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秋
田
県

みんなで減らそうＣＯ２フォーラムｉｎ秋田12月6日 秋田県庁 正庁
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCo
de=content&ContentID=1226463205329&SiteID=0

秋田県、ストップ・ザ・温暖化あき
た県民会議

秋田県環境あきた創造課
018-860-1573

秋
田
県

あきたバイオエタノールフォーラム 12月4日
秋田拠点センター アル
ヴェ

http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCo
de=content&ContentID=1225177801181&SiteID=0

秋田県
秋田県菜の花バイオエネル
ギーチーム
018-860-1560

秋
田
県

企業経営のための省エネセミナー 12月5日 ルポールみずほ
http://www.bic-akita.or.jp/plaza/cgi-
bin/coll/eventitem.cgi?385

（財）省エネルギーセンター、
（財）あきた企業活性化センター

（財）あきた企業活性化セン
ター 経営支援グループ
018-860-5701

秋
田
県

資源リサイクル・新エネルギーフォーラ
ム

12月3日 秋北ホテル
http://www.bic-akita.or.jp/plaza/cgi-
bin/coll/eventitem.cgi?387

秋田県資源リサイクル・医療関連
地域産業活性化協議会

（財）あきた企業活性化セン
ター 経営支援グループ
018-860-5701

岩
手
県

秋・冬のＣＯ2ダエットアクションの取組み11月13日～2月28日 県内全域

　県民に対し、暖房用の灯油や電気の使用量が多くなる
冬季間に、少しの工夫でＣＯ2を減らしながら、家計にも・
地球環境にもやさしいエコな暮らしのための「コツ」を紹
介し、その実践を呼びかけ、家庭におけるＣＯ2削減の
取組みを推進する。
　行動目標：ＣＯ2　わが家で減らそう　1日２㎏!!

ttp://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=311&of=1&ik=3&pn
p=17&pnp=59&pnp=264&pnp=311&cd=15048

岩手県

資源エネルギー課
地球温暖化対策・エネル
ギー担当
019-629-5271

岩
手
県

冬のＣＯ2ダイエット運動（ウォームビ
ズ）

11月1日～3月31日 県内全域

　暖房運転期間中の事務室室温を20℃（県の機関は
19℃）を目途に、ウォームビズの取組みを推進する。

　特に、県の機関においては、震災復興と平泉世界遺
産登録の再チャレンジを応援する「がんばろう岩手応援
ジャケット」や、地球温暖化防止県民運動のマスコット
キャラクターをデザインした「エコハッちゃんフリース」を
着用しながら、ウォームビズの取組みを推進する。

岩手県

資源エネルギー課
地球温暖化対策・エネル
ギー担当
019-629-5271

山
形
県

地球温暖化パネル展示 12月1日～12月26日 県庁ロビー 地球温暖化に関するパネルを展示する。 山形県
環境企画課地球温暖化対
策室
023-630-2335

茨
城
県

冬の省エネキャンペーン 12月1日～3月31日 県内全域

暖房による電気使用量が多い冬季に，省エネ等に関す
る普及啓発を重点的に実施。ウォｰムビズの実施（暖房
の設定温度２０℃以下）や電球型蛍光ランプへの切替，
エコドライブの実施等の取り組みを推進。

茨城県，地球温暖化防止活動推
進センター，環境保全茨城県民
会議，大好き　いばらき　県民会
議

環境政策課地球温暖化対
策室
029-301-2939

地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間行事一覧
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茨
城
県

地球温暖化防止講演会 11月29日～2月15日 県内１０か所
温暖化の現状や課題，家庭でできる取り組みを紹介し，
実践行動の普及を推進。

茨城県 同上

栃
木
県

平成２０年度栃木県新エネルギーセミナ12月17日 13:30～16:30
栃木県総合文化センター・
サブホール

新エネルギーの導入推進を目的に、バイオマス発電、マ
イクロ水力発電、太陽熱利用などの導入事例について
講演を行います。

栃木県、関東経済産業局、（独）
新エネルギー・産業技術総合開
発機構(NEDO)

栃木県環境森林部次長兼
環境森林政策課
028-623-3187

群
馬
県

・平成20年度「桐生市・みどり市 環境
保全
　ポスター展」
・平成20年度「桐生市・みどり市 環境
保全
　ポスター展」表彰式

・ポスター展
　　12月5日～7日
・表彰式
　　12月7日

桐生市市民文化会館
地階 展示室

桐生市では、環境保全啓発事業の一環として、子どもた
ちの環境保全に対する意識を高めることを目的に「環境
保全ポスター展」を毎年実施しており、今年度はみどり
市との連携交流事業として、共同開催する。
両市の小中学生を対象に募集した「環境保全ポスター」
の入賞作品を展示し、そのうち、 優秀賞及び優秀賞受
賞者の表彰を行う。

桐生市
みどり市

市民生活部生活環境課
0277-46-1111（内線314）

埼
玉
県

地球温暖化防止地域セミナー 12月13日 大宮法科大学院大学講堂

埼玉県では、地域からの温暖化対策を進めるため、埼
玉県地球温暖化防止活動推進センターに委託して、地
球温暖化防止地域セミナーを開催しています。その今年
度第１回目として、映画「北極のナヌー」上映会を開始し
ます。ストップ温暖化冷やせ彩の国コンクールの授賞式
も同時開催します。

埼玉県、埼玉県地球温暖化防止
活動推進センター

埼玉県地球温暖化防止活
動推進センター　048-649-
8087

神
奈
川
県

地球温暖化と太陽光発電等に関する
パネル展示

12月１日～9日
県庁新庁舎１階ロビー　展
示コーナー

地球温暖化防止と、太陽光発電等に関するパネル展示 神奈川県
神奈川県 環境農政部 環境
計画課 地球温暖化対策班
045-210-4076

神
奈
川
県

平成20年度かながわ地球環境賞表彰 12月13日 横浜市開港記念会館
地球環境保全に向け、「新アジェンダ21かながわ」に定
める中期的な行動計画に沿った実践的な活動を行って
いる個人又は団体を表彰するもの。

神奈川県
かながわ地球環境保全推進会議

神奈川県 環境農政部 環境
計画課 アジェンダ推進班
045-210-4065

神
奈
川
県

平成20年度“もったいない”から始めよ
う！作文コンクール

12月13日 横浜市開港記念会館

次代を担う子どもたちに｢もったいない｣という日本独自
の精神を認識させ､日常生活の中で環境にやさしい行動
を実践することにつなげるとともに、家庭でも家族ととも
に「もったいない」について再認識する契機とするため、
「もったいない運動」と連携して実施する作文コンクール
について、優れた作品を表彰するもの。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kankyokeikaku/co
ncours/index.html

神奈川県
かながわ地球環境保全推進会議

神奈川県 環境農政部 環境
計画課 アジェンダ推進班
045-210-4065

神
奈
川
県

家庭の省エネ講座－地球とお財布に
優しいCO2ダイエット－

12月3日
神奈川区神之木地域ケア
プラザ

省エネ講座と風呂敷バッグ講習（風呂敷を持参のこと） 神奈川区神之木地域ケアプラザ
神奈川区神之木地域ケアプ
ラザ
045-435-2906
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神
奈
川
県

環境教育プログラム－神奈川の自然
から学ぶ

12月 6日～1月 24日　全６
回

神奈川県生涯学習情報セ
ンター 研修室（かながわ
県民センター5階）

神奈川県が県内の大学、専修・各種学校、ＮＰＯ法人な
どに委託して、環境、国際理解、高齢化社会などの現代
的な課題をテーマとして開設する講座。
神奈川県が長期間取り組んでいる大気汚染(CO2・光化
学スモッグ・黄沙)問題、さらには温暖化・酸性雨を視野
にいれ、神奈川県内の地層生成と断層の存在による地
震のメカニズムまでを検証・分析する広範囲な身近な自
然から学べる講座であり、子どもたち向けの環境教育を
一考する。
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/network/2008_pro.h
tm

学校法人国際学園　星槎大学
神奈川事務局
※ 神奈川県の委託事業として開
催

学校法人国際学園　星槎大
学　神奈川事務局
0463-70-3038

神
奈
川
県

「よくわかる太陽光発電」説明・相談会 12月13日
小田原市 川東タウンセン
ター「マロニエ」集会室203

神奈川県から委託を受けた太陽光発電所ネットワーク・
神奈川地域交流会のスタッフが、太陽光発電について、
無料で相談に応じる。
会場には、太陽電池モジュール（パネル）の実物を展
示。太陽光発電関係の説明パネルも展示する。また、相
談コーナーを設けて個別の相談にも応じる。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kankyokeikaku/en
ergy/advice/20081213.pdf

太陽光発電所ネットワーク神奈川
地域交流会
※ 神奈川県の委託事業として開
催

太陽光発電所ネットワーク
神奈川地域交流会
045-803-2182

新
潟
県

新潟県エコドライブ運動 1１月1日～12月31日 新潟県内

「エコドライブ推進月間」及び「地球温暖化防止月間」に
おいて、県民に対し地球温暖化対策の普及啓発を図る
ため、「地球にやさしいエコドライブ」の励行について呼
びかけを行っています。

新潟県
環境企画課地球環境対策
室
025-280-5１50

新
潟
県

環境教育シンポジウムの開催
　　ー新潟エコスタイルー

12月7日 新潟東急イン

「低炭素社会」の実現に向けて、地球温暖化の現状を理
解し、「環境にやさしいライフスタイルとは何か」をともに
考え、新潟のエコスタイルの環を広げるため、基調講演
とパネルディスカッションによるンシンポジウムを開催し
ます。

新潟県
環境企画課企画調整係
025-280-5149

新
潟
県

エコライフフェア2008
～省エネな暮らしはじめませんか～

12月6日、7日
上越市市民プラザ市民
ギャラリー、上越市環境情
報センター

地球温暖化防止のためのライフスタイル変換を実践す
るきっかけ作りとして、①環境講座の展示や参加者の活
動発表など、②環境講演会、③体験コーナーの実施、
④エコ製品の展示・販売による普及啓発などを行う。

NPO法人　エコネット上越
（上越市　共催）

NPO法人　エコネット上越
025-526-8466

福
井
県

地球温暖化防止月間パネル展
12月1日～4日
12月5日～7日

福井県庁県民ホール
ラブリーパートナー　エル
パ

地球温暖化防止月間において、家庭における省エネ活
動の促進を図るため、県庁ホールおよび県内の大型デ
パートにて、パネル展示を行います。

福井県
福井県安全環境部
環境政策課
0776-20-0302

福
井
県

新聞広告掲載 12月１日（月） 福井新聞
地球温暖化防止月間において、家庭やオフィスの省エ
ネ活動の促進を図る内容の新聞広告を掲載します。

福井県
福井県安全環境部
環境政策課
0776-20-0302

山
梨
県

運転免許センターにおけるアイドリング
ストップ、エコドライブ運動普及啓発

12月5日 山梨県総合交通センター　

免許取得、更新に来られる方への普及啓発用のパンフ
レットの配布と地球温暖化防止に関する相談窓口の設
置。また、アンケート、エコドライブ宣言の呼びかけを行
い、温暖化防止の取組みへの参画等を促進する。

山梨県
山梨県地球温暖化防止活動推進
センター

環境創造課
055-223-1502
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福
島
県

ふくしま環境・エネルギーフェア２００８ 12月20日・21日 ビッグパレットふくしま

地球温暖化防止活動を推進するための、県民運動の
リーディングプロジェクトとして、また、環境・エネルギー
産業の振興を図るため、関連企業の 新技術や温暖化
防止活動の 新情報を展示やシンポジウム、各種体験
コーナーの展開などにより広く紹介するイベントです。
http://www.pref.fukushima.jp/hozen/fair2008/fair2008_
1.htm

福島県
福島県生活環境部環境共
生課
０２４－５２１－７８１３

岐
阜
県

レジ袋有料化全国大会 12月1日 じゅうろくプラザ

地球温暖化防止とごみ減量化を目的としたレジ袋削減
の効果的な方法として、岐阜県では、事業者、地域住
民、行政(市町村、県)が連携をして、「レジ袋有料化」を
推進してきました。この度、レジ袋有料化を推進している
事業者、住民団体、行政等関係者が一堂に会して、「レ
ジ袋有料化全国大会」を開催します。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11264/tikyuu/kisya/zen
kokutaikai.pdf

岐阜県
環境生活部地球環境課
０５８－２７２－１１１１内線２
６９４

岐
阜
県

ぎふエコウィーク（地球温暖化防止企
画展）

12月1日～7日
岐阜シティ・タワー４３（１F
ホール）、アクティブG（２F
通路）

地球温暖化防止に関する取組みを紹介する「ぎふエコ
ウィーク」を開催します。
環境問題に長年取り組まれてきたグラフィックデザイ
ナーの青葉益輝氏による環境をテーマとしたポスター展
「ＡＯＢＡ ＳＨＯＷ！」や地球温暖化防止企業展、県内で
行われているNPOなどの地球温暖化防止に寄与する活
動も紹介します。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11264/tikyuu/kisya/eco
week.pdf

岐阜県
環境生活部地球環境課
０５８－２７２－１１１１内線２
６９４

岐
阜
県

地球温暖化防止月間３１の取組み １２月１日～３１日

地球温暖化防止月間中、生活の場面に密着した地球温
暖化防止に関する３１の取組みを日替わりで紹介しま
す。
紹介は、県のホームページ「岐阜県まるごと環境パビリ
オン」において行います。
http://www.gifu-ecopavilion.jp/ecopavilion/index.htm

岐阜県
環境生活部地球環境課
０５８－２７２－１１１１内線２
６９４

静
岡
県

２００８年ぬまづ消費生活展｢私から始
めます　あすの地球のために」

12月7日 キラメッセぬまづ

市民の皆さんと共に消費生活に関する問題について楽
しみながら考え、暮らしを見直すことを目的に消費者関
係団体等が中心になりイベントを開催する。（パネル展
示・相談コーナー等）

沼津市消費者協会・沼津市

事務局
沼津市企画部市民相談セン
ター電話０５５－９３４－４８４
１

静
岡
県

環境にやさしい親子クリスマス料理教
室

12月14日 東京電力沼津支店
料理を通じて、家庭でできる地球温暖化防止について
学ぶ。

沼津市・東京電力沼津支店
沼津市環境政策課
電話０５５－９３４－４７４０

静
岡
県

地球温暖化防止キャンペーン 12月20日 富士宮市内スーパー他
買い物をする市民にマイバッグの利用促進やレジ袋の
削減などを訴え、地球温暖化防止を啓発する。

ふじのみや地球温暖化対策地域
協議会

富士宮市環境森林課
０５４４－２２－１１３１

静
岡
県

第２回富士市環境フェア 12月6日
富士市産業交流展示場
（ふじさんめっせ）

エコカー試乗・省エネ相談・地産地消など体験型イベント
を中心に、地域そして全国から団体を集め、盛大に開催
します。
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000010500/hpg

富士市
富士市環境総務課
０５４５－５５－２９０２

静
岡
県

富士市環境ポスター展 12月9日～15日
富士市役所２階市民ホー
ル

小学生・中学生から応募された地球温暖化防止ポス
ター及びごみ減量ポスターの優秀作品の展示を行う。

富士市
富士市環境総務課
０５４５－５５－２９０２
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静
岡
県

地球温暖化防止月間パネル展 12月16日～24日 富士市立中央図書館
「地球温暖化問題と富士市」をテーマに、問題の概要と
富士市の取り組みをパネルにて紹介する。

富士市
富士市環境総務課
０５４５－５５－２９０２

静
岡
県

二酸化炭素削減！ライトダウン 12月23日 焼津市内
毎月23日をライトダウン実施日として、20時から22時ま
での2時間、各家庭でライトダウンを実施する。

焼津市自治会連合会
焼津市環境衛生課
０５４－６２６－１１３０

静
岡
県

家族でエコを学び・体験しよう！
資源循環・エネルギー学習会

12月6日
ＮＥＣアクセステクニカ㈱
(掛川市下俣800番地）

ふじのくにゆうゆnet内、ゆうゆう学びのクラブ：（科学・環
境）から検索可能。

掛川市環境保全課
ＮＥＣアクセステクニカ㈱

掛川市環境保全課環境企
画係
０５３７－２１－１１４５

静
岡
県

自然学習セミナー
「カエルや海岸林から見た掛川の自
然」

12月12日 掛川市役所
http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/sizen/size
nkankyo/shizenseminarh20.jsp

掛川市環境保全課
掛川市環境保全課環境企
画係
０５３７－２１－１１４５

静
岡
県

第2回カーナイデー強化月間 12月 御殿場市役所 御殿場市役所職員におけるマイカー通勤の自粛 御殿場市役所（総務課）
御殿場市環境課
0550-83-1603

静
岡
県

地球温暖化パネル展示 12月1日～12日
袋井市役所１階
市民ロビー

地球温暖化問題に関する写真等のパネル展示を行う。 袋井市
袋井市環境政策課
０５３８－４４－３１３５

静
岡
県

「家庭における省エネルギー普及啓発
講座」

12月3日 大仁市民会館会議室

家庭における省エネルギー活動の普及啓発のための省
エネ講座で、市民の一人ひとりができるところから行動
を起こしてもらえることを期待して行うもの。講師は、消
費生活アドバイザーの相原宏子氏。

伊豆の国市
伊豆の国市環境政策課
０５５－９４９－６８０４

静
岡
県

ウォーキング通勤奨励事業 12月15日 吉田町役場

　年齢とともに低下する体力を維持し、生活習慣病の予
防にも繋がることから徒歩通勤を奨励する。さらに、地
球温暖化の90%以上が温室効果ガスであることから、自
動車等から排出される二酸化炭素の排出抑制に繋が
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　毎年4月から10月までは
月2回、11月から3月までは月1回ｌ実施する。

吉田町役場
吉田町町民課環境保全部
門
０５４８－３３２１０２

愛
知
県

あいち地球温暖化防止戦略・あいち新
世紀自動車環境戦略推進大会

12月12日 中電ホール

「あいち地球温暖化防止戦略」及び「あいち新世紀自動
車環境戦略」について広く県民、事業者の皆様に周知す
るとともに、その推進を図るため推進大会を開催しま
す。
http://www.pref.aichi.jp/0000019613.html

愛知県
環境部大気環境課地球温
暖化対策室
052-954-6242

兵
庫
県

ひょうご環境体験館（はりまエコハウ
ス）特別プログラム

12月7日、14日、21日、27
日

ひょうご環境体験館（兵庫
県佐用郡佐用町光都１丁
目）

子どもから大人まで楽しめる環境学習プログラムを実施
します。
7日　水と塩から電気を作ろう
14日　ほんものの紙すき体験しませんか
21日　身近な動物について
27日　門松づくり
ＵＲＬ：http://www.eco-hyogo.jp/taikenkan/

ひょうご環境体験館（兵庫県立施
設）

ひょうご環境体験館
電話 0790-79-2065
休館日　月曜日（祝日の場
合はその翌日）
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兵
庫
県

わが家（わが社）の省資源・省エネキャ
ンペーン

①12月1日
②12月5日

①アル・プラザつかしん
②淡路サティ

ごみの減量化、再利用、再資源化を図る資源循
環型の社会の形成を目指し、ライフスタイルの
見直しを呼びかけるため、３Ｒ推進月間である
平成20年10月から12月にかけて、県内の５か所
で、マイバッグ運動及びレジ袋削減運動の展
開、過剰包装の削減、省エネ家電の普及をテー
マに、「わが家（わが社）の省資源・省エネ
キャンペーン」を展開しています。

兵庫県
環境整備課
078-362-3280

兵
庫
県

地球温暖化防止を考える
～環境に優しい消費者・企業を育てる
エコアクションポイント～

12月10日
アルカイックホール・ミニ
（玉翔の間）

http://web.pref.hyogo.jp/hs02/hs02_5_000000010.h
tml

兵庫県阪神南県民局、（財）ひょう
ご環境創造協会、兵庫県大気環
境保全連絡協議会阪神南支部

兵庫県阪神南県民局県民
生活部環境課
06-6481-4658

兵
庫
県

地球温暖化防止パネル展

ハリーンと地球温暖化を考える集い

１２月１０日～２６日

１２月１０日
ジャスコ加西店

・地球温暖化に関する 新情報等
・北播磨地域地球温暖化防止活動推進連絡会の活動
状況
・活動団体の活動状況
・集いでは、各団体がイベントを開催する。

兵庫県北播磨県民局
北播磨地域地球温暖化防止活動
推進連絡会
その他活動団体

北播磨県民局環境課　池上
０７９５－４２－９３７７

兵
庫
県

しみん環境フォーラム２００８
環境パネル展

12月 6日（環境ﾌｫｰﾗﾑ）
12月 6日～10日(環境ﾊﾟﾈ
ﾙ展)

兵庫県　宝塚市
宝塚市立東公民館

宝塚市と環境都市宝塚推進市民会議では、環境問題へ
の関心を高めることを目的として、市民を対象に地球温
暖化防止月間である１２月に、市内の環境保全団体の
活動や小学校の環境学習の取組等の発表、環境パネ
ル展を行っています。

宝塚市
環境都市宝塚推進市民会議

環境政策課
0797-77-2070

兵
庫
県

明石市地球温暖化防止セミナー 12月20日
明石市文化博物館大会議
室

市民による自然エネルギー発電所の設置に向け、基調
講演と活動報告を行います。

明石市民発電所を立ち上げる会
明石市地球環境課
078-918-5029

兵
庫
県

　「ぼくたちの地球を守って
　　～地球温暖化防止ハンドブック」の
配付

11月20日から公表 市内各所

市では、地球温暖化の現状やその原因、各家庭から出
る二酸化炭素を減らすための具体的方法などをわかり
やすく解説した冊子を2万部作成し、市内に配付してい
ます。
http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/earth_kankyou
_ka/ecoist/news/2008/bokutachino.htm

明石市地球環境課
明石市地球環境課
078-918-5030

兵
庫
県

アイドリング・ストップ運動 12月1日から３１日 加古川市内全域
大気汚染物質濃度が高くなる冬季のうち、12月を「大気
汚染防止推進月間」として、窒素酸化物等の排出低減
を図るため、「アイドリング・ストップ運動」を呼びかける

加古川市
環境政策課環境政策係
079-427-9769

兵
庫
県

省エネ教室～節電で地球温暖化防止 12月22日 加古川市民会館 地球温暖化と省エネの話、リサイクルキャンドル作り 加古川市
環境政策課環境政策係
079-427-9769
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兵
庫
県

省エネモニター説明会
12月22日
（モニター期間は、1月から
３月）

加古川市民会館
家庭の電気使用量や省エネ率が常時表示される計測
器「省エネナビ」を使って、毎月の電気使用量、料金など
を報告していただく。

加古川市
環境政策課環境政策係
079-427-9769

兵
庫
県

ノーマイカーデー 12月19日 姫路市役所等

職員の通勤時において自家用車の使用を自粛する
「ノーマイカーデー」を設定し、自家用車に代わる交通手
段の利用（公共交通機関、自転車、徒歩等）や効率的な
自動車使用（相乗り等）により、自動車から排出される
温室効果ガスの削減を図るもの。

姫路市
農政環境局環境政策室
079-221-2468

兵
庫
県

マイカー通勤自粛の横断幕設置
設置期間
11月26日～12月23日

姫路市下寺町
自動車公害防止月間の推進事業の一環として、マイ
カー通勤の自粛について啓発する横断幕を設置するも
の。

姫路市
農政環境局環境政策室
079-221-2462

兵
庫
県

「赤穂市におけるマイバック等の持参
促進及びレジ袋の削減推進に関する
協定」締結式

12月1日 赤穂市役所

市民・事業者・市が協働して、地球温暖化対策に取組む
ため、その取組みのひとつとしてレジ袋の削減を推進し
ます。
○レジ袋の無料配布中止を行う事業者（５事業者７店
舗）
○レジ袋の削減に取組む事業者（１事業者１店舗）
平成２１年度３月１０日より無料配付中止を実施

・６事業者（８店舗）
・赤穂市レジ袋削減推進協議会
に参加した６市民団体
・赤穂市

環境課
0791-43-6821

兵
庫
県

アイドリングストップ街頭啓発活動 12月4日 コープデイズ豊岡前

市街地中心部のショッピングセンターで、来場者に対し
てアイドリングストップ等のエコドライブ啓発活動を行う。
（周辺地域での幟旗設置やポスター掲示等もあわせて
実施する。）

豊岡市環境衛生推進協議会
豊岡市役所生活環境課
0796-23-5304

兵
庫
県

市役所市民ホールでのパネル展示 12月1日～12月5日 篠山市役所
地球温暖化の仕組みと状況についてのパネル展示と地
球温暖化に関するＤＶＤを放映し、来庁者に啓発する。

篠山市
篠山市市民生活部市民課
079-552-1111

兵
庫
県

トレー回収運動、マイバッグ持参調査 12月9日 小野市役所、市内大型店舗（２店舗）

消費者団体である小野市くらしの会では、トレー回収運
動として市役所に集められた食品トレーを分別するリサ
イクル運動に取り組んでいます。また、マイバッグ普及
啓発事業として、市内大型店舗２店にて、マイバッグの
持参者数を計測し、実態把握に努める予定でです。

小野市くらしの会
小野市役所市民安全部生
活環境グループ
0794-63-1686

奈
良
県

エコな～らフェスタ　ストップ温暖化広場 １２月１３日～１４日 ならファミリー

「エコな～ら大作戦　私もできるストップ温暖化」をテーマ
に、毎月２０日の「な～らの日（ストップ温暖化県民の
日）」にあわせ、パネル展・うちわ発電・自転車発電・環
境カルタ・風呂敷教室等のイベントを行います。

奈良県
環境政策課地球環境係
0742-27-8733

島
根
県

みんなで考えよう地球温暖化
（第４回島根県地球温暖化対策推進大
会）

12月13日
13:00～16:00

くにびきメッセ
　国際会議場

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「あいと地球と競売人」ハイライト版上演
表彰、優良事例発表
講演　山根収ＴＳＫアナウンサー（気象予報士）
六子　ミニライブ

島根県・島根県地球温暖化対策
協議会

島根県環境政策課
０８５２－２２－６７４２
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島
根
県

島根県地球温暖化防止活動推進員委
嘱式・研修

12月13日
10:00～16:00

くにびきメッセ
　５０１会議室　他

任期　２年間
　（平成２０年１２月１日～平成２２年１１月３０日）

島根県・島根県地球温暖化防止
活動推進センター

島根県環境政策課
０８５２－２２－６７４２

島
根
県

エコドライブ推進キャンペーン １２月１日～１月３１日 島根県下全域
エコドライブ１０箇条を実践のうえハガキで応募していた
だいた県民に、抽選でエコグッズ等をプレゼント

島根県地球温暖化対策協議会
島根県環境政策課
０８５２－２２－６７４２

島
根
県

環境家計簿キャンペーン
８月１日～２月２８日

島根県下全域
家庭の光熱使用量を調べハガキで応募していただいた
県民に、抽選でエコグッズ等をプレゼント

島根県地球温暖化対策協議会
島根県環境政策課
０８５２－２２－６７４２

島
根
県

地球温暖化防止啓発パネル展 １２月８日～１２月１９日 島根県庁玄関ロビー
地球温暖化防止を呼びかけるパネル展示
（一村一品知恵の環づくり事業応募作品　他）

島根県・島根県地球温暖化防止
活動センター

島根県環境政策課
０８５２－２２－６７４２

岡
山
県

ＳＴＯＰ！温暖化ＯＫＡＹＡＭＡ２００８～
アースキーパーのつどい～

12月21日
岡山コンベンションセン
ター　ママカリフォーラム

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_i
d=15762

岡山県
岡山県地球温暖化防止活動推進
センター

岡山県環境政策課
086-226-7297

広
島
県

広島発・ストップ地球温暖化 県民運動
第２回推進会議

12月18日 広島県庁
県内企業，各種団体等２６団体で，これまでの県民運動
の取組や今後の展開について意見交換を行います。

広島県
広島県環境政策課
TEL　082-513-2911

広
島
県

らんま先生　実験eco パフォーマンス
ショー

12月21日 福山市北部市民センター

実験ECOパフォーマンスでは、環境問題やリサイクルを
楽しく学べるように、手作りのオリジナル教材を使用して
環境パフォーマンスを実践。地球（環境）へのメッセージ
を込めた知的体験型パフォーマンスを行います。

福山市
福山市環境啓発課
TEL　084-954-2619

広
島
県

第３回地球温暖化防止講座 12月17日 廿日市市役所

地球温暖化の概要とその防止方法を講義とグループ
ワーク（グループ作業）で一緒に考えてみませんか？保
温調理で出来る省エネルギー料理の試食や，調理方法
の紹介もあります。

廿日市市
廿日市市環境政策課
TEL　0829-30-9132

広
島
県

北広島町環境フォーラム 12月7日
道の駅　豊平どんぐり村
（予定）

環境フォーラム，環境問題啓発映画の上映，環境ディス
カッションを行います。

北広島町
北広島町企画課
TEL　0826-72-0856
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山
口
県

省エネ電球取替促進キャンペーン 12月 全県

　民生部門のＣＯ２排出量の削減対策を進めるため、各
市町の地球温暖化対策地域協議会と連携して、四季に
応じた県内一斉キャンペーンを実施し、県民運動の強化
による実践活動の促進に取り組んでいます。
   １２月は、ＣＯ２削減県民運動の冬の取組として、白熱
電球から省エネ電球(電球形蛍光ランプ)への取替を促
すため「省エネ電球取替促進キャンペーン」を県内の電
器店、家電量販店及びホームセンター等と連携して実施
します。

山口県、市町、環境やまぐち推進
会議、各市町地球温暖化対策地
域協議会

山口県環境生活部環境政
策課地球温暖化対策班
０８３－９３３－２６９０

山
口
県

冬のエコスタイル・エコドライブキャン
ペーン（12月ノーマイカー強化月間）

12月1日～2月28日（12月） 全県

県では、地球温暖化を防止するため、「冬のエコスタイ
ル・エコドライブキャンペーン」に取り組むこととしていま
す。
    特に、１２月は「ノーマイカー強化月間」としてノーマイ
カー通勤を強化することとしています。

山口県、市町、環境やまぐち推進
会議、各市町地球温暖化対策地
域協議会

山口県環境生活部環境政
策課地球温暖化対策班
０８３－９３３－２６９０

山
口
県

下関市冬のエコスタイル（ウオームビ
ズ）キャンペーン

12月1日～2月28日 全市

下関市では、地球温暖化を防止するため、「下関市冬の
エコスタイル（ウオームビズ）キャンペーン」に取り組むこ
ととしています。

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５

山
口
県

WARM　BIZ　しものせき宣言 12月1日～2月28日 下関市職員

下関市職員を対象とした「WARM　BIZ　しものせき宣言」
と題した地球温暖化防止の広報に取り組み、広く市民に
PRします。

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５

山
口
県

環境部のパネル等の掲示 １２月１日～１２月５日 全市
市役所本庁１階ロビーにおいて、地球温暖化防止等の
啓発パネルの展示を行います。

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５

山
口
県

下関市ノーマイカーデー
12月19日
　（毎月第３金曜日に実施
中）

全市

通勤手段をＣＯ２負荷が大きな自動車から負荷が小さな
公共交通、自転車や徒歩などに切り替えるノーマイカー
デーを全市的に定期実施することにより、生活全般の環
境負荷を低減するエコライフへの転換へのきっかけとす
るとともに、中心市街地活性化や健康増進といった波及

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５

山
口
県

下関市エコドライブ教室
①11月30日
②12月7日

①山陽自動車学校
②アイルモータースクール

エコドライブの”こつ”を座学と実習で学んでいただくた
め、自動車教習所において、「エコドライブ」の体験学習
を実施します。

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５

山
口
県

知って得する「エコ探検ツアー」（地球
温暖化防止隊）

12月４日
やまぐち県酪、豊田ホタル
の里ミュージアム、蛍街道
西ノ市

施設見学や講演受講を通し、様々な視点から環境につ
いて学ぶことを目的として、公募の市民４０名を対象に
実施します。

下関市
下関市環境部環境政策課
０８３－２５２－７１１５
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山
口
県

ライトダウン＆キャンドルナイトIN宇宙
の部屋Vol-3

12月21日（冬至）

「市民オーケストラメンバーによる
クリスマス・ライブ～小さなエコを
感じよう～」
日時：12月20日（土）13:30～16:00
場所：宇部市男女共同参画セン
ター・フォーユー（入場無料）
「二胡・揚琴のしらべ～クリスマス
コンサート～」
日時：12月23日（火・祝）16:00～
18:00
場所：宇部市アクトビレッジおの
（有料[高校生以上1000円、小中
学生500円：ハーブティー・クッ
キー付き）

平成19年の冬至、平成20年の夏至に続き、キャンペー
ンを実施します。各家庭で実施できる時間に、部屋の照
明を消したり、キャンドルの明かりですごしたりします。
なお、キャンペーンの関連行事（左記）を行います。
（URL：http://www.city.ube.yamaguchi.jp/cgi-
bin/nr.cgi?fyear=2008&detail=3110&from=0）

宇部市、宇部市地球温暖化対策
ネットワーク

宇部市環境共生課
0836-34-8245
宇部市ブランド戦略室
0836-34-8148

山
口
県

１８．９２（いわくに）温度キャンペーン 12月1日～2月13日 岩国市

環境省が推進している暖房設定温度は２０℃ですが、岩
国市民はもう少し頑張って「い・わ・く・に」に合わせて
18.92℃（約19℃）に設定してみませんか。この冬にエコ
で乗り切ったアイディアや工夫、心温まるエコ話には各
賞を準備しています。

エコフレンズいわくに
エコフレンズいわくに
０８２７－３２－５３７１

山
口
県

マイバッグコンテスト、地球温暖化防止
啓発ポスター作品展示

11月25日～12月5日 萩市役所ロビー

レジ袋削減について市民の関心を高めるため、オリジナ
ルマイバッグを募集し、あわせて地球温暖化防止を啓発
するポスターを市民から募集しました。11月28日には表
彰式を行ないます。

萩市、萩市環境衛生推進協議会
萩市市民部環境衛生課
０８３８－２５－３１４６

山
口
県

市内一斉ノー・マイカーデー 12月19日（金） 全市
　地球温暖化防止の一環として、マイカー通勤の抑制を
図るため、全市一斉のノーマイカーデーを設定。

光市地球温暖化対策地域協議
会、光市

光市環境部環境政策課環
境政策係
0833-72-1400（内線282）

徳
島
県

徳島冬のエコスタイル 12月１日～３月31日 県下全域

地球温暖化対策の一環として、暖房時の室温１９℃の
設定呼びかけと、室温に合わせ快適に過ごせるような
服装を心がける。また、「フユ・すだちくん」の掲示やバッ
ジの着用により、徳島冬のエコスタイルの取組促進を図
る。

徳島県、とくしま環境県民会議
環境首都課
088-621-2334

徳
島
県

ストップ温暖化「一村一品」大作戦県大
会
～やらねばソンソン！減らさなソンソ
ン！阿波のCO２削減コンテスト～

12月7日 徳島グランヴィリオホテル
http://www5.pref.tokushima.jp/kankyo/article/0000739.
html

とくしま環境県民会議
事務局（環境首都課）
088-621-2334

徳
島
県

CO２削減！今切工業団地における通
勤時交通社会実験

12月１日～５日 今切工業団地

徳島市の今切工業団地において、自転車・徒歩・公共交
通機関への転換を促すべく、社会実験を実施する。パー
クアンドライドステーションの設置やシャトルバスの運行
を行う。

とくしま環境県民会議
事務局（環境首都課）
088-621-2261

香
川
県

地球に『ええこと』Partｙ～2008
（PRイベント）

12月14日 かがわ国際会議場

県内各地から公募で集まったＣＯ２削減のための活動事例の
紹介と環境ジャーナリスト・枝廣淳子氏による講演会などを行
います。なお、グリーン電力証書システムを利用して、会場で
使用する電力のすべてにグリーン電力を使用します。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0811/081120.htm

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）
【共催】香川県、エコライフかがわ
推進会議

香川県地球温暖化防止活
動推進センター
087-833-2822
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香
川
県

地球に『ええこと』Partｙ～2008
（パネル展）

12月9日～1月11日 香川県立文書館

「地球に『ええこと』Partｙ」の公募で集まった団体の地球温暖
化防止のための取組みをパネルで紹介します。なお、開催期
間中は、グリーン電力証書システムを利用して、会場で使用す
る電力のすべてにグリーン電力を使用します。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0811/081120.htm

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）
【共催】香川県、エコライフかがわ
推進会議

香川県地球温暖化防止活
動推進センター
087-833-2822

香
川
県

地球温暖化の目撃者－岩合光昭スペ
シャル写真展

12月3日～12月25日
北浜アリーNYギャラリー
（高松市北浜町）

地球温暖化問題について考える契機にしていただきくことを目
的として、日本を代表する動物写真家である岩合光昭氏がカ
ナダで撮影した、地球温暖化の影響により絶滅が危惧されて
いるホッキョクグマの写真展を開催します。

香川県地球温暖化防止活動推進
センター（(財)香川県環境保全公
社）、香川県

香川県地球温暖化防止活
動推進センター
087-833-2822

香
川
県

テレビ広報
12月7日　11:55～12:10
（再）12月12日深夜

香川県内

「Stop！地球温暖化　みんなでやろうよ。地球にええこと」を
テーマに、県政テレビ番組（テレビせとうち）で「地球に『ええこ
と』Partｙ～2008」受賞団体の取組みを中心とした県内での地
球温暖化防止活動の紹介を行います。
http://www.pref.kagawa.jp/kocho/koho_tv/index.htm

香川県
香川県環境森林部環境政
策課
087-832-3215

香
川
県

ラジオ広報 12月15日　12:45～12:55 香川県内

「12月は地球温暖化防止月間です！」をテーマに、ラジオ広報
番組「こんにちは香川県です」で、月間行事の紹介など、県民
に地球温暖化防止に関する啓発を行います。
http://www.pref.kagawa.jp/kocho/radio.shtml

香川県
香川県環境森林部環境政
策課
087-832-3215

香
川
県

広報紙掲載
『ＳＴＯＰ！地球温暖化』特集記事掲載

12月1日号 高松市内，全世帯

『ＳＴＯＰ！地球温暖化』をテーマに，市民に分かりやすい言葉
で地球温暖化防止行動について周知・啓発しています。

高松市
高松市環境部環境保全推
進課087－839-2393

香
川
県

地球温暖化防止月間行事
『ＳＴＯＰ！地球温暖化』展

12月22日～12月26日 高松市役所市民ホール

地球温暖化の現状や二酸化炭素など温室効果ガス排出量の
状況，身近にできる温暖化防止対策などの周知啓発を行い，
また，『４２万人の環境行動宣言』として，来庁された市民の
方々に実践しているエコ活動等を短冊に記入してもらい，期間
中掲示します。

高松市
高松市環境部環境保全推
進課087－839-2393

香
川
県

子どもと大人がエコを共に学び実践する12月14日（第1回） 高松テルサ3階第会議室

日常生活で親子が簡単にできるエコ活動。地球温暖化、ゴミや
電気、水などについて学び実践する高松市協働企画提案事業
の第1回目（学び編）。対象：幼児～小3の親子40組。第2回は、
市内で来年1月に3回のワークショップ。第3回は、2月21日同会
場でエコ活動の発表会と表彰式。映像やゲーム、人形劇で楽
しくエコしましょう！
http://ww81.tiki.jp/~furiken

高松市環境総務課、
NPO法人四国ブロックフリース
クール研究会、
高松市環境プラザ

NPO法人四国ブロックフリー
スクール研究会
090-7623-6496
FAX:087-865-0157

香
川
県

ライトダウンキャンペーン 12月21日

丸亀市役所庁舎
丸亀城
丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館

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
丸亀市役所環境課
0877-24-8836

香
川
県

広報誌掲載 12月号 市内、全世帯
「12月は地球温暖化防止月間です！」をテーマに、市民に地球
温暖化防止行動を呼びかけます。

丸亀市
丸亀市役所環境課
0877-24-8836
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香
川
県

100万人のキャンドルナイトin丸亀 12月22日 丸亀市民広場

「電気を消してスローな夜」をテーマに、ライトダウンされた丸亀
城が一望できる芝生広場でてんぷら油などの廃油を利用して
作ったキャンドルを灯して、地球環境や身の回りの自然につい
て一緒に考え地球温暖化防止の意識啓発と省エネルギーの
推進にも貢献することを目的として実施する。

丸亀みらい本舗
丸亀みらい本舗事務局
0877-28-8108

香
川
県

広報誌掲載 12月号 市内全世帯
『12月は地球温暖化防止月間です』をテーマに、市民に対し
て、市広報を通して地球温暖化防止行動を呼びかけます。

坂出市
坂出市環境経済部環境交
通課
0877-44-5009

香
川
県

広報誌掲載 12月号 市内、全世帯
「12月は地球温暖化防止月間です！」をテーマに、市民に地球
温暖化防止行動を呼びかけます。

善通寺市
善通寺市生活環境課
0877-63-6307

香
川
県

広報誌掲載 12号 町内、全世帯 「家庭でできる温暖化対策」 宇多津町
宇多津町住民生活課
0877-49-8000

香
川
県

環境展
（第36回チャリティ作品即売展）

12月6日～12月7日 琴平町総合センター
年末恒例のチャリティー作品即売展（主催：琴平町社会福祉協
議会）の会場内において、地球環境に関するポスターパネルを
展示し、来場者を中心に住民への意識啓発を行う。

琴平町
（琴平町社会福祉協議会）

琴平町住民サービス課
0877-75-6707

愛
媛
県

ウォームビズえひめ 12月1日～3月31日 愛媛県内全域

民生部門における温暖化防止の取組として、暖房に頼
り過ぎず、暖かい格好で働くビジネススタイル「ウォーム
ビズ」を、県内の団体、事業者も含めて広く実施すること
とし、参加事業者等を募集します。
http://www.pref.ehime.jp/h15600/warmbiz/top.html

愛媛県
県民環境部環境局環境政
策課
089-912-2349

愛
媛
県

愛媛県地球温暖化防止キャラクター及
び標語の募集

10月9日～1月5日 募集（全国対象）

かけがえのないふるさと愛媛、そして、地球を守るため
に、私たち一人ひとりが、できることから温暖化防止の
ために県民運動を実施することが重要であることを広く
アピールすることを目的として、県民の皆様から末永く
愛され、親しまれる「地球温暖化防止にか関するキャラ
クター及び標語」を募集します。
http://www.pref.ehime.jp/h15600/chara-hyogo-
boshu/top.html

愛媛県
県民環境部環境局環境政
策課
089-912-2349
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愛
媛
県

子ども達への体験型環境学習イベント
「めざせストップ温暖化！」
～見つけてみよう、ぼくに、わたしにで
きること。～

12月1日～25日 えひめエコ・ハウス

ＣＯ2の分子模型を子ども達に工作してもらうことで、ＣＯ
2とはどのようなもの知ってもらい、地球温暖化について
考えてもらう体験型学習イベントを実施します。併せて、
ふだんの暮らしのくふうでＣＯ2をどのくらい減らせるか
「ＣＯ2バルーンクイズ」などを実施します。
参加費：無料（分子模型工作する場合は材料費20円が
必要）
http://www.i-kodomo.jp/eco/

愛媛県体験型環境学習センター
「えひめエコ・ハウス」

えひめエコ・ハウス
089-963-4811

愛
媛
県

エコ☆スタ宣言（事業所版）の受付開始 12月1日～ 松山市内全域
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kankyouj/1188108
_968.html
（12月1日より掲載予定）

松山市
環境事業推進課
089-948-6437

愛
媛
県

身近なことから温暖化対策エコチェック 12月6日～12日 松山市内全域

市内の小学生（5,6年生）とその家族を対象に、1日の生
活の中でできる身近な温暖化対策について、チェック
シートをもとに実践していただき、ライフスタイルの見直
しや環境配慮について考える機会を提供し、温暖化対
策の普及を図ります。

松山市
環境事業推進課
089-948-6437

愛
媛
県

レジ袋ＮＯ！キャンペーン２００８ １0月～12月
愛媛県中予地区内に在住
の方及び通勤、通学して
いる方

キャンペーン期間中、愛媛県中予地区（松山市、伊予
市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町）内の参加協
力店において、１回の買い物につきレジ袋を断るごとに
応募カードにスタンプを１個押印します。スタンプが１０
個集まれば、各種景品が当たる抽選に応募するか、ス
タンプ１個を１円とし、「愛媛の森林基金」に寄附すること
ができます（寄附はスタンプ１０個未満でも可）。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kankyouj/1187350
_968.html

松山市、伊予市、
東温市、松前町、
砥部町、久万高原町

松山市環境事業推進課（代
表）
089-948-6437

愛
媛
県

にいはま環境学習講座 12月7日、12月14日 新居浜市総合福祉センター

市民が環境について学習し、理解を深める機会を設け、
地域の環境活動推進の一助とするため、講座を開設し
ています。
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php?lif_id=88
40

新居浜市
環境保全課
0897-65-1512

愛
媛
県

ＣＯ２削減ライトダウン 12月24日
大洲市庁舎外市施設
大洲城外ライトアップ施設

大洲市庁舎をはじめ市所有施設のライトダウンを行うこ
とにより、ＣＯ２削減・地球温暖化防止を啓発することを
目的として実施します。

大洲市
保険環境課
0893-24-2111
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愛
媛
県

チームマイナス１７％
キャンドルナイト☆シネマ&トークライブ

12月13日
四国中央市福祉会館
４階ホール

全国的なエコキャンペーン、“１００万人のキャンドルナイト（冬至）”の普
及啓発を目的としたイベント。
映画「１／４の奇跡」の上映（①１３半～、②１８半～）と四国中央市発達
支援センター相談員の西森法子さんのトーク&ミニコンサート（１５半～
１６半）の開催。
会場にて、チームマイナス１７％のエントリー、キャンドル・エコ商品販
売など。
参加費：　前売り７００円／当日９００円　　高校生以下無料
チケット取扱所：四国中央ドットコム

ネットワーク　グリーンアースうま
ネットワーク　グリーンアース
うま事務局
中川　0896-74-3026

愛
媛
県

上林ひまわりプロジェクトイベント 12月6日
上林小学校・上林保育所・
上林公民館（同一敷地内）

上林区が種を撒き収穫したひまわりから｢ひまわり油｣を作成し、｢上林
エコサラ油｣と名づけました。その油を使ったイベントを行います。イベ
ント内容は、｢上林エコサラ油｣で揚げた｢さつまいものてんぷら｣を食
べ、使った廃油は精製実験でＢＤＦ燃料を作り、ＢＤＦカートを走らせ、
試乗しようというものです。また、東近江市より招いた講師による｢環境
学習講座｣や、木質バイオマスの分野から年輪の話があるほか、木育
コーナーへはお話会のスペシャリストを招きミニ託児所を設置し、老若
男女が楽しめるイベントになっています。

上林区

愛
媛
県

ＥＳＤ勉強会 12月8日 東温市中央公民館

 ｢ゼロ･エミッションのまちづくり｣をテーマにしたＥＳＤ学習会。主催は国
際的にも活躍しているNPO法人えひめグローバルネットワーク。愛大と
の連携協定を結んでいる東温市も後援になっています。内容は、今治
市立小学校校長を歴任し退職された、丹下晴美先生を講師に招き講
演を行います。その後コープ自然派の食材を使ったランチを食べなが
ら交流会。午後からはワークショップで勉強会を行います。
※ＥＳＤ：「持続可能な開発のための教育」の略称で、環境教育等を実
施しながら、一人ひとりが持続可能な社会づくりに参加する力を育むも
のです。

ＮＰＯ法人えひめグローバルネッ
トワーク

えひめグローバルネットワー
ク事務所　　　　　089-925-
0027

愛
媛
県

バイオマスクリスマス 12月23日
見奈良レスパスシティ駐車
場内

木質バイオマスエネルギーをテーマにしたイベント。薪ス
トーブ、ペレットストーブの展示、薪割り体験、薪で作っ
たバームクーヘン試食会、その他

えひめ千年の森を作る会
えひめ千年の森をつくる会
事務局
089-966-6251

愛
媛
県

省エネキャンペーン２００８冬 11月～2月 松前町全域　一般家庭

　キャンペーン期間中、各家庭において電気･水道・ガス
の節約に取り組み、検針票を応募券とし、前年同月使用
量と比較し、節減できていたら応募を受け付け、抽選に
より各種景品があたります。
http://www3.town.masaki.ehime.jp/life/life_detail.php?lif_
id=1198&task=0

松前町
生活環境課
089-985-4117

愛
媛
県

地区別環境学習会
12月11日・15日・16日・17
日

各公民館等（４ヶ所）

愛南町では昨年末から地域に出向いての、地球温暖化
対策をはじめとする環境学習会を行っています。今年度
は15公民館区を予定し、12月には4地区について、地球
温暖化防止活動の啓発を行います。

愛南町
環境衛生課
0895-72-7316（課直通）

高
知
県

温暖化防止ロビー展 12月1日～15日 高知県庁玄関ロビー

地球温暖化の現状や、高知県の各地で行われている温
暖化防止の取り組みをパネルを使って紹介します。ま
た、家庭でできる取り組み等を啓発し、地球温暖化防止
を呼びかけます。

高知県
高知県地球温暖化防止活動推進
センター

高知県環境共生課
088-823-9792

14／19



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

地方公共団体等による１２月の地球温暖化防止月間行事一覧

長
崎
県

地球温暖化防止月間街頭キャンペー
ン

12月6日 浜町ベルナード観光通り

各種展示、実演・体験コーナー等の設置やパンフレット
の配布等を通じて、地球温暖化問題に対する県民の理
解と関心を深め、温暖化防止に向けての行動のすそ野
を広げる

長崎県
未来環境推進課
095-895-2512

長
崎
県

ノーマイカー３ｄａｙｓ 12月10日～12日

環境負荷の高いマイカー通勤を自粛し、徒歩、自転車や
公共交通機関の利用に転換する「ノーマイカーデー運
動」を実施し、改めて県民や企業の皆様に地球温暖化
問題の重要性を認識していただくとともに、多くの人が
自発的に実践的な行動を始めるきっかけとする
http://www.pref.nagasaki.jp/kankyo/ondankyo/nomycar
/top.html

長崎県
長崎県地球温暖化対策協議会

未来環境推進課
095-895-2512

長
崎
県

テレビスポット 11月28日～12月12日 テレビ
月間中に「みんなで止めよう温暖化」のテレビスポットを
放映し、各家庭にエコシートの利用及び自発的な地球
温暖化対策の取り組みを呼びかける

長崎県
未来環境推進課
095-895-2512

長
崎
県

地球環境保全ポスター入賞作品の展
示会

11月26日～12月13日 長崎大丸
今夏に小中学生を対象に募集した地球環境保全ポス
ター入賞作品の展示会を開催

長崎県
未来環境推進課
095-895-2512

鹿
児
島
県

エコライフデー 12月5日 県下全域
地球環境を守るかごしま県民運動推進会議では，毎
月，５日をエコライフデーとしており，１２月は「節電」に取
り組むこととしている。

地球環境を守るかごしま県民運
動推進会議

鹿児島県環境生活部環境
政策課地球環境係
099-286-2586

鹿
児
島
県

ライトダウン２００８（ｗｉｎｔｅｒ） 12月23日 鹿児島市（天文館）
県内一の商店街である天文館において，ライトダウンや
キャンドルイベントなどを実施する。

ライトダウン２００８実行委員会
鹿児島県環境生活部環境
政策課地球環境係
099-286-2586

鹿
児
島
県

県政広報番組による地球温暖化防止
月間の広報

12月20日
－

(ＫＴＳ鹿児島放送)

地球温暖化防止月間の広報番組を放送
（地球温暖化防止に向けた取組など）

鹿児島県
鹿児島県環境生活部環境
政策課地球環境係
099-286-2586

沖
縄
県

県民環境フェアinはえばる 11月30日
ジャスコ南風原店１階駐車
場

　「豊かな自然環境を次世代へ　ストップ温暖化！実践
するのは自分から」をテーマに子供から大人まで、県民
が楽しく参加体験できるイベント

・県民環境フェアinはえばる実行
委員会
・おきなわアジェンダ２１県民会議

沖縄県文化環境部環境政
策課
098-866-2183

沖
縄
県

環境パネル展 12月15日～19日 県庁１階県民ホール
地球温暖化に関するパネル等の展示を行い、県民の意
識の高揚を図る。

沖縄県
沖縄県文化環境部環境政
策課
098-866-2183
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札
幌
市

さっぽろエコ市民運動
（2008～2009冬）

12月1日～2月28日 市内全域

「エコライフレポート」で、自分が取り組みたいエコ行動を
提出してもらいます。それを基にＣＯ２削減量を試算し、

樹木に換算して、植樹を行います。
冬レポートでは、暖房の設定温度を下げること、炊飯器
等の保温時間を短くすることを重点項目としています。
http://www city sapporo jp/kankyo/ondanka/ecoshimin

札幌市
環境局環境都市推進部推
進課
011-211-2877

札
幌
市

ウォームビズプロジェクト
11月1日～3月31日
（ウォームビズ期間中）

北海道内全域

オフィス、家庭でのウォームビズの取り組みを広めるた
め、環境省北海道地方環境事務所、北海道経済産業
局、北海道、札幌市が連携し、パネル展や講演会など
の様々なイベントを行います。

環境省北海道地方環境事務所、
北海道経済産業局、北海道、札
幌市

環境局環境都市推進部推
進課
011-211-2877

仙
台
市

SENDAIちょCO2と（ちょこっと）ダイエッ
トキャンペーン

12月1日～1月31日
仙台市
（参加対象：仙台市民及び
仙台市への通勤・通学者）

キャンペーンサイトURL　http://www.co2-diet.net
仙台市、仙台市地球温暖化対策
推進協議会

環境局環境都市推進課
022-214-0007

仙
台
市

環境フォーラムせんだい2008
「子どもたちに残したい青い地球 ～ 一
緒に考えよう！私たちの衣食住 ～」

12月7日（日） せんだいメディアテーク

会場内の体験ブースなどを楽しみながら、私たちの暮ら
し方が地球にもたらす影響や、衣食住の視点からみた
「持続可能なライフスタイル」「環境に優しい生活」につい
て学び、考える展示･参加体験等を行うイベント。
http://www.feel-sendai.jp/kankyoforum/

杜の都の市民環境教育・学習推
進会議
（企画運営：環境フォーラムせん
だい2008実行委員会）

環境都市推進課
022-214-0007

仙
台
市

平成20年度環境家計簿推進事業 12月16日～
市内5区役所2支所、各区
中央市民センター、環境交
流サロン等にて配布

日常生活での環境に配慮した取組を普及させるため、
ガスと電気の使用量を保管するポケットつき環境家計簿
「らくちんエコポケット」を配布します。また2月末日まで
使用量の結果を送付された方には、送付者全体の中で
の位置づけ等がわかる「わが家の環境通信簿」を返送し

仙台市地球温暖化対策推進協議
会

仙台市環境局環境都市推
進課
022-214-8242

さ
い
た
ま
市

地球温暖化防止キャンペーン
（冬のライフスタイルの実践）

12月1日～3月31日 さいたま市

本市では、平成１７年度から「地球温暖化防止キャンペーン」
の一環として、夏のライフスタイル及び冬のライフスタイルを実
践し、地球温暖化防止に取り組んできたところであり、今年度
も引き続き、冬のライフスタイルキャンペーンを実施し、地球温
暖化防止について啓発するものです。

さいたま市

環境局環境共生部
環境総務課
地球温暖化対策室
048-829-1324

さ
い
た
ま
市

エコライフDAY2008の実施
12月1日～3月20日の
いずれか1日

さいたま市

エコライフＤＡＹとは、簡単はチェックシートを利用して、ある一日を「エコ
ライフＤＡＹ」として省エネ・省資源など環境に配慮した生活を行い、そ
の成果を温室効果ガスである二酸化炭素削減量の形で把握するもの
です。地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素の排出について、
生活の基盤である家庭での省エネ・省資源活動を促進し、個人個人へ
の環境配慮に関する啓発を目的として実施するものです。

さいたま市
さいたま市地球温暖化対策地域
協議会

環境局環境共生部
環境総務課
地球温暖化対策室
048-829-1324

千
葉
市

「ちばしエコライフカレンダー２００９」の配12月1日から

・各区役所等市施設
・JR千葉駅、商店街、スー
パー等（各1時間の街頭配
布）

家庭で取り組める温暖化対策等を盛り込んだ「ちばしエ
コライフカレンダー２００９」を３０，０００部作成し、１２月１
日（月）から市の施設や街頭などで市民に配布します。
また、環境にやさしい生活の実践を宣言する“ちばし環
境宣言”や、環境家計簿に取り組み、その結果を市に報
告していただく“環境シェフ”の募集活動などもあわせて
行います。

千葉市
環境調整課
043-245-5199

浜
松
市

環境展 11月25日～12月5日 浜松市役所本庁舎
IPCC報告書等を参考に地球温暖化の現状や対策をパ
ネルにまとめ展示しています。

浜松市
浜松市環境企画課
053-453-6146
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浜
松
市

中小企業向け省エネルギーセミナー
～省エネ対策で経費節減・環境貢献～

12月16日 浜松商工会議所

経済産業省と省エネルギーセンターの担当を講師に、
主に中小企業向けセミナーとして、企業における省エネ
ルギーの進め方や、省エネ対策を実施する上での国の
支援策を紹介します。

浜松市、経済産業省関東経済産
業局

浜松市環境企画課
053-453-6146

名
古
屋
市

「体験！燃料電池自動車」出前講座 12月1日～12月20日 市内小学校
小学校で実際に燃料電池自動車を見たり、試乗したり
することにより、地球温暖化問題について学ぶ出前講座
を実施する。

名古屋市
環境局交通環境対策課
052-972-2682

名
古
屋
市

エコドライブキャンペーン 12月中
路線バス車内
市バス営業所
地下鉄駅・バスターミナル

エコドライブ推進月間を中心とする共同キャンペーンとし
て、エコドライブやアイドリング・ストップを推進するのチ
ラシ配布やポスターの掲示を行うもの。

名古屋市
環境局交通環境対策課
052-972-2682

名
古
屋
市

「なごやエコキッズ」体験研修会 12月3日、12月8日
市内保育園
市役所会議室

幼稚園・保育園の職員を対象に、環境カウンセラー等と
一緒に自然の中で実際に見たり聞いたり触れたりという
体験や、他園との交流、情報交換を行うなど、地球温暖
化問題をはじめとする環境問題について学習し、園等で
の地球温暖化対策等の活動に役立てる体験研修会を
実施する。

名古屋市
環境局環境都市推進課
052-972-2661

名
古
屋
市

なごや子ども環境会議 12月25日 名古屋市教育センター

小中学生を対象とし、全国の政令指定都市の児童・生
徒を招いて開催するもの。分散会では、本市の児童・生
徒が地球温暖化の防止を目的とした学校での自主的な
環境活動である「なごやエコスクール」の取り組みを発
表し、各都市の児童・生徒からもそれぞれの学校での環
境活動を発表してもらい、意見交換を行う。また、全体
会としては、本市の子どもが「エコフレンドシップ事業」と
して編成された「環境未来探検隊」の成果を発表する。
「環境未来探検隊」は、夏に琵琶湖、兵庫県豊岡市に派
遣され、琵琶湖の環境保全の取り組みやコウノトリを育
む農法について学んだ。

名古屋市
環境局環境都市推進課
052-972-2661

名
古
屋
市

キャンドルナイト実施 12月21日
名古屋市中区栄
（久屋大通公園）

地球温暖化防止をはじめとする環境問題への取り組み
を促進・ＰＲするため、名古屋市環境局と大学生が連携
しキャンドルナイトを実施。大学生が主体となって、企
画・運営を行う。20時00時から30分間、テレビ塔のライト
ダウンを行う予定。

名古屋市
環境局環境都市推進課
052-972-2661
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名
古
屋
市

「広報なごや」（月刊広報誌）による地
球温暖化防止の啓発

12月 市内全戸配布

市内全戸配布の広報紙の一面を使い、名古屋市内の
CO2排出量の状況や、各家庭のCO2排出量を簡単に計
算できる「なごやエコライフものさし」を掲載し、エコライフ
の実践の輪を広げるもの。

名古屋市
環境局地球温暖化対策室
052-972-2693

大
阪
市

平成20年度地球温暖化防止パート
ナーシップフェア
～市民・事業者の皆さんとともに考える
～
（大阪市環境表彰　表彰式併催）

12月7日 大阪市中央公会堂
http://www.city.osaka.jp/oshirase/kankyojigyo/htm
l/info61001108104162029.html

大阪市、なにわエコ会議
大阪市環境局環境保全部
環境管理（環境活動）担当
06－6615－7636

大
阪
市

「環境にやさしい未来の街とクルマ」絵
画コンクール表彰式及び展示

①表彰式　平成20年12月
13日（土）10:00～12:00
②展示　12月13日（土）～
平成21年2月1日（日）

①表彰式
　　鶴見緑地公園陳列館ホー

ル

②展示
　大阪市立環境学習セン

①標記絵画コンクールの優秀作品の表彰式。表彰点数
42点（市長賞1点、環境局長賞1点、生き生き地球館館
長賞4点、優秀賞36点）表彰式では、環境学習会（講演
会）も実施する。
②上記優秀作品を展示し一般公開する。

大阪市（大阪市立環境学習セン
ター）

大阪市立環境学習センター
06－6915－5801

大
阪
市

「廃油で手作りアロマキャンドル」 12月20日（土）10:30～12:30
大阪市立環境学習セン
ター別館2階研修室

廃油から素敵なアロマキャンドルを作り、夜を演出しま
しょう。プレゼントとしても使えます。

大阪市（大阪市立環境学習セン
ター）

大阪市立環境学習センター
06－6915－5801

大
阪
市

「紙すきで手作りクリスマスカード」
12月23日（火・祝）
13:00～15:00

大阪市立環境学習セン
ター２階資料室

牛乳パックから自分で作った紙をクリスマスカードにしま
す。

大阪市（大阪市立環境学習セン
ター）

大阪市立環境学習センター
06－6915－5801

広
島
市

第５回　ひろしま温暖化ストップ！フェ
ア
～未来は子どものためにあるんじゃけ
ん～

１２月６日（土）
１０：００～１６：００

エールエール地下広場（Ｊ
Ｒ広島駅南口）

子ども環境サミット、省エネチェックコーナー、企業・団体
の活動紹介など、市民・事業者が地球温暖化について
の関心を高めるため、環境への負荷の少ないライフスタ
イルを身につけるための知識・情報の普及啓発を行い
ます。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/000000000
0000/1170661265736/index.html

広島市
広島市地球温暖化対策地域協議
会

広島市環境局エネルギー・
温暖化対策部企画課
082-504-2185

北
九
州
市

環境モデル都市に関する国際セミナー
開催および低炭素都市推進協議会（仮
称）の設立

12月14日 北九州国際会議場

「環境モデル都市」の取組の普及・拡大を図るため、国
内外の有識者等の参加を得て、国際セミナー等を開催
するとともに、低炭素都市推進協議会（仮称）の設立総
会を開催します。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/08110

環境モデル都市国際セミナー・エ
コツアー2008実行委員会

北九州市環境局
環境首都推進室
093-582-2787

北
九
州
市

水を使って燃料電池を作ってみよう
12月13日（土）
10：15～11：15
13：15～14：15

北九州市環境ミュージア
ム

自分で電気を作る発電体験や身近なペットボトル使った
燃料電池実験を行います。発光ダイオードを点けたり、
モーターを回したりする実験を通して、科学的好奇心を
育
むとともに、新エネルギーの大切さを伝えていきます。
（対象：小学校5年生以上。　参加無料）
http://www.qbiz.ne.jp/museum/

北九州市環境ミュージアム
北九州市環境ミュージアム
093-663-6751
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北
九
州
市

エコライフ講座『廃食用油でキャンドル
作り』

12月20日（土）
10：30～11：30

北九州市環境ミュージア
ム

廃食用油を使ってキャンドルを作り、「100万人のキャン
ド
ルナイト」に参加しましょう。
キャンドルナイトの紹介、家庭での省エネ実践法など暮
ら
しを楽しみながら地球温暖化を防止する方法を学びま
す。参加無料。
http://www qbiz ne jp/museum/

北九州市環境ミュージアム
北九州市環境ミュージアム
093-663-6751
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