
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

北
海
道

北海道ウォームビズ2008
（財団自主事業＋環境省補助事業）

11月～2月末 江別、札幌他、道内各地

北海道地球温暖化防止活動推進センターでは、暖房に頼
り過ぎずに衣食住遊の視点からこの冬をあたたかく過ご
す呼びかけを行う「北海道ウォームビズ2008」を行ってい
ます。地球温暖化対策地域協議会と連携して実施するセ
ミナーやあったか小物製作講座の開催、様々なあったか
アイデアをイラスト中心にとりまとめたパネル展示の開
催、親子で楽しめる啓発冊子の配布、冬エコカルタの製作
と販売、冬エコカルタを使った子ども向け教室の実施な
ど。
URL：http://www.warmbiz-hokkaido.net

北海道地球温暖化防止活動推進
センター

北海道地球温暖化防止活動
推進センター（財団法人北海
道環境財団）
011-218-7811

北
海
道

いきものからのメッセージ　～旭山動物
園と考える地球温暖化～
（環境省生物多様センター事業「いきも
のみっけ」地域イベント）

12月3日 札幌エルプラザホール

地球温暖化の危機が叫ばれる昨今、「温暖化」による気温
や
海面の上昇といった現象に注目が集まりがちです。しかし
なが
ら、「温暖化によって生物多様性が失われること」も私たち
の
暮らしに深刻な影響を及ぼします。地球という１つの生態
圏を共有する「いきもの」と「人間」。われわれは、今、共に
地球温暖化と向き合っていかねばならない時代を迎えつ
つあります。人間は何ができるのか、そして何をしていか
ねばならないのか。日本を代表する動物園となった「旭川
市旭山動物園」、世界遺産知床にて活躍される「財団法人
知床財団」より講師をお招きして「地球温暖化」と「生物多
様性」について考えます。
URL：http://www.heco-
spc.or.jp/temp/h17_various/various
_139_s.html

北海道地域「いきものみっけ」実行
委員会（北海道地球温暖化防止活
動推進センター、JCCCA、環境省
生物多様性センター）

北海道地球温暖化防止活動
推進センター（財団法人北海
道環境財団）
011-218-7811

北
海
道

エコライフ世界遺産～世界のエコの知恵
めぐり～

12月13日
北海道環境サポートセン
ター

世界６大陸60カ国を６年かけて一人旅した女性ライターが
世界で見つけたエコライフに役立つ知恵を、写真と体験談
で楽しくお伝えします。どなたでもカンタンに始められる、
地球も人もイキイキするエコライフの知恵が盛りだくさんの
トークショーです。

北海道地球温暖化防止活動推進
センター

北海道地球温暖化防止活動
推進センター（財団法人北海
道環境財団）
011-218-7811

北
海
道

地球温暖化ふせぎ隊教室 12月6日、13、20日
札幌市環境プラザ、千歳市
福祉センター、札幌市桑園
児童会館

ライフスタイルを見つめなおすきっかけ作りを目的に企画
したプログラムを、12月は3箇所で実施します。
URL：http://www.heco-spc.or.jp/husegitai/

12月6日：北海道地球温暖化防止
活動推進センター
12月13日：千歳市
12月20日：地球温暖化ふせぎ隊／
北海道地球温暖化防止活動推進
センター

北海道地球温暖化防止活動
推進センター
011-218-7811

岩
手
県

100万人のキャンドルナイトinいわて2008
冬至編

12月21日
環境学習交流センター
（いわて県民情報交流セン
ター・アイーナ5F）

http://www.aiina.jp/environment/index.html
環境紙芝居読み聞かせの他、歌と口笛のコンサートや影
絵など親子でお楽しみいただけます。

環境学習交流センター/岩手県地
球温暖化防止活動推進センター
/NPO法人環境パートナーシップい
わて

環境学習交流センター
TEL：019-606-1752
FAX：019-606-1753
E-mail：eco@aiina.jp

都道府県地球温暖化防止活動推進センター等による１２月の地球温暖化防止月間行事一覧
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宮
城
県

08MELONエコプロジェクト
杜のともしびLIVE

12月12日 ZeppSendai http://www.melon.or.jp/melon/contents/event/1212.htm
宮城県地球温暖化防止活動推進
センター

宮城県地球温暖化防止活動
推進センター
022-301-9145

山
形
県

「環境フェアつるおか」開催１０回記念事
業
『地球温暖化防止シンポジウムｉｎ鶴岡』

12月14日
正午～午後5時10分

グランドエル・サン「クリスタ
ルホール」（鶴岡市東原町
１７－７）

「環境フェアつるおか」開催１０回記念事業として、シンポ
ジウムを行います。内容は、映画「不都合な真実」の無料
上映、講演、環境トーク（パネルディスカッション）の実施で
す。詳しくは、下記ホームページ内のチラシをご覧下さい。
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/030100/page2606.html

鶴岡市、（財）自治総合センター
鶴岡市環境部環境課
0235-22-2639

山
形
県

「キャンドルナイトｉｎてんどう2008」 12月20日 天童駅前広場

地域協議会（会員は主に推進員）が中心となって、キャン
ドルナイトを行います。昼は廃食油を使ったリサイクル
キャンドル作りを行い、夜それを灯します。地域の方々が
行なう、手作りのキャンドルナイトです。（実施は、今年で2
回目）
　なお、今年度山形県センターで実施している「キャンドル
リレー」の一環でもあります。

天童市地球温暖化防止対策推進
会議

天童市生活環境課
023-654-1111
又は
山形県地球温暖化防止活動
推進センター
023-679-3340

山
形
県

「1500年日本一大けやき感謝祭　高さ6
ｍ、500個で彩る大キャンドル！」

12月20日～21日 東根小学校　大けやき前

地域の方々が中心となって、国指定特別天然記念物であ
る「大けやき」のある小学校でキャンドルナイトを行いま
す。なお、今年度山形県センターで実施している「キャンド
ルリレー」の一環でもあります。

地域活性化ボランティアグループ
「大けやきわくわく応援隊」

山形県地球温暖化防止活動
推進センター
023-679-3340

栃
木
県

ECOテック＆ライフとちぎ2008 12月12日～13日 マロニエプラザ

～ストップ温暖化のために今できること～をテーマに、12
月12日(金)～13日(土)にマロニエプラザ（宇都宮市）で、
「ECOテック＆ライフとちぎ2008」を開催します。
会場では、栃木県産の太陽光グリーン電力の使用、ごみ
分別の徹底、アイドリングストップの励行なども行い、出展
者・来場者ともに、二酸化炭素削減のための行動実践に
繋げることを目指しています。
http://homepage3.nifty.com/tochiondan/

栃木県地球温暖化防止活動推進
センター

栃木県地球温暖化防止活動
推進センター
028-673-9101

埼
玉
県

地球温暖化防止地域セミナー
同時開催：ストップ温暖化“冷やせ！彩
の国”結果発表会

12月13日
大宮法科大学院大学　講
堂

・映画「北極のナヌー」上映会
・ストップ温暖化「冷やせ！彩の国」コンクール結果発表会
（表彰式・取組発表）
http://www.kannet-sai.org/concours/index.html

埼玉県・埼玉県地球温暖化防止活
動推進センター・環境省

埼玉県地球温暖化防止活動
推進センター
048-649-8087
info@kannet-sai.org
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埼
玉
県

2008年公開講演会 12月20日
埼玉会館7階　B-7会議（く
すのき）

・基調講演：工学博士　鈴木 基之　氏（放送大学教授、東
京大学名誉教授、国際連合大学特別学術顧問、中央環
境審議会会長）
・講演：西尾 元雄 氏（キヤノンマーケティングジャパン株
式会社CSR推進本部　環境推進部　部長）
http://kannet-sai.org/cgibox/tdiary/20081220.html

彩の国環境大学修了生の会

・E-mail：
yonetada@mua.biglobe.ne.jp
米澤　宛
・FAX：048-548-5126　星野
宛

神
奈
川
県

平成20年一村一品・知恵の環づくりス
トップ温暖化大作戦かながわ表彰式

12月13日 横浜市開港記念会館
環境省が平成19年度から始めた一村一品知恵の環づくり
事業の神奈川県大会の受賞者の表彰式の開催

神奈川県地球温暖化防止活動推
進センター

神奈川県地球温暖化防止活
動推進センター
045-321ー7454

神
奈
川
県

平成20年度地球温暖化防止の集い 12月13日 横浜市開港記念会館

一村一品受賞者、県の地球環境省の受賞者、地球温暖
化防止活動推進員等が集まり、活動を共有し、一村一品
の取組みを県内に広げると共に、温暖化防止に取組む多
様な組織のﾈｯﾄﾜｰｸ化を構築する事を目指す。

神奈川県地球温暖化防止活動推
進センター

神奈川県地球温暖化防止活
動推進センター
045-321ー7454

山
梨
県

講演会 『メイド　ｉｎ　山梨　地域でエネル
ギー作ってみました』

12月5日 山梨県森林総合研究所

地球温暖化防止対策の一つとして注目されているバイオ
マスエネルギーの現状と今後の展望等について、変換技
術や効率の面からも探るとともに、山梨県地域で具体的
に動き始めているバイオマスエネルギー利用の最新事例
を基にして活用方法の理解を図る。

山梨県森林総合研究所
山梨県森林総合研究所
普及指導部　0556-22-8001

静
岡
県

温暖化防止月間ウィンターイベント
「エコ＆キャンドルナイト｝

12月20日
静岡市葵区青葉シンボル
ロード

青葉シンボルロードのクリスマスイルミネーションを2時間
ライトダウンする。キャンドルの明かりの中で、アコスー
ティックライブを行う。また、来場者には、キャンドルナイト
宣言してもらい、温暖化防止について家族で考えるきっか
けにしていただく。

静岡県地球温暖化防止活動推進
センター

静岡県地球温暖化防止活動
推進センター
054-271-8806

静
岡
県

辻信一氏講演会
＝幸せって、なんだっけ＝

12月21日
清水テルサ１階多目的ホー
ル

辻信一氏による講演会。ー「豊かさ」という幻想を超えてー
をテーマにした講演会。講演会後、清水駅前銀座商店街
でキャンドルナイトを開催する。

ＮＰＯまちづくり考房ＳＨＩＭＩＺＵ
清水駅前銀座商店街振興組合

NPOまちづくり考房SHIMIZU
事務局　054-366-4572
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岐
阜
県

地球温暖化防止シンポジウム 12月6日 御嵩町中公民館

地球温暖化防止の実践に向け、県民や事業者等に対す
る普及啓発を図るため、地球温暖化防止シンポジウムを
開催します。
２部構成で一村一品知恵の環づくり岐阜県代表「恵那農
業高校」の活動事例発表のほかに、企業・学校・市民団体
の地球温暖化対策の事例発表及び基調講演があります。
第２部は、ドキュメンタリー映画「ｅａｒｔｈ」を上映します。
http://www.koeiken.or.jp/ondanka/contents/page355.php

岐阜県地球温暖化防止活動推進
センター

岐阜県地球温暖化防止活動
推進センター
058-247-3105

三
重
県

～みんなで防ごう地球温暖化～
エコ＆みえ子ども地球温暖化防止会議

12月6日 三重県環境保全事業団

各地域での地球温暖化対策について取り組む子どもたち
を招き、センター長、有識者などと参加者で意見交換を行
い、議論する。地域での総実践行動として、議論した内容
をとりまとめ、決議文を出す。また、NPO・市民団体・温暖
化防止推進員などが講師となり「エコカレーライス」「環境
カルタで遊ぼう」「ホーバークラフト試乗体験」「地球温暖化
防止紙芝居」「温暖化防止展示コーナー」など体験コー
ナーで参加型イベントを同時に開催する。参加費：無料

三重県地球温暖化防止活動推進
センター

三重県地球温暖化防止活動
推進センター
059－253-4197

滋
賀
県

冬休みアニメ映画会 12月27日 草津市立草津アミカホール
子どもの頃から温暖化防止の行動を促すため、アニメを
呼び水とする映画会を行う

滋賀県地球温暖化防止活動推進
センター

滋賀県地球温暖化防止活動
推進センター
(淡海環境保全財団内)
077-524-7168

滋
賀
県

街頭啓発 12月1日 JR石山駅南口
温暖化防止月間初日にあたり、推進員の大津グループの
メンバーを中心に、通勤客や学生、買い物客に対し、温暖
化防止行動を促す呼び掛けを行う

滋賀県地球温暖化防止活動推進
センター
滋賀県地球温暖化防止活動推進
員大津グループ

滋賀県地球温暖化防止活動
推進センター(淡海環境保全
財団内)
077-524-7168

京
都
府

京都環境フェスティバル2008 12月13日～14日
京都府総合見本市会館
（パルスプラザ）

地球温暖化の防止や循環型社会の形成など、環境保全
に取り組む団体や環境NPO、企業等の活動を紹介。楽し
みながら環境について学び、考える、参加体験型イベント
です。
http://www.pref.kyoto.jp/kankyofes/

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、財団法人自治総合
センター

京都府環境政策課
075-414-4731

兵
庫
県

地球温暖化防止フォーラム2008 12月4日
神戸市産業振興センター
ハーバーホール

地球温暖化防止月間である１２月に、地球温暖化防止活
動の普及啓発を図るためのフォーラムを開催する。
http://www.eco-hyogo.jp/event/detail.php?id=1042

兵庫県地球温暖化防止活動推進
センター

地球温暖化防止活動推進課
078-735-2738
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奈
良
県

推進員レベルアップ研修会
「～世界は可能性に満ちている～
地球温暖化（気候変動）の現状・最新情
報とこれからの暮らし方」

12月6日 奈良県経済倶楽部

田中 優 さん（未来バンク事業組合 理事長）をお呼びして
開催します。「たしかに地球温暖化の問題は深刻だ。しか
し目を背けたり、あきらめたりするには まだ早い。都会は
消費ばかりしていて、生産する場がないからあきらめたり
するのだろうが、生産の場のある地方にはたくさんの可能
性が残っている。」

奈良県地球温暖化防止活動推進
センター

奈良県地球温暖化防止活動
推進センター
0742-35-6730

奈
良
県

ライトダウンキャンペーン 11月1日～12月31日
奈良県内
（各店舗、施設、各家庭等）

～温暖化を引き起こさない持続可能なライトアップを目指
して～
世界では温室効果ガスを2050年には50％以上削減し、化
石燃料に頼らない持続可能な社会（低炭素社会）の実現
に向けて動き出しています。美しい緑の地球を次世代に
つないでいくために、一人ひとりが今すぐ動き始めること
が大切です。日本のふるさと古都奈良からライトダウンの
ムーブメントを起こしましょう！
NASOでは、エコ＝おしゃれというイメージを定着させ、業
界、地域、家庭にまでムーブメントが広がれば、短期的な
ライトダウンというパフォーマンスの域を越えて、実際に温
室効果ガスを削減することができると考えています。
http://naso.jp/

奈良県地球温暖化防止活動推進
センター

奈良県地球温暖化防止活動
推進センター
0742-35-6730

奈
良
県

ライトダウンイベントatならファミリー 12月13日 ならファミリー
上記のライトダウンキャンペーンの啓発イベントとして開催
します。http://naso.jp/

奈良県地球温暖化防止活動推進
センター

奈良県地球温暖化防止活動
推進センター
0742-35-6730

島
根
県

島根県地球温暖化防止活動推進員
委嘱式

12月13日 くにびきメッセ

島根県と島根県地球温暖化防止活動推進センターでは、
島根県内で家庭における温暖化防止活動の普及・啓発に
取り組むs住民を島根県地球温暖化防止活動推進員とし
て委嘱し、活動に必要な情報を提供する研修会を実施し
ています。

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

島根県地球温暖化対策推進大会 12月13日 くにびきメッセ

島根県地球温暖化対策協議会の主催で県民を対象に、
地球温暖化対策の推進を図る大会を開催します。
（みんなで考えよう　地球温暖化HP）
http://eco-
shimane.net/modules/tinyd1/content/index.php?id=18

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

島
根
県

1000000人のｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄin益田 12月19日 益田市人権ｾﾝﾀｰ

映画『ミラクルバナナ』の無料上映会
ミラクルバナナは廃棄物となっていたバナナの木から紙を
作り発展途上国の暮らしに役立てようという実在のプロ
ジェクトをヒントにした感動ドラマ。

NPO法人　コアラッチ
NPO法人　コアラッチ
０９０－９７０４－６６１６
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岡
山
県

STOP!温暖化OKAYAMA2008～アース
キーパーのつどい特別企画～
「晴れたらいいね」トーク＆ライブ

12月21日
ママカリフォーラム
３Fコンベンションホール

岡山県における地球温暖化防止活動を県民のみなさまと
すすめていく目的で開催するイベント。今年はお天気キャ
スターの森田正光氏のお天気トークとヴォーカルグループ
「キッサコ」によるクリスマスライブを行います。参加には
岡山県センターが運営する「アースキーパーメンバーシッ
プ制度」への登録が必要
URL:http://www.rsk.co.jp

財団法人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

山陽放送企画事業推進部
086-225-7300

広
島
県

“地域で進める脱温暖化”　地域セミ
ナー
ＩＮ福山

12月16日
（財）広島県環境保健協会
東部支所

脱温暖化のまちづくりを目指し、温暖化防止に関する認識
と活動を増大させるための仕組みづくりを考えるセミ
ナー。
気候ネットワークより、国際交渉最新動向や国内対策と気
候保護法について報告。地域で温暖化対策に取り組んで
いらっしゃるNGO、地球温暖化防止活動推進員、自治体、
地域組織の方々にご参加いただき、一緒に学び、情報を
共有しながら、地域の温暖化対策の促進につなげていく
道筋を考える。

脱温暖化センターひろしま（（財）広
島県環境保健協会）
ＮＰＯ法人気候ネットワーク

脱温暖化センターひろしま
082-293-1512

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.ht
m

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.ht
m

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
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愛
媛
県

アースピアえひめ情報広場　（南予） 12月13日 愛媛県歴史文化博物館

アースピアえひめ情報広場を開催します。
　「Ｈｉ－Ｆｕと歌おうエコソング！」など多彩なイベントを開
催します。みんなで環境について、楽しく学べるチャンス！
ご家族おそろいで、ぜひ、お越しください。
http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/060kankyou
/00007268050929/katudo/jyouhouhiroba2.pdf

愛媛県地球温暖化防止活動推進
センター

愛媛県地球温暖化防止活動
推進センター
089－989－1068

長
崎
県

地球温暖化防止キャンペーン 12月6日 浜町ベルナード観光通り

温暖化問題に対する理解を深めてもらうために各団体の
温暖化防止活動等に関する環境ブース出展、パネル展示
及びパンフレットの配布等による街頭キャンペーン活動を
行う。
特に、12月10・11・12日に実施される「県下一斉ノーマイ
カーデー運動」の参加を呼びかけ、自転車や公共交通機
関の利用、エコドライブ等の普及啓発を行う。

主催：長崎県・長崎県地球温暖化
対策協議会
実施主体：長崎県地球温暖化防止
活動推進センター

長崎県地球温暖化防止活動
推進センター
095-818-3305

長
崎
県

県下一斉ノーマイカーデー運動 12月10、12日 長崎県内

徒歩、自転車、公共交通機関の利用などにより、マイカー
通勤者に、できる範囲でマイカー利用を自粛してもらう。３
日間のうち、取り組みやすい日に実施。実施後は、実施者
数等を調査し、取組の実施状況、実施により削減できた二
酸化炭素排出量（推計）を公表する。

長崎県・長崎県地球温暖化対策協
議会

長崎県未来環境推進課
095-895-2512

熊
本
県

環境フェスティバル玉名２００８ 12月6日

玉名市
蛇が谷公園
九州看護福祉大学　展望
ホール

11:00～環境ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ玉名
17:30～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ
19:00～ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ15分間

環境応援団
「エコの環玉名」

0968-75-1118
（担当：小川）

熊
本
県

あらお環境ﾌｪｽﾀ2008 12月13日 荒尾市中央公民館
13:00～環境講話＆活動展示
17:00～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ

ｴｺﾊﾟｰﾄﾅｰあらお市民会議
0968-62-0051
（担当：森）

熊
本
県

人吉・球磨ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ２００８ 12月20日
人吉市
人吉城跡公園

18:00～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ
20:00～15分間のﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ

人吉・球磨ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ実行委員会
090-1519-3612
（担当：田山）

熊
本
県

ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ＆ﾌﾞﾗｯｸｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ２００８ 12月21日 熊本市辛島公園周辺
19:00～ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ
20:00～ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ

特定非営利活動法人くまもと温暖
化対策センター（熊本県地球温暖
化防止活動推進センター）

096-356-4840
（担当：山田）

熊
本
県

ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｉｎやっちろ 12月25日 八代市内 20:45～15分間のﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ
地球温暖化防止を八代から世界
へ

0965-46-1264
（担当：福岡）
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沖
縄
県

ティダの恵を大切に　～つけてから始ま
る太陽光発電フォーラム～

12月20日 宜野湾マリン支援センター

太陽光発電は、発電時において化石燃料を必要とせず地
球温暖化対策の中で重要な位置を占めている。また、再
生可能エネルギーの中で潜在的な利用可能量が多く、国
産エネルギーとしての重要性が指摘されている。
本年7月に閣議決定された『低炭素社会づくり行動計画』
では、太陽光発電の導入量を2020年に10倍、2030年には
40倍とすることを目標として、導入量の大幅拡大を図ると
されている。
しかし、太陽光発電の温暖化対策としての役割を真に担う
ためには、発電容量（ｋW）ではなく、発電電力量（ｋWh）、
すなわち太陽光発電が稼動している間の生涯発電量をい
かにして最大限に高めることにある。そのためには、太陽
光発電設置後のメンテナンスなど設置者サイドに立ったケ
アシステムや情報共有システムが必要となる。
本フォーラムではこうした『つけてから始まる太陽光発電』
に焦点をあて、メンテナンスや発電データ収集に関する現
状と課題などを参加者間で共有することを目的とする。ま
た、今後の太陽光発電についてのデータ収集ネットワーク
構築を図るきっかけとする。
http://www.okica.or.jp/taiF.pdf

沖縄県地球温暖化防止活動推進
センター（気候アクションセンターお
きなわ）

沖縄県地球温暖化防止活動
推進センター（気候アクション
センターおきなわ）
098-945-2686　若林
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