
12月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧（地域の地球温暖化防止活動推進センター分）

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

気候変動の影響と適応
に関するセミナー（仮
題）

12月8日（金） とかち館　金枝の間 調整中

環境省北海道地方環境
事務所、北海道、公益
財団法人北海道環境財
団、他

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

 TEL：03-5925-6740

ニセコ　エコナイトカ
フェ (第4夜)

12月14日（木）
19:00～21:00（予
定）

ニセコ中央倉庫群旧で
んぷん工場

道民にとって冬を如何に暖かく、省エネ・省CO2で暮らすかが誰もが関心のある事柄
です。そこで今回は、“薪”ストーブの魅力や賢い使い方のお話と、自然の力を利用
した住宅や暮らし方の知恵についてのお話をお聞きします。このほか、“温活”料理
として芋団子汁やホットジンジャーティーの試食も行い、体の中かから温まる体験を
していただきます。

ニセコエコナイトカフェ
コンソーシアム（ニセ
コ町、公益財団法人北
海道環境財団）

ニセコ町役場企画環境課環
境モデル都市推進係

 TEL：0136-44-2121

気候変動の影響と適応
に関するセミナー（仮
題）

12月15日（金） ACU-A（アスティ45）
16F大研修室1606

調整中

環境省北海道地方環境
事務所、北海道、公益
財団法人北海道環境財
団、他

日本エヌ・ユー・エス株式会
社

 TEL：03-5925-6740

地球温暖化ふせぎ隊出
張教室

12月25日（月）
10:00～11:30

当別子どもプレイハウ
ス（当別町立当別小学
校内）

児童館来館児童を対象に環境教育プログラムを実施します。事前に、児童館内での
もったいない探し、もったいないをなくす取組みを行った後、出張教室を行い地球の
歴史、地球温暖化の影響、温暖化を防ぐために出来ること、児童館での取り組み内
容発表などを行う予定。

当別子どもプレイハウ
ス、公益財団法人北海
道環境財団

公益財団法人北海道環境財
団

 TEL：011-218-7811

地球温暖化ふせぎ隊出
張教室

12月25日（月）
13:30～15:00

西当別子どもプレイハ
ウス（当別町立西当別
小学校内）

児童館来館児童を対象に環境教育プログラムを実施します。事前に、児童館内での
もったいない探し、もったいないをなくす取組みを行った後、出張教室を行い地球の
歴史、地球温暖化の影響、温暖化を防ぐために出来ること、児童館での取り組み内
容発表などを行う予定。

西当別子どもプレイハ
ウス、公益財団法人北
海道環境財団

公益財団法人北海道環境財
団

 TEL：011-218-7811

青
森
市

第7回青森市環境フェ
ア2017 12月17日（日）

青森市文化観光交流施
設　ねぶたの家「ワ・
ラッセ」

「見る！感じる！エコな生活は地球を救う」〜小さな変化が未来をつくる〜をテーマ
に、展示や体験を通して持続発展可能な未来を考えるイベント。青森市の環境保全
活動団体表彰や事例発表も行う。

青森市（第７回青森市
環境フェア2017実行
委員会）

青森市地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：017-721-2480

宮
城
県

環境フォーラムせんだ
い2017

12月10日（日）
10:00～15:00

せんだいメディアテー
ク（1Fオープンスクエ
ア）

「環境フォーラムせんだい」は、市民、NPO、大学、行政などの多彩な仲間で開催
するイベントです。来場者の皆さまが楽しく学び、環境のことを考え、環境を思い
やった行動をするきっかけをつくりたい。そんな思いで、さまざまな展示や体験、ク
イズなどを用意しています。

FEEL Sendai（杜の都
の市民環境教育・学習
推進会議）

 ※MELON（宮城県セ
ンター）が実行委員に
入っている

FEEL Sendai事務局（仙台
市環境共生課）

 TEL：022-214-0007

エコチャレンジフェスタ
inカメイアリーナ仙台
2017

12月17日（日) カメイアリーナ仙台
（仙台市体育館）

仙台市のプロバスケットボールチーム「仙台89ERS」のホームゲーム会場にて、地
球温暖化を啓発するブース出展やエコスクールを開催する。

宮城県
 ※MELON（宮城県セ

ンター）がイベント運
営団体

ストップ温暖化センターみ
やぎ

 TEL：022-301-9145
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栃
木
県

チームKANTO　
COOLCHOICEアピー
ル　キックオフ

12月1日（金）
栃木県保健環境センタ
ー　学習コーナー

COOL CHOICEの認知度向上と取組の推進を目指すアピールのキックオフを，キャラ
クターを使って実施します。

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

 TEL：028-673-9101
 E-mail：

stochi@tochieco.jp

クリスマスはキャンド
ルを灯して！ 12月22日（金） WEB等

12月22日冬至に，家庭でのクリスマスパーティ等の際，電気を消してキャンドルな
どで過ごす呼びかけを行います。

栃木県地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：028-673-9101
 E-mail：

stochi@tochieco.jp

群
馬
県

第2回 CoolChoiceぐん
まフォーラム賢く選ぶ
交通談義～みんなでス
マートムーブ宣言をつ
くろう

12月1日（金）
群馬県生涯学習センタ
ー

昨年に引き続き、パリ協定の日本の約束草案達成のために必要な群馬県の温暖化
対策として、運輸部門からのCO2削減を目的に、公共交通や自転車をテーマとした
フォーラムを開催します。 群馬県地球温暖化防止

活動推進センター

群馬県地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：027-237-1103

みんなの乗りもの考え
隊

12月11日（月） 群馬県地球温暖化防止
活動推進センター

地域の鉄道やバスなどの利用促進につながるよう、自由な意見交換をする場です。

八
王
子
市

クールセンター八王子
展

12月1日（金）～12
月11日（月）

八王子駅南口総合事務
所 八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クールセンター八王子）は活動を開始

して２年、まだ市民への知名度は低いため、温暖化防止の普及啓発を図る活動と合
わせ、広く市民に知ってもらうために、センター紹介の展示会を開催しています。 八王子市役所、八王子

市地球温暖化防止活動
推進センター

八王子市環境政策課
 TEL：042-620-7384

 八王子市地球温暖化防止活
動推進センター

 TEL：042-656-3103

12月12日（火）～12
月22日（金）

八王子市役所本庁１階

地球温暖化防止普及啓
発イベント 12月17日（日）

オリンパスホール八王
子

八王子市と八王子市地球温暖化防止活動推進センターでは、地球温暖化対策を推
進する取組の一環として、毎年度「環境問題」に造詣の深い著名人を招いて、講演
会を開催しています。本年度は、俳優で気象予報士の石原良純氏が講演します。

神
奈
川
県

かながわクールチョイ
ス普及促進コーナー

12月15日（金）～12
月28日（木）

かながわ県民センター
ロビー

県民が多く利用する「県民センター」の１階ロビーにクールチョイスの普及コーナー
を設け、ＤＶＤ及びポスター・チラシを用い、来館者を対象として賛同署名を募る。

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

 TEL：045-321-7453

川
崎
市

月間テーマ展示 12月1日（金）～12
月27日（水） 高津市民館ＣＣかわさ

き交流コーナー（溝ノ
口ノクティ2・11階）

地球温暖化をテーマに各種展示を実施。
 http://www.cckawasaki.jp/kwccca/tenji.html 川崎市地球温暖化防止

活動推進センター（Ｎ
ＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活動
推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局

 TEL：044-813-1313
 E-mail：

office@kwccca.com

かわさき環境フォーラ
ム(第5回)

12月16日（土）
10:30～15:30

「ひろげようCOOL CHOICE」をテーマに、環境体験・参加コーナー、各種展示・発
表、おもちゃ病院、小型家電回収、エコカフェなどを実施。

 http://www.cckawasaki.jp/kwccca/
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川
崎
市

COOL CHOICEセミナ
ー「電気自動車を巡る
世界の動向と日産自動
車の取組み」

 日産自動車株式会社　
永澤 実 氏

12月16日（土）
13:00～14:30 高津市民館ＣＣかわさ

き交流コーナー（溝ノ
口ノクティ2・11階）

電気自動車に関する世界の動向と日産自動車と取組みに関する講演。
 http://www.cckawasaki.jp/kwccca/coolchoice/pdf/20171216_coolchoice.pdf 川崎市地球温暖化防止

活動推進センター（Ｎ
ＰＯ法人アクト川崎）

川崎市地球温暖化防止活動
推進センター（ＮＰＯ法人
アクト川崎）事務局

 TEL：044-813-1313
 E-mail：

office@kwccca.com映画「0円キッチン」上
映会

12月16日（土）
10:30～、15:15～

食料廃棄の問題に着目したエンタメ・ロードムービーを上映。
 http://www.cckawasaki.jp/kwccca/

山
梨
県

明日からすぐに使え
る！省エネライフの知
恵

12月14日（木）
13:30～16:00 山梨県立図書館

一般財団法人・省エネルギーセンターより講師をお迎えして、知っているようで知ら
ない、省エネライフの最新情報を講習していただく。参加者同士の取り組むを紹介
する交流会も行う 山梨県地球温暖化防止

活動推進センター 山梨県地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：0551-48-8011
国際こども環境絵画展

12月21日（木）～1
月中旬

山梨県立八ヶ岳自然ふ
れあいセンター

花王国際こども環境絵画コンテストにて、入賞した過去の作品を集めた絵画展を開
催。世界の子どもが地球について、今、何を感じ何を希望しているのか、絵を通し
て考えていただけるイベント

人と環境すっきり昭和
 自主企画　「環境講演

会、演奏会」
12月9日（土）

昭和町地域交流センタ
ー

地域温暖化防止、環境美化を目的とした活動の大切さを伝える講演会と、「甲斐市
敷島吹奏楽団」の音楽を聴く事を通して環境を考える機会を作る 人と環境すっきり昭和

静
岡
県

平成29年度地球温暖
化防止コミュニケータ
ー交流会（東部会場）

12月17日（火） ピコ21コミュニティホ
ールホール２F

地球温暖化防止コミュニケーターの皆様との情報交流等を通じて課題やニーズを引
き出し、県内の温暖化対策の一層の推進を図るため、県内3箇所で交流会を行いま
す。

 ※1箇所は11月中に開催

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

 TEL：054-271-8806
 Ｅ-mail：

renkei@sccca.net

平成29年度地球温暖
化防止コミュニケータ
ー交流会（中部会場）

12月17日（火） ふじのくに地球環境史
ミュージアム2階講堂

地球温暖化防止コミュニケーターの皆様との情報交流等を通じて課題やニーズを引
き出し、県内の温暖化対策の一層の推進を図るため、県内3箇所で交流会を行いま
す。

 ※1箇所は11月中に開催

「COOL CHOICE」　
PRキャンペーン　in　
ラグビートップリーグ

12月24日（火） ヤマハスタジアム
ラグビートップリーグのヤマハ発動機対パナソニックの試合会場にて、COOL　
CHOICEのPRと、サポーターにCOOL　CHOICE宣言を案内します。

浜
松
市

浜松市ウォームシェア 12月1日～3月末 市内全域
それぞれが暖房を使うのではなく、みんなでひとつの部屋、場所に集まることでエ
ネルギーを節約する新しい省エネスタイル「ウォームシェア」に取り組んでいます。

浜松市、浜松市地球温
暖化防止活動推進セン
ター

浜松市地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：053-485-2021
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長
野
県

 ・
 長

野
市

カレンダー・手帳（ダ
イアリー）プレゼント
会

12月下旬 長野県内各地
年末になると企業等には多くのカレンダー・手帳が集まり、利用されないものも多い
ことから、それらを集めて市民を対象に頒布会を開催する。

一般社団法人　長野県
環境保全協会

長野県地球温暖化防止活動
推進センター

 ＴＥＬ：026-237-6625

三
重
県

みえ環境フェア2017 12月10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推進するため、日頃より環境保全活動
等を行っている県民、ＮＰＯ、企業、自治体の情報を発信し、来場者に対して地球
温暖化の現状等について啓発し行動変容を促すとともに、出展者の交流を図る場と
して「みえ環境フェア2017」を開催します。

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

 ＴＥＬ：059-245-7517

大
津
市

大津でもっと再生可能
エネルギーを増やそう

12月17日（日） 明日都浜大津ふれあい
プラザ

教室式講座
 （１）住宅用太陽光発電はエネルギー自給自足時代へ

 （２）持ち運びもできる、身近で安価な太陽光パネルの活用
 （３）照明LED化など家庭の身近な省エネ対策

大津市（実施団体：大
津市センター）

大津市地球温暖化防止活動
推進センター

 ＴＥＬ：077-526-7545
三方よしエコフェア
2017（出展） 12月9日（土） ピアザ淡海

出展（パネル展示、チラシ配布）
 （１）家庭の省エネ：照明LED化による節電効果

 （２）環境マネジメントシステム（KES)の紹介

滋賀グリーン購入ネッ
トワーク

これからの家庭ごみ利
活用を考えるシンポジ
ウム

12月10日（日）
大津市和邇文化センタ
ー

シンポジウム
 （１）生ごみ堆肥化循環システムの活動報告

 （２）パネルディスカッション「これからの循環型社会」

NPO法人おおつ環境フ
ォーラム（大津市セン
ター指定団体）

兵
庫
県

さかなクンによる海と
環境を学ぶ事業（仮
題）ギョギョギョッ！ウ
ォッとびっくり！！魚の
わ（環）

12月17日（日） ラッセホール
お魚の不思議や環境問題のお話

 東京海洋大学名誉博士　さかなクン
（公財）ひょうご環境
創造協会

総務企画課
 TEL：078-735-2737

奈
良
県

第5回地球環境保全活
動団体交流会「匠の
環」

12月19日（火）
奈良県文化会館小ホー
ル

県内各地域で行われている地球温暖化防止活動等の環境保全活動について実践し
ている団体の取り組み発表、活動紹介の展示、交流会、等を通じて意見交換と情報
共有の場とします。　http://naso.jp/

奈良県地球温暖化防止
活動推進センター
（NPO法人奈良ストッ
プ温暖化の会）

奈良県地球温暖化防止活動
推進センター（NPO法人奈
良ストップ温暖化の会）事
務局

 TEL：0742-49-6730

和
歌
山
県

おもしろ環境まつり 12月2日（土） 和歌山ビッグウエーブ おもしろ環境まつり専用サイト
 https://wenet.info/ok/

おもしろ環境まつり実
行委員会

わかやま環境ネットワーク
 TEL：073-499-4734
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島
根
県

クールチョイスセミナ
ー暮らしの質を高め、
省エネにも役立つイン
テリアの工夫とは？～
インテリアの見直しで
省エネ～

12月5日（火）10:00
～12:00

ギャラリーRope(大田
市大田町大田)

本セミナーでは、インテリアコーディネーターから、LEDや暖かみを感じる家具を取
り入れ、住宅の省エネ性能を高めるポイントや、インテリアの工夫などについてを
紹介します。 島根県地球温暖化防止

活動推進センター
 （公財）しまね自然と

環境財団

公益財団法人 しまね自然と
環境財団 松江事務所

 TEL：0852-67-3262

うちエコ診断in 子育て
支援センター

①12月13日（水）
 ②12月16日（土）

①たまゆつどいの広場
（松江市玉湯町）

 ②おもちゃの広場（松
江市白潟本町）

支援センターを利用する子育て世代を対象に、おうちのエコに役立つ「うちエコ診
断」を行います。

岡
山
県

アースキーパーのつど
い2017

12月16日（土）

岡山コンベンションセ
ンター

 岡山市北区駅元町14
番1号

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１
度開催している。温暖化防止月間に併せて開催しており、温暖化に関する情報交換
と会員同士が集う場を提供する。

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 岡山県地球温暖化防止活動

推進センター
 TEL：086-224-7272

アスエコ展示「地球温
暖化防止展」

12月4日（月）～12
月28日（木）

公益財団法人岡山県環
境保全事業団　環境学
習センター「アスエコ」

 岡山市北区下石井2-
2-10

身の周りで発生している気候変動（温暖化）と温室効果ガスに関する取り組み
（「緩和策」と「適応策」）を紹介する展示を行い、私たちができることについての
気づきを促していく。

（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

徳
島
県

アースパレード2017
ｉｎ とくしま

12月10日(日） 徳島駅周辺 地球温暖化や食品ロス、エシカル消費の普及啓発を行うため、地球温暖化防止月
間にあわせパレードを実施する。

徳島県地球温暖化防止
活動推進センター、と
くしま環境県民会議、
徳島県

徳島県地球温暖化防止活動
推進センター

 TEL：088-678-6091

佐
世
保
市

エコクッキング 12月9日(土）10:30
～12:30

させぼエコプラザ調理
室

いつもは捨ててしまう野菜の葉・茎や、冷蔵庫にある余りものを工夫しながら、光熱
費削減を意識した調理法講座

佐世保市地球温暖化防
止活動推進センター
「させぼエコプラザ」

佐世保市地球温暖化防止活
動推進センター

 TEL：0956-25-0055

リサイクル講座 12月9日(土）13:00
～15:30

させぼエコプラザ工房 タンスの奥に眠っている着物や、古布等を使っての小物づくりの中で、ゴミ削減を推
進する講座

かえっこバザール
12月16日(土）10:00
～14:30

させぼエコプラザ図書
コーナー

要らなくなったおもちゃを利用して、子どもの様々な活動を促す為の遊びのツール。
かえるポイントと呼ばれる世界共通の子ども通貨で、遊ばなくなったおもちゃ等を子
ども同士で循環させる仕組みの買い物遊び



12月の地球温暖化防止月間にあたっての行事一覧（地域の地球温暖化防止活動推進センター分）

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

鹿
児
島
県

温暖化防止月間　地球
温暖化対策セミナー 12月12日（火）

かごしま県民交流セン
ター

地球温暖化防止活動を推進する民間及び団体等の活動に関する情報提供及び活動
支援を実施します。本年度は、『地球温暖化と家庭における省エネ』に主眼をお
き、基調講演は「今日からできる、省エネのポイント」と題して環境カウンセラー
林　真美氏。事例発表は、企業の取組として「省エネで地球温暖化対策と経費削
減」一般社団法人グリーン省エネ推進センター」理事　岐部貴美子氏。家庭の取組
として「各家庭のオーダーメードの温暖化対策」うちエコ診断士　柳井田　浩子氏の
事例発表を行います。

（一財）鹿児島県環境
技術協会、鹿児島県地
球温暖化防止活動推進
センター

 共催：鹿児島県

(一財)鹿児島県環境技術協
会、鹿児島県地球温暖化防
止活動推進センター

 TEL：0992-284-6013

「グリーン日記コンテ
スト」活動発表会

12月23日（土）
小中学生を対象に、夏休の自由研究の位置付で地球温暖化を学習し、夏休に家庭
内のエコチェックや省エネに取り組んで、環境家計簿をつけていただき、省エネ優
良者の活動発表を行い、表彰します。

（一財）鹿児島県環境
技術協会、鹿児島県地
球温暖化防止活動推進
センター

鹿児島県地球温暖化防止活
動推進センター

 TEL：0992-284-6013


