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平成25年度 環境省委託事業「地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業」
地球温暖化防止活動推進員の活動について

25・26年度の推進員委嘱式は、いかがでしたか？今年度
からあらたな気持ちで委嘱された重みを受け止め、期待さ
れている推進員としての積極的な活動を始めましょう。
皆さんへの活動提案としては、「うちエコ診断を受ける」
「出前講座の講師となる」「センター作成のアンケートの配
布と回収」「他の環境団体の情報収集」「センターとして出
展するイベントへのスタッフ協力」などがあります。その他

今までの各主体の関わり

今後の各主体の関わり

に、「クール（ウォーム）シェアマップを作ってみたかった」「地元市町村の実行計画を調べたい」「学校や子ども
への働きかけをもっとしたい」「エコクッキングの講師になりたい」といった具体的な「こんなことがしたい」というも
のがありましたら、お知らせください。まずは気軽に声をかけてくださいね。
初めて推進員となられた方は、上記のようなことからぜひ始めてみてください。年度末には報告書の提出もあり
ますから、活動したことをハンドブックにメモしておくと良いですね。
センターで集計業務や調査・まとめ、資料作り、WEB担当をしてくださる推進員さんを募集します。必ずしもセ
ンターに来なければならないわけではありませんが、打ち合わせ等には参加できる方で、メール等で連絡がつ
きやすい方ならどなたでも、ご協力をお願いしたいと思います。実績がなくても「やってみたい」という意欲をお持
ちの方、大歓迎です。ぜひご一報ください。

7月26日の利根沼田地区を皮切りに、8月6日中部、16日東部、19
日西部、23日運輸・産業部門、9月26日吾妻と、地区別の交流会が
始まりました。地区別推進員の集まりがこれまでなかったので、各
地区で「どういう人がいるのかわかって良かった」という声を聴きまし
た。これを機会に仲間を増やして活動を広げていけそうですね。
利根沼田地区ではさっそく8月25日に、地元の環境イベントで初め
て「推進員活動」としてブース出展、広報活動を行いました。この様
子はブログでもお知らせしましたが、うちエコ診断受診7名という良い
8月6日の中部地区推進員会議では､積極的な
結果も出しています。すでに二度目の会合もし、反省会と今後の予
情報交換・意見交換が行われました
定などを話し合いました。動きが速いですね。
西部地区では、小水力に着目し、11月に藤岡～高崎で見学会をすることになりました。このような、地区での
特徴ある活動をブログ「えこ楽ぐんま」でどんどん紹介したいと思います。
各地区の推進員会議や地域のイベントに積極的に参加し､活動の輪を広げていってください。

☆★☆ 25年度から推進員さんにお願いしたいこと ☆★☆
◎25年度委嘱を受けた推進員さんは、委嘱式や地区部会でも説明させていただきましたが､ 25年度から､
推進員さんに関わる国の事業が行われ､今まで以上に活躍する場が増えます。
具体的には、
①うちエコ診断の自らの受診と受診働きかけ
②地域におけるCO2排出実態の調査（アンケート等）
③CO2排出実態データの集計・分析・報告
④地域の温暖化防止活動団体の活動調査
⑤温暖化防止啓発資料の作成

⑥出前講座の講師引き受け
⑦地域の環境保全・温暖化防止に関する
イベント情報の提供
⑧地域でのイベント出展や県下広域における
センターイベント出展へのスタッフ参加

などをお願いすることになります｡詳細は個別に追ってご案内しますので、ご協力、よろしくお願いします。
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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､ 民生部門で、今年度の新任の温暖化防止活動推進員さんを紹介します。

初めまして・・・推進員一年生です！
--野呂 久子さん 〔吉岡町在住〕
群馬県の吉岡町に東京から移り住んで一年半になります。
空気や水や野菜が美味しい、自然豊かなこの地を終の棲家に選んで良か
ったと喜び暮らし始めた私は、ショックなニュースを耳にしたのです。
群馬県は魅力度と生活ごみの排出量が揃って、全国ワースト一位だと・・・！！
そうなんです！！ 引っ越してすぐにごみを出しに行ってビックリしました。
燃えるごみの中にリサイクル出来る紙が、燃えないごみの中に缶や瓶を
見つけたのです。
東京でリサイクル活動をしていた私には、カルチャーショック
でした。う～ん・・・群馬でのんびり静かに暮らす予定の私に火
が付きました。この群馬県のごみの実情を知りたく、県のエコ
カレッジを受講し、環境アドバイザーと、今年度この推進員と
なりました。
そして今年度の「うちエコ診断員」の資格も取らせて頂きました。
ただし、こんな意気込みだけで私自身に何が出来るのか少々
不安を感じていた時、推進員の中部地区の会議があり、集まっ
た推進員の方々からごみ減量を含め、地球温暖化防止活動に
熱心に取組んでいらっしゃる地域があることを知りました。
この中部地区のイベント等々の情報を共有する事と、横の繋
がりが更に広がることがいいきっかけになる事も感じました。
うちエコ診断員として､初の診断実施中
又、個人的にも昨年自分でも受けた、うちエコ診断を勧めたい
と思っています。節電方法に気付かせて頂いた経験から、たくさん
の方にこの「気付き」を！推進員先輩の皆様・・・私にも更なる気付きを宜しくお願いいたします。

仕事のついでに広報活動 CO2は排出しません！
--森澤 誠さん 〔高崎市在住〕
私は公益社団法人東京電気技術者協会に入会して、自家用電気工作物保守
管理の仕事をしております。当協会は一都六県及び山梨県と静岡の一部が仕事
のエリア、会員数約2,500人、契約事業所（お客様）『工場：病院：学校：スーパー
マーケット等』約78,000です。
私達の仕事は毎月又は隔月に一度事業所へ出向き、自家用電気工作物保守
管理をして、電気事故の未然の防止や事業所の従事者（電気に携わる人）に、
保安教育や災害その他電気事故が発生したときの措置のしかた等を教育する義
務と責任があります。
必然的に契約事業所に勤務している複数の方々と話を
します。何度か訪問する内に人間関係も構築されますの
で、『地球温暖化の状況や省エネの必要性』や少しの工
夫で電気代が安くなる話をしますと快く聞いて頂けます。
みなさん綺麗な地球を子孫に残したい気持ちは全員
お持ちですし、少しでも節約したい気持ちも当然持って
おります。２～３分で伝えられるちょっとした情報の提供で、
相手の意識が変われば目的は達成。応対者の時間がな
い時は、小冊子を渡して、“皆さんでご覧になって下さい”
で目的が達成できます。
行ったついでに情報提供！CO2排出ゼロの推進員なら
誰にでも出来る簡単で手軽な広報活動をしております。
産婦人科松原医院で診療開始前に『じょうずな
節電・省エネアクション』の内容説明
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地区代表推進員さん紹介‐1
このページでは、今年度から設けられた6つの「地区部会」の地区代表者さんに登場していただき、
自己紹介と地区代表者としての抱負､今後の取り組みなどについて語っていただきました。 地区の
活動の推進役として、今後の益々のご活躍が期待されます。

人と地球の共鳴
--内田 伸一さん〔中部地区代表･･･吉岡町在住〕
この度、中部地区代表となりました吉岡町の内田です。
本業は開業２５年の鍼灸師です。東洋医学的見地から、小宇宙人間の
気のバランスの崩れと地球の温暖化を共鳴現象と捉えて、一人一人が本
来の自分を取戻し、バランス良く生活を送るとき、環境も自分たちに合
ったものになると考え、日々、気づきと共に行動を心がけています。
趣味はゴミ拾い。不要なものを取除くこと(自分、他人の邪気を払う
能力を高めるため) 他人の後始末をすること(自分の後始末ができない
ので、笑) 行動していると後から意味が解ってきます。すべての行いは
自分に返ってくるので・・・。
今まで推進員の皆様はそれぞれ個々に素晴らしい活動をされています。個々での活動の為、
意欲を失い志半ばで去った人もいるでしょう。今、各団体が連携をとって一つの大きなエネ
ルギーになろうとしています。そのエネルギーが、新たに皆様の気づきと行動を助け、そし
て良い情報、現象を引寄せてくれるのを期待しています。

地球のペースがある。人がそれを崩さないように
--田口 勇夫さん〔西部地区代表･･･藤岡市在住〕
進化の過程で、魚類が陸上に上がるために「ヒレが手に進化」する
のに約１億年かかったそうです。植物を含めた地球上の生物は急激な
変化についていけません。だからここ数百年の急激な気候変動が問題
になるんですね。「一人一人ができることを何かしなければ！」そん
な思いで温暖化防止活動推進員をやらせていただいております。
私は今年度より西部地区の代表を仰せつかった田口勇夫と申します。
環境系の知識は「カーボンカウンセラー」という約３か月間の講義
を受講したことが基礎的な部分になっております。
写真は「エネルギーフォーラム」での
今年度の目標として先日の地区会において「まずできることから
出前講座の講義時のものです
はじめよう」という趣旨のもとでたくさんの意見が出されました。
それを協議しながら多くの人と実行していければと思います。内容については後日の機会にご紹
介させていただきます。よろしくお願いします。

点から線へ
--山田 克仁さん〔吾妻地区代表･･･中之条町在住〕
今期、地球温暖化防止活動推進員吾妻地区代表を担当すること
になりました、山田克仁と申します。中之条町役場保健環境課で、
温暖化対策等も含めた環境衛生業務を担当しています。
地区代表ということですが、地球温暖化防止活動推進員も昨年
７月に任命されたところで、まだまだ経験も浅く、皆さまに迷惑
をかけないように推進員として学んでいかなければならないところです。
吾妻地区の今後の活動方針ですが、具体的な内容はまだ決まっていま
せん。ただ、これまで推進員個々の点としての活動だったものを、線・面の活動にできるように、
推進員同士の横のつながりを増やし、新任からベテランの推進員まで活動しやすい環境を作って
いきたいと考えています。
－3－

地区代表推進員さんの活動紹介‐2
地域に密着した活動を
--須永 徹さん〔東部地区代表･･･太田市在住〕
東毛地区代表を仰せつかりました須永です。
普段は太田市を中心にＮＰＯみんなの未来研究所として、子供
たちが環境って大事だよねと気付く場面作りや、音楽による地域
活性化などを行っております。また群馬県環境アドバイザー連絡
協議会の代表としても活動させて頂いておりますが、これからは
地球温暖化防止活動推進員として、県や市の環境政策課や東部環
境事務所さんなどと連携し、更に地域に密着した啓発活動をすす
めていきたいと思います。
現時点では具体的な活動計画は定まっておりませんが、関係各位と相談しながら啓発活動
としての講演会やイベント、研修会等を検討して参りたいと思います。

人は変われる！ 地球を子供達に継ぐために
--戸丸 則子さん〔利根沼田地区代表･･･沼田市在住〕
今､自分たちの生活向上の手段を手に入れた結果、私たちは地球温暖化
という現実に振り回され、悩まされています。現象として、異常気象が
そうです。
十数年前、ホッキョクグマが氷の上に乗り､流されていく様子が報道
されました。温暖化という現実を見たのです。ところが今では、日本向
けの原油を積んだ船が、北極海の氷を砕きながら進むロシアの砕氷船に
誘導されて、北極海回りで日本に入港しているのです。これを見て、憂
うべきか原油が安くなると喜ぶべきか、自問自答を繰り返しています。
他国と生活水準の差や温度差（温暖化に関心があるかないか）があるに
しても、私は自分なりに今すべきこと､たとえ個人が出来ることは小さくとも自分を変える
ことが温暖化防止に繋がっていくことになればと思い､行動しています。
今、地球上にいる人たちが、大切な地球を子供達や孫､その後に続くようにする役割があ
ると思います。

環境ＧＳの普及とうちエコ診断の受診を
--土屋 充男さん〔運輸･産業代表･･･高崎市内勤務〕
初めまして、㈱群成舎の土屋です。この度、運輸・産業部門の代表を
務める事になりました。どうぞ宜しくお願いします。
７月１６日（火）に、第１回群馬県地球温暖化防止活動連携会議にて
群馬大学西薗先生より、全国的に見て群馬県は災害が少ない為、身近に
温暖化の影響を感じにくいかも？と話されておりました。しかし本年は、
全国的に例年に無い大雨が降り様々な自然災害が起きました。一概にす
べてが温暖化の影響とは言えないですが、多少なりとも影響があると思
います。
本年より地球温暖化防止活動推進員の組織が明確になり、運輸・産業部門としての第１回地
区会議も開催され、各推進員より活発なご意見を頂きました。今後の活動として推進員に、新
たな企業に「環境ＧＳ」の普及活動のお願いと、推進員自ら「うちエコ診断」を受けて省エネ
を実感して頂き、事業所の中などで広めてもらえればと思います。皆様と楽しく地球温暖化防
止活動を行って行きたいと思います。その為に微力ながら頑張ってまいる所存です。
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推進員委嘱状交付式および交流会を開催しました！
過日、「群馬県地球温暖化防止活動推進員委嘱状交付式」
を開催いたしました。
また、地域内の推進員様の交流を深めるとともに、活動
の紹介を通じ、今後の活動をより充実させることを目的に、
交付式後に地区別の交流会を開催いたしました。
○日時・会場 平成２５年６月１９日（水） 群馬会館
○参加者 計１０９名
○内容
・委嘱状交付式 吉川群馬県副知事より委嘱状の交付
および挨拶
・基調講演
演題：「地域における地球温暖化防止活動
（委嘱状交付式の様子）
促進事業」について
講師：菊井 順一氏（全国地球温暖化防止活動推進センター 専務理事・事務局長）
・地区別交流会

県民１人１日あたりのごみ排出量が

？！

県内で１年間に出されるごみの量は、７８８千トン（平成２３年度）です。これを県民１人あたりに換算すると、
県民１人ひとりが毎日１，０７６グラムのごみを出していることになります。この量は、全国平均の９７５グラム
（平成２３年度）と比べると、約１０％多くなっており、全国でワースト２位という結果になってしまいました。
（平成２２年度はワースト３位）
県は、環境情報サイト「ECOぐんま」において、「ぐんま３R宣言」を掲載し（http://www.ecogunma.jp/f_3r/）、
身近に実践できる３Ｒの取り組みを気軽に宣言していただき、県民の皆さんの継続的な取り組みを後押しさ
せていただいております。是非ご参加ください。

推進員ニュースをメールで送付させていただきます
「群馬県地球温暖化防止活動推進員 推薦調書」において、省資源化の推進のため、メールを活
用した情報提供のご協力をお願いしたところ、多くの推進員様にご賛同いただきました。
ご賛同いただいた推進員様には、今号から、ご指定のPCアドレス宛に電子メールでニュースの送
付をさせていただきます。（メールの停止やアドレスの変更は、お手数ですがご連絡ください。）
ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
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群馬県地球温暖化防止活動推進センターより

25年度も県から「家庭の節電・省エネ推進プロジェクト業務｣を受託し､推進員さんの
ご協力をいただきながら、夏・冬の家庭における節電・省エネに取り組んでいます。
①｢ぐんまちゃんのじょうずな節電･省エネ アクション｣リーフレットの作成(夏用･冬用),②節電・省エ
ネ出前講座への講師派遣(目標：50回実施)を行っています。趣味の集まりや地域の会合の前のちょっとし
た時間（20分程度～）に人数は10人前後から、講師を派遣します。
一人でも多くの県民の皆さんの「節電・省エネ」意識の定着､行動に繋げていきたいと思います。
推進員の皆さんにはこれから冬に向けて、多くの方が無理のない、かしこい節電・省エネ生活を送れる
よう引き続き､地域への出前講座開催の呼びかけと講師の引き受けをお願いします。

ご存知ですか？あなたの家のCO2はどこから出てる？

「うちエコ診断」を受けましょう
推進員さんには、「うちエコ診断受診は、ほぼ義務だと思ってください」とお伝
えしていますが、まだまだ推進員さんの申し込みが少ない状況です。
これから「イベント時での受診」などのチャンスがありますので、個人個人へ
直接ご連絡いたします。推進員さん自身はもちろんですが、周りの友人知人・
ご家族ご親戚といった方々へ、ぜひ受診を呼びかけてください。12月には目標
の「100件達成」となりますように、皆様の広報活動をよろしくお願いいたします。

イベント会場でのうちエコ診断の様子

9月8日「食とエネルギーの群馬スリム化フェスティバル」無事終了しました。
学校・企業・個人及び団体による出展約40ブース、あいにく雨交じりの
お天気ではありましたが、イベント趣旨を理解した出展者さん同士が「こん
なイベントは今までなかった」とお互いに情報交換・親交を深められたと
大変好評でした。会場となった学校にはゴミがひとつも落ちていない状態、
使用したリユース食器は破損紛失が一個もなく、「本当にいいもの・こと」を
紹介できたイベントになりました。一番人気だったのは、ぐんまちゃんの「エコ体操、３Ｒ体操」でした。ブロ
グでも紹介していますので、ぜひご覧ください。
コンソーシアム自体はまだ「エコクッキング出前講座」で継続中ですが、こちらも大変人気で、すでに予算
オーバー気味のため、募集を締め切りました。エコクッキング出前講座は来年も開催予定です。

推進員の集まりの場､交流の場、勉強の場が欲しい！そんないろんな意見が出る中
で24年度から始まった「推進員の集い」です。25年度も、パワーアップして継続します｡
どうぞお出かけください！きっと新しい出会い・展開がありますよ！
事務局でも、少しでも推進員さんの活動支援ができればと考えておりますので、 皆
さまからの忌憚のないご意見をお寄せください。 集いについても、開催日のご希望
でも、企画提案でも、相談でも苦情でも、 なんでもお寄せください！メールお待ちし
ています。 info@gccca.jp へどうぞ。

◇センターのホームページ、ブログをご覧ください ・・・・・ホームページＵＲＬ http://www.gccca.jp/
◇センターの集いに参加しませんか。 メルマガ登録してください！
毎月センターに集まり、みんなでテーマを出し合い、情報交換を行っています｡ どなたでもご参加できます。
10月は、日程､テーマが決まり次第､センターホームページやメルマガでお知らせします。メルマガ登録が
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。
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