
 各地区の活動、ブロック合同研修会の報告、イベント出展や出前講座の状況

について、実際に活動された方に出てもらい話してもらいました。会場は客席が

高く、舞台の方が低いので、発言するために降りてきてもらうようになっており、

発言されるみなさんも和やかな雰囲気で話しやすかったと思います。 

 最後に、えこサポにある「使えるツール」の紹介を行いました。発電自転車、ロケットストーブ、ソーラー

クッカー、どこでもフリップ、パネル・DVD、エコ工作の作品群を展示し、それぞれを「得意な推進員さんに

紹介していただく」という手法で、自由に交流が行われました。実際に触れてみる、使い方を聞く、などの

他、推進員さん同士で自由に話を聞ける意見交換の場ともなりました。終了後に、こういう機会があった

のは良かったと多くの方から企画を褒めていただきましたが、参加者は44名でした。 
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 12月1日（金）午前10時から群馬県生涯学習セン

ター多目的ホールで「平成29年度群馬県地球温暖化

防止活動推進員全体研修会」が開かれました。中島

センター長から挨拶の後、委嘱状交付式以後のこれ

までの活動を振り返りました。  

「推進員全体研修会」で交流！ 

 推進員さんの手作り資料の発表もありました。伊勢崎の環境フェスティバルのためにパネルを仕上げ

てくださった伊勢崎の永辻さんと、出前講座の講師が使用しやすいパワポ資料を作成してくださった渋川

の伊藤さんから、制作に当たってのお話をうかがいました。（これらの資料については4面を参照） 

  

「第二回クールチョイスぐんまフォーラム」が開催されました！ 
 昨年に引き続き、同日午後は「賢く選ぶ交通談義」と題したフォーラムを開催しました。テーマは移動手段とし

ての交通ですが、交通だけではなく「まち全体」のことをともに考えようと副題を「～こんなマチに住みたい～」とし

ました。昨年の第一回目を振り返りながら、今年度の活動から当日までの流れを追い、課題を再確認しました。 
 最初にノルウェーに在住している若いピアニストの女性から海外事情をお話いただき、続いて前橋での市民に

よる取り組みと自動運転について話題提供があり、それを受けてフロア討論へ。まずは、「乗ろう」という気持ち

にさせるインセンティブが必要ではないかということで意見を集約し、このフォーラムにおける「スマートムーブ宣

言」を作りました。 
クールチョイスぐんまフォーラム スマートムーブ宣言2017 

“乗り気”にさせる交通手段をみんなで考えよう！ 

 ESDやSDGsの普及と地域ネットワークの形成による分野横断的な取組
の推進を目的とし、群馬の未来の姿やSDGsを知ることで個や団体の活動
が活発になることをねらいとした「グンマノミライ2030」が群馬県地球温暖
化防止活動推進センター及び関東地方ESD活動支援センターの主催でお
こなわれました。 
 ※詳しくは、センターホームページ お知らせをご覧ください。 
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COOLCHOICEへのご協力ありがとうございます。  
 地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」の

賛同者募集につきまして、たくさんのご協力ありがとうございました。 
  県内賛同者数・・・2,592人（H30/2/26現在） 
  社・団体・・・・・・・・39社・団体 

CO2比較 取組み前 取組み後 削減量(kgCO2)

電気のコース 8,734 7,510 1,223
ガスのコース 27,266 25,968 1,298
水道のコース 607 533 74
ごみのコース 834 653 181

合計 37,441 34,664 2,777

みどり市の全小学校で取り組まれている「エコDO」によるCO2削減量 

「エコDO」とは・・・電気・水道・ガス・ごみ

の項目について現状の生活をした１週間

と、取り組みをした１週間で比較し、削減

量を計算するもの。みどり市の小学校で

４～６年生を対象に、夏休みの課題とし

ている。今年度の取り組み人数は552人。 

太陽光アンケートにご協力ありがとうございました 
 西部地区から全県に広がったアンケート調査に、８３名（57％）
の推進員さんからご回答を頂きました。各地区でも概ね5～6割
の方が協力をしてくださいました。アンケートの結果については
ホームページで紹介しています。 
 アンケートを作成した藤岡の武藤国浩推進員から寄せられた
総評は以下のとおりです。なおアンケート集計は、加藤光明推
進員がおこなってくださいました。 
 「今回のアンケートは、推進員が日頃どの程度太陽光発電パネル（自家用、商業用）に遭遇し、その
現状にどの程度満足しているのかを尋ねたものです。アンケートでは、やはり、その設置場所や設置方
法に対して不満足との結果が得られ、推進員が何かしら、景観や防災などの点で問題意識を持ってい
ることが分かりました。また、今回あえて太陽光発電が抱える様々な課題について、細かく質問を行い
ませんでしたが、逆に推進員さんから、その他の回答として、多くの課題や日頃感じている不安、不満
の回答をいただけたことは次の活動に活かせるものと感じました。 
 近くの学習会なら参加したいとの回答も多く得られ、太陽光発電の安心、安全な普及に向けての推進
員の活躍が期待できます。  
 今回は推進員以外の方も対象として、同様にアンケートを行いました（藤岡、太田地区）が、ほぼ同様
な結果が得られています。ただし、その他の回答が多くあげられ、身近なところから大きな問題まで、太
陽光発電に対して様々な課題、不満を持っているのではと感じています。」 
 

地区 回答数 推進員数

西部 21 37
中部 27 45
東部 18 33
利根沼田 8 13
吾妻 9 16

総合 83 144

推進員さんによる出前講座 
温暖化を様々な切り口から伝える出前講座は２８件（受講

者数１，３３１名） 
温暖化を伝えるための切り口は、推進員の皆さんの得意な
分野で様々な角度からお話していただいております。主な依
頼元は、町内会・自治会（５）、NPO等の団体や社協（７）、学
校（１１）、公民館（４）、自治体（１）でした。 

 「ぐんまちゃんと環境にやさしい生活はじめませんか」を
テーマにした出前講座は44件!! 

 こちらの出前講座では、「会合や集会の中で20分以上時間

をもらって話す」というもので、とてもハードルの低いものです。
今年度は開始時期が遅かったにもかかわらず、目標の40件
を超えた44件の講座を実施していただきました。推進員さん

の底力を見せていただきました、本当にありがとうございまし
た。 

日付 テーマ 受講者数
1 5月28日 群馬の節電と省エネ 30
2 6月7日 温暖化とエコ工作 20
3 6月17日 水の旅 10
4 6月18日 家庭のゴミ減量 17
5 6月22日 生き物とともだち 57
6 6月23日 エコDO（あずま小） 16
7 6月27日 エコDO（大間々東小） 70
8 6月30日 エコDO（笠懸東小） 95
9 7月4日 エコDO（大間々南小） 86

10 7月10日 群馬の温暖化について 26
11 7月11日 エコDO（笠懸東小） 95
12 7月11日 エコDO（笠懸東小） 73
13 7月12日 エコDO（大間々北小） 174
14 7月12日 エコDO（福岡中央小） 10
15 7月31日 ロケスト作り 11
16 8月3日 リサイクル工作 22
17 8月3日 クールシェアの夕べ 35
18 8月9日 温暖化とエコ工作 107
19 8月18日 発電の仕組み 19
20 9月19日 温暖化（農・食・子ども・地域） 13
21 10月15日 群馬の気象と温暖化 25
22 11月19日 食品ロス 15
23 12月21日 しめ縄作りから考える環境 8
24 1月21日 群馬県の温暖化事情について 90
25 1月23日 昔道具（中央小） 60
26 1月27日 環境問題とは 26
27 2月6日 昔道具（木崎小） 106
28 2月9日 温暖化がわかる読み物の解説 15
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（環境エネルギー課） 

 

活動報告書の提出をお願いいたします 

 平成29年6月20日の委嘱状交付式から、地球温暖化防止活動推進員の皆様には、地域やご

家庭での温暖化防止活動の実践、イベントや出前講座へのご協力など、大変お世話になりま

した。 

 県では、皆様の1年間の活動を把握させていただくため、活動報告書の提出をお願いしてお

ります。 

 皆様のご自宅に活動報告提出の依頼を送付(郵送またはメール)させていただきますので、ご

確認いただき、ご記入及びご提出をお願いいたします。 

 なお、提出は、郵送または電子申請でお願いいたします。電子申請の利用方法は、提出依

頼の文書に同封（同送）させていただきます。 

 提出期限は、3月2８日（水）です。 

 お忙しい中、お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。  

 
 

   

 センターは、3月16日に移転することとなりました。 

 移転先は、県公社総合ビル（前橋市大渡町）です。 

 移転後の電話番号・ＦＡＸ番号は決まり次第、センターホームページにてお知らせし

ます。 

 また、新しい場所での業務の準備等のため、センター業務を一時お休みさせていただ

きます。業務再開についても、センターホームページでお知らせする予定です。 

 

 当面の間、推進員の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、公社総合ビルは駐

車場も広く、今まで以上に皆様にお立ち寄りいただきやすくなると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  

 

               ＮＰＯ法人地球温暖化防止ぐんま県民会議 

地球温暖化防止活動推進センターが移転します 
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推進員活動ツール(貸出可）の紹介 

 昨年の7月に行われた推進員研修会「群馬県の気候の変化と地球

温暖化」をもとに、伊勢崎市推進員の永辻さんが展示パネルを作成

してくださいました。群馬県の過去100年間の気温や猛暑日の変化、

また100年度の群馬の気候などが、グラフで分かりやすくまとめら

れたパネルです。環境イベントで、多くの方の関心を集めました。 

 

新ツール「エコかるた」完成しました 

 出前講座『ぐんまちゃんと環境にやさしい生活始めません

か』を行う際、パワーポイントを渋川市推進員の伊藤さんが作

成してくださいました。このパワーポイントは、テキストに

沿って作られており、1枚1枚見やすく拡大されています。この

パワーポイントに沿って講座を進めていくことが可能です。パ

ワーポイント希望の方はセンターまで。 

 えこサポからのお知らせ（今後の予定・推進員会議 詳しくはホームページへ） 

４月１０日（火） 中部地区推進員会議（前橋合同庁舎６階会議室）１０：００～ 

４月２２日（日） アースディin桐生（群馬大学桐生キャンパス構内）１０時～１５時 

４月中旬予定 
西部地区推進員会議（安中市） 
 ※各市町村の行政の推進員さんから連絡がいきます。 

６月開催予定 東部地区推進員会議 

出前講座ですぐ使えるパワーポイント 
  『ぐんまちゃんと環境にやさしい生活始めませんか』 

環境イベントで人気！「群馬県の気候の変化と地球温暖化」パネル 
  

【『子ども用発電自転車』に関するお知らせ】 
  子ども用発電自転車は群馬県生涯学習センターからの貸出になります。 
  詳細は4月以降に少年科学館、少年科学係（少年科学館直通：027-220-1876）にお尋ねください。 
  ※その際には、群馬県地球温暖化防止活動推進員であることを必ず先方にお伝えしてください。 

 毎年行われる「関東ブロック推進員合同研修会」の推進員活動

紹介の中で、必ず出てくるツールがあります。それが、「エコか

るた」。そこで、1月に推進員で集まり、群馬県版「エコかる

た」を作成。環境やエコな生活について、誰でも簡単に楽しく学

べるかるたが完成しました。素材は、牛乳パックで作られており

材料もエコです。 
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