
平成２０年度事業の概要 

 

 平成２０年度事業は、群馬県より平成 20 年度地球温暖化防止県民アクションプラン

配布及び集計業務として（1,505,149 円）、環境省より都道府県センター普及啓発・広

報事業（3,460,000 円）、地球温暖化防止活動推進員研修及び温暖化対策「一村一品・

知恵の環づくり」事業委託業務（9,800,000円）を行いました。 

事業高は 14,765,149円と平成１９年度 13,826,700円を 938,449円ほど上まりました。 

群馬県より、平成 20 年度地球温暖化防止県民アクションプラン配布及び集計業務を

業務委託し、県で実施する「ストップ温暖化！県民アクション」を県民へ普及する活動

（50,000 部配布）また、「ストップ温暖化！県民アクション」への参加者 4845 人の取

組結果を集計・分析、当選者の選出・エコグッズの送付を行い、報告書を作成し県へ実

績を報告いたしました。 

環境省補助事業の都道府県センター普及啓発・広報事業では、地球温暖化防止セミナ

ーを６回開催、出前講座は６７回開催しました。同事業の参加者は延べ 4,300名でした。

また、温暖化対策テキスト 20,000 部作成・配布・集計、絵本 2,000 部作成配布を行い

ました。 

環境省委託事業の地球温暖化防止活動推進員研修は、全体研修 2回、地区研修 5 回、

スキルアップ研修（エコクッキング 2回、省エネゲーム、ツール作成３回、ネーチャー

ゲーム）ワークショプ２回を行いました。推進員研修への推進員の参加者は延べ 430

名でした。 

同じく環境省委託事業の温暖化対策「一村一品・知恵の環づくり」事業では、県内よ

り、２７件の温暖化対策の取組の応募があり、優秀賞１１団体、奨励賞４団体が選ばれ

ました。 

１１月１２日（水）発表会＆授賞式が行われ、優秀賞１１団体の中よりコツコツくま

さんファミリーズ（後村美香）「CO２CO２暦」が群馬県代表として選出されました。

２月１４・１５日に東京（品川）ザ・グランドホールで行われました全国大会に参加し

優秀賞をいただきました。 

  

２、 事業のまとめ 

 

（１） 群馬県業務委託 

平成２９年度地球温暖化防止県民アクションプラン配布及び集計業務( 1,505,149

円) 

ア）概要 

  地球温暖化対策の推進を図るため、群馬県内から排出される地球温暖化の原因と

なる温室効果ガス（二酸化炭素）を削減し、県民等に対して地球温暖化対策を実施



することを実践行動に移していただくため仕様書に基づき、県民アクションプラン

を実施しました。 

  実施期間は平成 20年 9月 12日から平成 21年 2月 27日までの任意の三日間と

しました。 

 総参加数は４，８４５名で二酸化炭素削減量は７，７０３ｋｇ、一人当たり 1日０．

５３ｋｇの二酸化炭素の削減をしたことになります。 

 団体取組は 7団体で 3,721人が参加し総参加の７７％を占めています。そのうち

連合群馬は加盟している組織に働きかけていただき、３，５２４名の参加があり全

体の４９％を占めています。コープぐんまでは組合員に呼びかけていただき全体の

１７％を占め、この二つの団体で６６％でした。 

 その他の参加団体の状況は消費者団体１団体、短期大学１校、中学校２校でした。  

イ）取り組み状況 

  県民へのワークブックの配布（50,000 部）を行い。取り組の促進として、NPO

各事業でのワークブックの紹介と取り組み参加への呼びかけを行いました。（出前

講座、地球温暖化防止活動推進員研修、温暖化防止セミナー、ぐんま環境森林フェ

スティバル、前橋市リサイクルまつり、伊勢崎市環境フェスティバル等） 

ウ）当選者の選出、エコグッズの発送 

 

（２）都道府県センター普及啓発事業（環境省補助事業 3,460,000円）  

ア）地球温暖化防止セミナーの開催６回 

   平成２０年１０月３日（金）１３：３０～１６：００ 

会場：群馬県産業技術センター 研修室（参加者 

４２名） 

「中小企業省エネルギー推進への支援施策補助金等

の説明」 

                説明：関東経済産業局資源エネルギー環境部 

エネルギー対策課課長補佐   小林 譲 

氏 

                「群馬県 GS認証制度の説明」 

                説明：群馬県環境政策課       戸井田雅和

氏 

                講演「これからの企業における温暖化対策の取り組

み」 

                 ～中小企業の環境経営のすすめ エコアクショ

ン２１等～ 

                講師：群馬大学教育学部准教授    西薗 大実



氏 

 

   平成２０年１０月１５日（水）１３：３０~１５：３０ 

会場：東毛産業技術センター 第２研修室（参加者 

３９名） 

                 「中小企業省エネルギー推進への支援施策補助金

等の説明」 

                説明：関東経済産業局資源エネルギー環境部 

                       エネルギー対策課課長補佐   小林 譲 

氏 

                講演「これからの企業における温暖化対策の取り

組み」 

                 ～中小企業の環境経営のすすめ エコアクション

２１等～ 

                  講師：エコアクション２１審査人 ・環境カウンセ

ラー 

                                     清水 敬

祐 氏 

 

   平成２０年１０月２２日（水）１３：３０～１５：３０ 

会場：高崎市産業創造館  （参加者 ２９名） 

                「中小企業省エネルギー推進への支援施策補助金等

の説明」 

                説明：関東経済産業局資源エネルギー環境部 

                   エネルギー対策課課長補佐   小林 譲 

氏 

                講演「これからの企業における温暖化対策の取り組

み」 

                ～中小企業の環境経営のすすめ エコアクション

２１等～ 

                講師：エコアクション２１審査人 ・環境カウンセ

ラー 

                                      片亀 光 

氏 

 

   平成２０年１０月２９日（水）１３：３０～１５：３０ 



会場：渋川市中央公民館 講義室  （参加者  

１８名） 

                「中小企業省エネルギー推進への支援施策補助金等

の説明」 

                説明：関東経済産業局資源エネルギー環境部 

                   エネルギー対策課課長補佐   小林 譲 

氏 

                講演「これからの企業における温暖化対策の取り組

み」 

                ～中小企業の環境経営のすすめ エコアクション

２１等～ 

                講師：エコアクション２１審査人 ・環境カウンセ

ラー 

 佐藤  孝

史 氏 

 

   平成２１年２月２２日（日）１０：００～１１：３０ 

沼田市中央公民館 ４階ホール （参加者００名） 

                講演「温暖化の現状とだれでもできる温暖化対策」 

                講師：ぐんま地球市民ネットワーク 奈賀由香子 

氏  

 

   平成２１年３月１１日（木）１３：００～１６：３０ 

前橋市総合福祉会館 多目的ホール 

                講演「地球温暖化 

                   ～環境教育と自然との関わりを通して～ 」 

                講師：財団法人キープ協会環境教育部部長 増田直

広氏 

                映画「アース」 

         

 イ） 出前講座の実施  ６７回  延べ参加人数 3,874名 

ウ） パネル作成   

     絵本の「ＣＯ２ＣＯ２くまさんの ストップおんだんかだいさくせん！」 

     おうちでチャレンジをパネルにしました。（１２枚作成） 

 エ） 温暖化防止テキスト２０，０００部作成 

 オ）  温暖化防止絵本２０００部作成 



 

（２） 地球温暖化防止活動推進員研修事業（環境省委託業務 3,450,000円） 

  全体研修 

  第 1回全体研修 

平成 20年 9月 17日（水）１０：３０～１６：００ 

会場：前橋商工会議所  リリィー （参加者数６

８名） 

【内容】  

午前 

推進員事例発表・意見、情報交換を行う 

発表者：群馬県環境政策課 茂木 佐智恵氏   

発表者：地球温暖化防止活動推進員 大野 茂 氏 

発表者：地球温暖化防止活動推進員 松下 秀夫 

氏 

午後 

講演：「地球温暖化をとりまくエネルギー事情」 

講師：大串 卓矢氏 ㈱日本スマートエナジー 代

表取締役 

 

  第 2回全体研修 

平成 21年 2月 24日（火）１０：３０～１６：００ 

会場：ウエルサンピア高崎 赤城の間  （参加者

５８名） 

      【内容】 

午前   

       説明：「温暖化対策を推進する上でのアイテム紹介」 

        講師：茂木 好一  群馬県地球温暖化防止活動推

進センター 

        説明：「行政の温暖化対策の今とこれから」   

        講師：群馬県環境森林部環境政策課  宝珠山恭子 

氏 

        午後  

        意見交換会 

 

地区研修（5地区） 

  中部地区 



平成 21年 2月 20日（金）１３：３０～１６：００ 

会場：ＪAビル 第 4会議室 （参加者３５名） 

【内容】   

講 演：「風力発電を巡る状況と小型風車普及の可能

性」 

        講 師：亀山 英夫氏 株式会社松村機械製作所風

力発電課課長  

 

西部地区 

  平成 21年 1月 27日（火）１３：３０～１６：００ 

会場：高崎市若田浄水場 （参加者 ３１名） 

    【内容】 

        説明：「浄水システムについて」     

小倉 昇 氏  高崎市若田浄水場場長   

        説明：「小水力発電設備について」    

金子 元二 氏 東京発電株式会社課長 

                 保坂 勝芳 氏 東京発電株式会社課長 

        講演：「小水力発電について」 

        講師：伊原 巖 氏   ＮＰＯ法人社会技術研究

所 参与  

 

 東部地区 

平成 20年 12月 4日（木）１３：３０～１６：００ 

会場：太田市商工会議所 中ホール （参加者４８

名）  

【内容】 

講演：「太陽光発電の市場動向について」 

         講師：澤井 隆弘 氏  三洋電機販売株式会社 

                 営業本部オール電化企画部部長 太陽光発電シ

ステム担当  

 

利根沼田地区 

平成 20年 11月 26日（水）１３：３０～１６：００ 

会場：利根沼田県民局 １０１会議室 （参加者３

１名）   

【内容】 



    講演：「温泉利用で人も地球も健康に」 

           ～地域協議会立ち上げから熱エネルギー利

用まで～ 

    講師：稲川 裕之 氏  新那須温泉供給株式会社 

代表取締役  

講演：「熱源機器と CO2削減について」 

        講師：中島 弘之 氏 株式会社ヤマト営業技術本

部  

IT企画部部長代理  

 

吾妻地区 

平成 21年 2月 19日（木）１３：３０～１６：００ 

会場：中之条町ツインプラザ 大会議室 （参加者

３５名）  

【内容】 

                講演：「ちちぶバイオマス元気村発電所について 

～その理念と活動

~」 

        講師：大野 輝尚 氏 秩父市地域エネルギー・環

境対策課課長   

 

スキルアップ研修 

 エコクッキング 

平成 20年 9月 24日（水）１０：００～１３：００ 

会場：エネスタ高崎駅前（東京ガス高崎 調理室）(参

加者９名）【内容】   

東京ガスのエコクッキング体験 

（かぼちゃのクリームニョッキ、鶏手羽の黒酢風味、

春雨と青梗菜のスープ） 

講師：鈴木 京子 氏 東京ガス株式会社  

料理教室講師 管理栄養士 

               小暮ゆかり 氏 東京ガス株式会社 広報課 

エコクッキング 

平成２０年９月２６日（金）１０：００～１３：００ 

会場：エネスタ前橋南（東京ガス前橋 調理室）（参

加者１１名） 



【内容】   

東京ガスのエコクッキング体験 

         （かぼちゃのクリームニョッキ、鶏手羽の黒酢風味、

春雨と青梗 

菜のスープ） 

講師：鈴木 京子 氏 東京ガス株式会社  

料理教室講師 管理栄養士 

               小暮ゆかり 氏 東京ガス株式会社 広報課 

 

 省エネゲーム 

平成 20年 9月 9日 １３：３０～１６：００ 

会場：前橋市総合福祉会館 第 2 会議室 （参加者

３４名） 

内容：省エネゲーム 

講師：奈賀 由香子（ぐんま地球市民ネットワーク

事務局） 

 

ツール作成（3回） 

  平成 20年 11月 4日（火）18日（火）27日（木）１３：３０～１６：００（３

回連続講座） 

会場：群馬産業技術センター 第１研修室（参加者

４５名） 

内容：ポスターを作る 

講師：高橋砂土流氏 ㈱SATORUART代表 

群馬県立聾学校情報デザイ

ン科講師 

                朝日印刷工業デザインアド

バイザー 

 

ネーチャーゲーム 

平成 20年 11月 21日（金）１３：３０～１６：００ 

会場：群馬県立観音山ファミリーパーク（参加者１

４名） 

講師：はるなネーチャーゲームの会   寺田哲夫

氏  

林 忠夫



氏 

 

ワークショプ 

   平成 21年 1月 16日（金）１３：３０～１６：００ 

会場：前橋商工会議所 第１委員会 （参加者２４

名） 

          ファシリテーター：六本木 勇治氏   

六本木マウンテン［LLP］代表 

 ワークショプ 

平成 21年１月 20日（火）１３：３０～ １６：００ 

会場：群馬産業技術センター 第１研修室 （参加

者１７名） 

            ファシリテーター：六本木 勇治氏  

 六本木マウンテン［LLP］代表 

 

（３） 温暖化対策一村一品「知恵の環づくり」事業（環境省委託業務 5,500,000 円） 

【目的】 

・ 群馬県地球温暖化防止活動推進センターが主体となり、地域で取り組まれてい

る温暖化対策への気づきと、その取組みを支援しより多くの実践者を増やすこ

と。 

・ メディア等を使い、温暖化対策の取組みを広く県民及び全国に発信し温暖化対

策の地域間の連携を促進させること。 

・ 同事業を通し、群馬県における温暖化対策のネットワークを構築すること。 

【応募数】２７件、４６（団体・個人） 

  【受賞者】優秀賞：１１団体、奨励賞：４団体 

【群馬県代表】コツコツくまさんファミリーズ（後村美香） 「コツコツ暦」 

 


