」が、環境ミュージカル出前コンサート、幼稚園、

小学校等での歌と体操を使った環境教育など、「地球に Eco しょ！」をテーマと

した様々な活動を展開。その活動内容をテレビ CM や特集番組、ラジオ番組、ホ

ームページ等によるメディアミックスで情報発信する。 

団体名 ミュージカル劇団「みかん一座」 メディア名 南海放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

愛媛県松山市本町 1-1-1 

089-915-3815 

 

12 

案件名 ストップ温暖化プロジェクト「ECO テック＆ライフ 2008」「ジュニアエコキーパ

ーを探せ！～僕らだって未来に真剣です～」 

概 要 「ストップ温暖化のために今できること」をテーマとし、エコファッションショ

ー、ミニソーラーカー試乗会、環境学習発表会等多様な企画で構成される総合的

な環境イベント「ＥＣＯテック＆ライフ 2008」を開催。その開催告知や会場の

様子を、テレビ CM、情報番組等を通して情報発信する。 

団体名 財団法人栃木県環境技術協会 メディア名 株式会社とちぎテレビ 

連絡先 

（メディア） 

栃木県宇都宮市昭和 2-2-2 

028-623-0032 

 



13 

案件名 山梨県都留市・家中川小水力発電所 

概 要 市役所庁舎前を流れる家中川に設置され、市役所の電源等に活用されている小水

力発電所「げんき君 1号」を、小学生にも理解できるようわかりやすく紹介する

番組を制作・放映。さらに、その番組を収録した DVD を県内の小学校に配付し、

学校教材として利用する。 

団体名 山梨県都留市 メディア名 株式会社山梨放送 

連絡先 

（メディア） 

山梨県甲府市北口 2-6-10 

055-231-3222 

 

14 

案件名 北国の底力 ～雪から未来を考える～ 

概 要 これまで利用が困難であった個人レベルの雪冷熱エネルギー利用の方法や二酸

化炭素削減効果について、沼田町の「沼田式雪山センター」の取組の紹介を通し

て、シンポジウム、テレビ番組で紹介することにより、雪冷熱エネルギー活用の

さらなる普及を目指す。 

団体名 北海道沼田町 メディア名 北海道放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

北海道札幌市中央区北 1条西 5丁目 

011-232-5873 

 

15 

案件名 くらしのエコ！みんなで毎日チリツモ作戦! 

概 要 青森県地球温暖化防止活動推進員が地元量販店に出向き、「環境に配慮した取組」

について調査、「温暖化対策 PR ツール」を活用して一層の取組を喚起する活動を

展開。その活動を、テレビ、ラジオ番組等を多数放送することにより、さらなる

浸透を図る。 

団体名 特定非営利活動法人青森県環境パ

ートナーシップセンター 

メディア名 青森放送株式会社 

連絡先 

（メディア） 

東京都中央区銀座 5-6-2 

03-3572-5321 

 


