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地球温暖化防止活動推進員ニュース

「委嘱状交付式」へのご参加、
ありがとうございました！
6月25日（木）群馬会館ホールにて、
27・28年度群馬県地球温暖化防止活
動推進員委嘱状交付式が開催されまし
た。今期は、全推進員202名のうち、
4割以上の85名が新規に委嘱され、推
進員を代表して民生・産業・運輸部門
から3名の方がステージ上で吉川副知
事より委嘱状を受領しました。

交付式に引き続いての研修会は、国立環境研
究所の藤野純一氏が「温暖化の最新情報と全国
の推進員活動紹介」と題して講演。推進員活動
では京都府センターの推進員による再エネ普及
調査、パネルやツール作成の事例を紹介してく
れました。推進員活動を支援するのが地域のセ
ンターです。群馬県センターもどんどん利用し
てくださいね。
（当日、講演資料より）

中部地区代表・・・
西部地区代表・・・
東部地区代表・・・
吾妻地区代表・・・
利根沼田地区代表・
運輸・産業代表・・

初めての顔合わせとなった民生地域
別・部門別の交流会では、自己紹介の
あと、それぞれで役割（代表者・連絡
係・記録係）が決められました。次の
会合をどうするか、今後何をやってい
くかが話し合われました。

内田 伸一
田口 勇夫
西村 豊
反町 忠雄
角田 和男
土屋 充男
（敬称略）

推進員のページを随時更新中♪チェックをお忘れなく
この日の参加状況は推進員104名（新規
の推進員は6割近くの出席）でしたが、実
際に足を運ぶことが困難な方も多くい
らっしゃいますので、今後は交流しやす
いツールとしてホームページ内の「推進
員のページ」をご活用ください。

（センターＨＰより）
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おひさまパワーは1366w/㎡
諸外国に払うお金を地元で払えば巨大な経済効果
推進員研修は7月10日から各地区および県庁
での6回開催されました。講師は一般社団法人
Forward to 1985 energy life理事で栃木県佐
野市在住の吉田登志幸さん。「今こそ立ち上
がろう！ぐんまの大人達〜地球温暖化防止の
意味と意義〜」と題して、自らの動機から活
動内容、専門分野の住宅に関しての省エネに
ついて話してくれました。
（当日、講演資料より）

「日本はエネルギー自給率が5％ほどですが、エネルギー資源がないわけじゃないんです」「活
動には目標が必要です。まずは自宅のエネルギー消費を1985年レベルを目指してみましょう」
「おひさまはすごいエネルギーをタダでくれてるのに、請求書よこさないんですよ」と、実践可能な
わかりやすいお話が盛りだくさんでした。
講演の中で紹介された「1985ホームページ」へはこちらから→http://to1985.net/index.html

（Forward to 1985 energy life

ＨＰより）

出前講座 講師養成講座が開かれました！
8月7日に開催した出前講座講師養成講座に
は、予想を上回る7名もの参加者が。ちょっと
センターの事務所では狭く感じられましたが、
講師の内山恵子さん（中部地区推進員）は臨
機応変に「出前講座のコツ」を伝授してくだ
さいました。人数が多ければそれなりに、少
なければまたそれなりに・・

直近で内山さんが講師を務めた際に作った
レジュメを紹介しながら、新しいツール「ど
こでもフリップ」を使って、話すポイントや
やり方などを教えてくれました。温暖化の話
をするのが大前提の出前講座ですが、それぞ
れの生活や活動の中で自分の得意分野に絡め
ていくと話しやすいですね。

－2－

地球温暖化防止活動推進員の皆様へ
る活動を実践していただくとともに、身近な方々に対し
て、また、地域の会合、所属する団体等において温暖
化の現状や対策について普及啓発活動を実施してい
ただくなど、県内の地球温暖化対策を推進するために
最前線での活躍を期待しています。
地球環境を守り、持続可能な社会を創っていくため
には、地域や家庭で県民一人ひとりが行動することが
大切です。多くの方々の御理解のもと、温暖化の防止
に向けた取組が一層前進できますよう、皆様の御協力
をお願い申し上げます。

皆様には、日頃から県環境行政の推進に対し、御
支援を賜っておりますとともに、この度「群馬県地球温
暖化防止活動推進員」を快くお引き受けいただきまし
て、心から感謝を申し上げます。
地球温暖化防止活動推進員は、国の法律である「地
球温暖化対策の推進に関する法律」第23条に基づき
群馬県知事が委嘱するものです。推進員の主な役割
は、地球温暖化の現状や対策の重要性について住民
の理解を深めることであり、活動そのものはそれぞれ
の地域に根ざして行っていただくこととなります。
推進員の活動は、「自主活動」が基本となります。ま
ずは、推進員の皆様が、自ら地球温暖化対策に関す

群馬県環境森林部環境エネルギー課長

中田 富久

県からの
お知らせ

１ 趣旨

本県では、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に実施するため、温室効果ガスの削減目標とその目標
達成のための取組を示す「群馬県地球温暖化対策実行計画」を平成２３年３月に策定し、温室効果ガス削
減に関する取り組みの計画的な推進を図ってきました。
この「群馬県地球温暖化対策実行計画」の計画期間は平成３２年度（２０２０年度）までの１０年間ですが、
東日本大震災後、エネルギー情勢が大きく変化したことから、国のエネルギー基本計画と震災後の県民意
識、社会情勢を踏まえて、計画を平成２７年３月に改定しました。
本計画では、本県が目指すべき将来の姿を「豊かな低炭素社会」とし、その実現に向けた道筋を明確に
示しています。

２ 目標と指標
部門
産業

業務

家庭

指標
製造業の付加価値額当たりのエネルギー消費量

単位
GJ/百万円

運輸

16.5 (▲15%)

2,560

5,000

1.59 (▲20%)

1.57 (▲21%)

908

2,560

5,000

46

43

％

1.4

7.2

事業者

床面積当たりのエネルギー消費量

GJ/m 2

（再掲）環境ＧＳ認定等事業者数

事業者

家庭１世帯当たりのエネルギー消費量

GJ/年

自動車保有台数に占める次世代自動車の普及率
自動車１台当たりのガソリン消費量

廃棄物

17.7 (▲8%）

環境ＧＳ認定等事業者数

住宅用太陽光発電設備普及率

県民１人当たりのごみの排出量

現在
削減目標
基準
年度 （基準年度比） （基準年度比）
2007
2013
2020
19.4
908
1.98

(▲7%)

将来目標
（基準年度比）
2030
13.7 (▲29%)
20,000
1.44 (▲27%)
20,000

40 (▲12%)
15

38 (▲17%)
30

％

0.7

8.0

リットル

832

606 (▲27%)

541 (▲35%)

416 (▲50%)

g/日

1,153

1,050 (▲9%)

890 (▲23%)

700 (▲39%)

％

16.1

15.6

％

0.4

3.3

％

1.4

7.2

リサイクル率
再生可能エ 新エネルギー自給率
ネルギー （再掲）住宅太陽光発電設備普及率
温室効果ガス削減率

基準年

50

25

35

4%以上

増加

15

30

▲６％

▲８％

森林吸収量

▲６％

合計

▲１４％

本計画に関するお問い合わせ先：群馬県環境エネルギー課地球温暖化対策係
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20

３割程度削減

TEL ０２７－２２６－２８１７
（環境エネルギー課）

「スマートサイクルぐんま」始まります！
～自転車に乗って、心も体も地球も爽やかに♪～
「スマートサイクルぐんま」とは
自動車から自転車へ移動手段を変えることで、自動車
燃料によるＣＯ２排出削減ができる、誰でもできる温暖化
防止活動です。
具体的には、普段、自動車を使っている方が少しでも
自転車へ乗り換えていただく、モニターを募集します。
自転車の走行距離が分かるサイクルメーターを利用して
計測してもらいます。計測した数値を、当センターＨＰ
にある「スマートサイクルぐんま」の入力フォームに数
値を入れていただくと、総走行距離が分かるようになっ
ています。
9月12日、13日に開かれます『スマートサイクルぐん
まキャンペーンセミナー』に参加していただくと、サイ
クルメーターを無料で取り付けます。

センターからのお知らせ
（１）会議開催のお知らせ
①第2回 東部地区地球温暖化防止活動推進員会議
・日時 9月17日（木）10：00 ～ 12：00 ・場所 太田市エコハウス（北部運動公園）
・内容 ①推進員 加藤氏の講演 ②推進員 長沼氏の講演 ③エコハウスの説明
②第2回 群馬県地球温暖化防止活動連携会議
・日時 10月9日（金）10：00 ～ 12：00 ・場所 前橋市総合福祉会館 第4会議室
③第2回 中部地区地球温暖化防止活動推進員会議
・日時 10月9日（金）13：30 ～
・場所 前橋市総合福祉会館 第3会議室
・内容 詳細が決まり次第、センターホームページでお知らせします。
（２）環境イベント情報 (詳細につきましては、センターホームページをご覧ください)
9/13

(日)

しぶかわ環境まつり

10/18

(日)

グリーンエコフェスティバル

10/3

(土)

ぐんま環境フェスティバル

11/15

(日)

太田市環境フェア―

10/4

(日)

いせさき「環境フェスティバル」

11/29

(日)

おおた・まちの先生見本市

（３）推進員ニュース 編集員募集のお知らせ！
推進員ニュースを作成したいという方、ぜひセンターまでご連絡を！お待ちしております♪

編集・発行
群馬県地球温暖化防止活動推進センター
〒371-0016 前橋市城東町2－3－8
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MAIL：info@gccca.jp
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