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今後のセンター関連行事等の予定のご案内≪積極的なご参加を！≫

センターでは、推進員のみなさんのスキルアップと活動の連携を強めるための研修会などを開催しています。

◇1月15日(木) 13時30分～ 東部地区推進員会議…会場：太田市市役所6階6B会議室

◇1月16日(金) 9時～ 中部地区施設見学会…伊香保グリーン牧場の環境の取組み(詳細は別紙案内参照)

◇1月18日(日) 13時～ NPO法人「地球温暖化防止ぐんま県民会議」10周年記念運動会

会場：前橋市日吉体育館（詳細はちらしをご覧ください）

◇1月26日(月) 13時30分～ 群馬県地球温暖化防止活動推進員平成26年度第2回全体研修会

会場：前橋市総合福祉会館多目的ホール（詳細は別紙案内をご覧ください）

◇2月 6日(金) 13時30分～ 西部地区推進員会議…会場：高崎市役所会議室

◇3月13日（金) 14時～ 群馬県地球温暖化防止活動推進センター10周年記念シンポジウム(会場：群馬会館)

センターホームページ掲載の群馬県環境ボランティア団体は、お陰さまで12月
25日現在で98団体の方々にご登録いただきました。
登録いただいた皆様からの『活動概要』『団体からのメッセージ』では、団体の

活動の他、県内の貴重な植物や生き物など、群馬の多様な魅力について知る
ことができます。また、環境ボランティアという切り口から様々な方を笑顔にされ
る活動についても紹介させて頂いています。ぜひ、各団体からのメッセージをご
覧ください。

引き続き群馬県環境ボランティア団体一覧へのご登録を、お待ちしています。
お知り合いの方で活動されている方等が、いらっしゃいましたらご紹介ください。

また、今般、登録団体の方々との交流会も企画しました。ぜひご参加していた
だき、情報交換や新たな連携に繋げていただきたいと思います。（東部,西部地
区は下記『予定のご案内』の地区推進員会議後に､中部地区は全体研修会後
に交流会を実施｡吾妻,利根沼田地区は実施済）

◇環境ボランティア団体一覧への登録方法について
申し込み方法は、センターホームページの『各種申し込み』より

ご登録ください。また。電話でのご登録もお待ちしています。

～登録団体数が、あと少しで100団体となります！～

◇団体活動紹介URL
http://www.gccca.jp/volunteer/

この度、群馬県地球温暖化防止活動推進セン
ター(以下、センターと略します)のホームページ
に推進員同士が交流できるページ(掲示板)がで
きました。 皆様のご意見、ご提案、お知らせした

い事等をどんどん投稿して、情報共有の場として
活用していきましょう。

センターのホームページは検索サイト
(Google、Yahoo等)から、キーワード「群馬県
地球温暖化 センター」で検索すると、「群馬県地

球温暖化防止活動推進センター」が表示され、
ホームページ（URL：http://www.gccca.jp/）を
開くことができます。

情報共有と活動の輪を広げるため、ご活用ください

掲示板はトップ画面にある、「地球温暖化防止活動推進員のページ」のプルダウンメニューから「推進員
専用掲示板」をクリックします。(推進員のみ利用可です) 掲示板に入る時はパスワードが必要です。別紙
に記載されているパスワードを入力してください。
皆様の積極的な投稿をお待ちしています。

「推進員のページ」を
プルダウンし、ココを
クリック
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私が勤めている(一社)群馬県トラック協会は、現在、県内のトラック運送
事業者９３０余社で組織されている団体で、「安全・安心・確実な輸送」の
実現を目指して様々な事業を展開しております。
公道を使用して事業を行うトラック運送業界にとって、輸送の安全確保

とともに、トラックが排出する二酸化炭素(ＣＯ２)の削減は、社会的使命です。
私は、運輸部門の地球温暖化防止活動推進員として、当協会の事業を

通じて、業界におけるＣＯ２排出を削減するため、①グリーン経営(環境に
配慮した経営)の普及促進、②群馬県環境ＧＳ認定制度の取得促進、③省
エネ安全運転研修会やエコドライブ管理システム付きドライブ
レコーダーの無償配付(３年間の台数～８７２５台)等による
エコドライブの普及促進、④各種助成事業(低公害車の導
入促進他)などの施策を実施しております。また、森林育成
を通じての地球温暖化防止を目的に、前橋嶺公園内に「ト
ラックの森」を整備して、年２回、会員及びその家族等約
２００名による下草刈りなどの作業を実施しております。
プライベートでは、３年前の自宅新築の際、太陽光発電シ

ステムを導入しオール電化住宅にして、年間電気使用量の
約７割を太陽光発電で賄うとともに、マイカーはハイブリッド
車に乗り換えております。また、職場や自宅では、冷暖房の
抑制、こまめな消灯等省エネに努めております。

「省エネ施策を１００％やり尽くす！」

-- 小林 智美 さん 〔産業部門 (株)ミツバ：桐生市〕

ミツバはＣＯ２排出量／売上原単位を２０１３年度比で毎年１％削減して
いくという３カ年計画を策定し、省エネ委員会・開発省エネ部会・物流省エネ
部会と領域を分けた省エネ活動を推進しており、私はその事務局を担当
しています。
高効率な空調やコンプッサーなどの省エネ設備の計画的な導入から

エアー漏れ改善や廃熱の有効利用など細かな施策の進捗管理、更に
設備製作や工程設計の段階から環境負荷を低減する源流に遡った改善
活動の企画・運営を行っています。特に、これまでに実施してきた有効施
策は『１００％やり尽くす』という方針で臨んでいます。例えば、水銀灯を
ＬＥＤ照明へ変更する場合、一部の拠点だけが実施するのでは
なく、全社で全ての水銀灯を洗い出し、１００％変更をやり尽く
します。また社員の省エネ啓発活動として、空調・照明管理者
の表示、家庭で取り組める節電アクションなどを社内にアナウ
ンスしています。
地球温暖化防止活動推進員として頂いた情報も大いに活用

し、自宅でもグリーンカーテンや窓の断熱対策、エアコンフィル
ターのこまめな清掃など出来る事から取組んでいます。
電気やガス・燃料油の料金が上昇しています。省エネ意識を

もった行動は、地球温暖化を防止するとともに経営コストの削
減にもつながることから、省エネ活動を盛り上げて、省エネ施
策の１００％やり尽くしを今後も継続していきたいと思います。 社内で使用しているＷＡＲＭ ＢＩＺポスター

や空調・照明管理責任者表示

このページでは、各地で活躍されている群馬県地球温暖化防止活動推進員さんの活動を紹介しています。

今回は､運輸・産業部門で活躍されている推進員さんを紹介します。

このページでは、各地で活躍されている群馬県地球温暖化防止活動推進員さんの活動を紹介しています。

今回は､運輸・産業部門で活躍されている推進員さんを紹介します。

「環境にやさしいトラック輸送を目指して」
-- 美濃輪 広幸さん 〔運輸部門 (一社)群馬県トラック協会：前橋市〕

エコドライブ管理システム付きドライブレコーダー
の使用・活用方法等についての「配付前説明会」
の開催状況



今年度から大切な森林を守るための財源として、県民や事業者の皆様に広く費用負担していた
だく「ぐんま緑の県民税」を導入しました。
奥山などで林業経営が成り立たず放置された条件不利地森林などの整備のほか、市町村提案型事業として

住宅や道路周辺の里山・平地林、竹林など、身近な荒廃した森林の整備にも活用しています。また、森林ボ
ランティア活動や森林環境教育も推進していきます。
なお、今年度の市町村提案型事業の募集は終了しました。来年度も募集する予定ですので、地域の課題解

決のため活用をご検討ください。詳しくは各市町村へお問い合わせください。

－3－ （環境政策課）

ぐんま緑の県民税 ： 群馬県林政課 TEL  ０２７－２２６－３２７８

群馬県森林ボランティア支援センター ： 群馬県緑化推進課 TEL  ０２７－２２６－３２７２

県からの
お知らせ

群馬県森林ボランティア支援センターが開設されました

みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」

１．水源地域等の森林整備
・条件不利地森林整備 ： 201ha
・水源林機能増進 ： 108ha
・松食い虫被害地の再生 ： 23ha ※併せて各事業地調査を実施

２．ボランティア活動・森林
環境教育の推進

・ボランティア活動の推進 ： 森林ボランティア支援センター、専用HP「モリノワ」開設
・森林環境教育の推進 ： 緑のインタープリター養成

３．市町村提案型事業

・荒廃した里山・平地林の整備 ： 整備面積〈森林 63.09ha、竹林 42.75ha〉
・貴重な自然環境の保護・保全 ： 保護・保全する動植物の種類〈植物3種、昆虫2種〉
・森林環境教育・普及啓発 ： 自然体験、森林整備体験など〈18事業〉
・森林の公有林化 ： 購入面積〈水源林 14.11ha、平地林 0.35ha〉
・独自提案事業 ： 整備面積〈森林 4.95ha、竹林 3.60ha〉

４．制度運営 ・制度の普及啓発、事業の評価検証等

【平成26年度事業内容（予定）】

今、森林において、自ら積極的に森林整備等の活動を行う森林ボランティ
アの方々が増えています。森林ボランティアの活動は私たちの暮らしのため
にも、また、地球温暖化防止のためにも、非常に重要な活動です。そこで、
この森林ボランティアの活動を推進し一体的な支援を行う拠点として、「森
林ボランティア支援センター」を開設しました。

～森林ボランティア活動推進のための業務～

このセンターはボランティア情報の収集と提供、指導や資機材の貸出など、

一体的なサポートを行います。
○情報収集・提供 森林ボランティアに関する情報収集と提供を行います。
○資機材の貸出し チェーンソーや刈払い機など森林整備に必要な器具を貸出しします。
○安全講習の実施 チェーンソーや刈払い機などの取扱作業について安全講習会を実施します。
○技術指導・助言 安全な森林整備作業を行うために希望する団体などに技術指導・助言を行います。
○情報交換・交流 森林ボランティアの交流と情報交換の場を提供します。
○活動コーディネート ボランティア活動をしてみたい方に森林ボランティア団体を紹介し、体験の機会を

提供するなどの活動サポートを行います。

～ホームページ「モリノワ」について～

森林ボランティア活動の情報収集と提供、また情報交換の場として森林ボラ
ンティア支援センター専用ホームページ「モリノワ」を開設しました。このサ
イトの名称は、モリ（森）を中心に森林ボランティア支援センター、森林ボラ
ンティア団体、県民、県・森林組合等の関係団体がワ（輪）をつなぐという意
味を込めて、親しみやすい名称として名づけました。
森林ボランティアに関心のある方は、ぜひ下記ホームページアドレスを

チェックしてみて下さい。
【ホームページアドレス】http://www.morinowa.pref.gunma.jp

安全講習会の様子

ホームページ「モリノワ」

お問い合せ先



群馬県地球温暖化防止活動推進センターより

◇つきいちキャンドルナイトにご参加下さい…１月30日（金）１7時～ センターにて

◇メルマガ登録して下さい・・登録がまだの方は、メールアドレスをセンター（ info@gccca.jp） へお知らせ下さい。

今、地球上に起こっている温暖化の影響・・・この温暖化の影響と思われる地域
の身近な現象の情報収集をしましょう！

動植物・農産物・気象等ジャンル別にして。 情報はメール,FAXでセンターまでお寄せください！
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編集・発行

群馬県地球温暖化防止活動推進センター 群馬県環境政策課
〒371-0016 前橋市城東町2－3－8 〒371-8570 前橋市大手町1－1－1     
TEL：027-237-1103  FAX：027-232-1104 TEL：027-226-2817  FAX：027-243-7702
MAIL：info@gccca.jp MAIL：kanseisaku@pref.gunma.jp

県委託事業「家庭の節電・省エネ推進業務｣の節電・省エネ出前

講座への講師派遣では、10人前後からの趣味の集まりや地域の

会合の前後の時間（20分程度～）に講師を派遣しています。

12月20日現在の申し込みは38件（うち実施済35件）で、目標40件
まであと2件です。

今年度は､家庭のCOの2削減をテーマにしたリーフレット『ぐんま

ちゃんのじょうずなCO2ダイエット作戦』も紹介しています｡

推進員の皆さんには､これから本格的な冬に向けて、多くの方が

無理のない節電・省エネ生活を送れるよう､周りの方に出前講座

開催を呼びかけてください。

「家庭の節電・省エネ出前講座」

センターからのお知らせ

26年度「家庭の節電・省エネ出前講座」申し込み状況
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推進員の皆さま、エコライフアクションシートの提出期限が12月いっぱいとなっていま
す。まだ提出されていない方、また、記入を他団体等へお願いされている方は回収の上、
12月中に提出をお願いします。ＦＡＸでも、郵便着払いでも結構です。
ソーラークッカーモニターさんも報告書の提出が今月中です。ご協力をお願いします。
アクションシートとりまとめ、およびソーラークッカーモニター報告書を取りまとめ、ホーム

ページでアップしますのでお楽しみに！

25･26年度の推進員さんの委嘱から1年半が経過し､残すところあと半年となりました。今年度も各地で積極的に

活動されています。今回は9月以降､各地区で推進員さんが協力して取り組んでいる状況を一部ご紹介します｡

中部
地区

◇10月12日（日）吉岡町ふるさと祭り

推進員さんが､ブース出展。環境を考えるクイズ,
リーフレット配付等

◇10月14日（火）中部地区推進員会議

推進員さんが講師となって､勉強会を実施。テーマは
「温暖化はあなたの中に起こっている！」

西部地区

吾妻地区

利根沼田地区

東部地区

運輸・
産業部門

◇10月9日（木）吾妻地区推進員会議

◇9月17日(水）地区推進員会議

活動状況報告と情報交換・意見交換

8月のイベント反省会,今後の取り組みについて
◇10月23日(木）地区環境団体・推進員交流会

地域の環境団体との交流：活動紹介、意見交換
◇11月3日(月）川場村文化祭

◇11月28日(金）部門推進員会議

活動状況報告と推進員として何が出来

るか等今後の取り組みについて意見交換

センター出展ブースに推進員さんが協力

◇11月9日(日）太田市環境フェア

◇11月1-3日地区草津町文化祭

推進員さんがブース出展｡パネル展示,リーフレッ
ト配付等

推進員さんが「家庭でできるエコライフ」をテー
マにブース出展｡パネル展示､リーフレット配付等

◇10月14日(火）地区推進員会議

活動状況報告と今後の取り組み（施設見学先等）討議

◇12月11日(木）西部地区研修会(新エネルギー見学）

推進員さんの企画による県内の
新エネルギーの見学
①地下水熱利用地域冷暖房シス

テム〔高崎市宮元町〕
②木質ペレットの製造現場

〔前橋市苗ケ島〕
③もみ殻を活用した「モミガライト」

の製造装置と実演
〔JA前橋市〕

地中熱システムについて熱心

に話を聞く推進員さん達

ソーラークッカー


