
平成１９年度事業の概要 

 

 平成１９年度事業は、群馬県地球温暖化対策普及啓発業務委託事業（1,526,700円）、

都道府県センター普及啓発・広報事業（3,500,000 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（8,800,000円）を行い

ました。 

事業高は 13,826,700円と平成１８年度 10,201,200円を 3,625,500円ほどうわまりま

した。 

群馬県地球温暖化対策普及啓発業務委託事業は「ゆうまちゃん」の県民エコＤＯ！の

テキストの作成、配布、集計を行いました。 

都道府県センター普及啓発・広報事業として、地球温暖化防止セミナーを３回開催、

出前講座は６５回開催、その他普及啓発資料として、センターリーフレット、絵本、環

境家計簿の作成を行いました。 

地球温暖化防止活動推進員研修は、平成１９年５月に地球温暖化防止活動推進員の委

嘱が群馬県により行われました。これにより県内２００名の地球温暖化防止活動推進員

が誕生し、それまでの推進員の人数が倍増になり、推進員研修への参加する推進員も増

えました。推進員研修は全体研修４回、地区別研修３回、現地研修１回、ワークショッ

プ１回行われました。 

新規事業として、温暖化対策「一村一品・知恵の環づくり」事業を行いました。 

県内より、５２件の温暖化対策の取組の応募があり、優秀賞１４（団体・個人）、特別

賞７（団体・個人）が選ばれました。その、優秀団体の１つである、伊勢崎市役所の取

組「てくてく・りんりんプラン」が群馬県代表に選出され、２月に行われた、一村一品

「ストップ温暖化大作戦！」全国大会に出場いたしました。 

 

  

２、事業のまとめ 

 

（１）群馬県地球温暖化対策普及啓発業務委託( 1,526,700円) 

  家庭版 ISO（ゆうまちゃんの県民エコ DO!）の実施 

・ ５０，０００部作成、配付、集計 

平成１９年７月から平成２０年３月までの期間 

（参加者数 ３，６２５名  二酸化炭素削減量 １９，８７８ｋｇ／ＣＯ２） 

 

（２）都道府県センター普及啓発事業（環境省補助事業 3,500,000円）  

 ア）地球温暖化防止セミナーの開催 ３回 

   平成１９年 ６月２７日 安中市松井田文化会館 小ホール（参加者１５０名） 



                「地球温暖化の現状と私たちのやるべきこと」               

                講師：片亀光氏 高崎経済大学非常勤講師 

環境カウンセラー 

   平成１９年１２月１６日 沼田中央公民館 ４階ホール（参加者 １３０人） 

               映画「不都合な真実」  

    平成２０年 ３月１０日 前橋市総合福祉会館  

多目的ホール（参加者 ２５０名） 

                講演会「今年も貯めるぞ エコ貯金」 

                講師：片亀光氏 高崎経済大学非常勤講師 環境カ

ウンセラー 

                映画「不都合な真実」 

 イ） 出前講座の実施  ６５回  

ウ） 温暖化防止絵本の作成   

    「ＣＯ２ＣＯ２くまさんの ストップ温暖化大作戦！」 

 エ） センターリーフレットの作成 

オ） 環境家計簿の作成 

 

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

 ア） 全体研修   4回 

      第 1回全体研修  

  平成１９年 ５月２５日  群馬県 JAビル 大ホール（受講者：推進員 126 名） 

               テーマ：地球温暖化の最新の情報を学習し基礎知識の

構築を図る。 

 

               ガイダンス 

・地球温暖化防止活動推進員について 

茂木 佐知恵氏 群馬県環境政策課  

・平成 19年度推進員研修スケジュール,温暖化防止活

動推進センターについて 

福田稔子  

群馬県地球温暖化防止活動推進センター事務局長   

 

                講演：「気候危機と私たちの挑戦」 

                講師：飯島 希 氏 気象予報士 

環境カウンセラー（市民部門） 

                          元 NHK気象キャスター 



 

     第 2回全体研修 

 平成１９年 ８月２８日   ウェルサンピア高崎 ２階 赤城 

               受講者：112名（推進員 102名、一般 1名、県 1名、 

NPO

理事 4名） 

               テーマ：地球温暖化対策の企業の取り組みを学ぶ。 

 

               講演：「地球温暖化問題と東京電力の取り組み」 

               講師：中茎 伸一 氏 東京電力㈱  

本店環境部地球環境グルー

プ 

 

               講演：「中小企業である我が社の温暖化対策について 

               講師：高浦 亮 氏  (有)中央電機商会常務取締役 

 

     第 3回全体研修   

  平成１９年１１月１６日   前橋市商工会議所 ローズの間 

                受講者：63名（推進員 58名、理事 2名 

市町村 2 名、

県 1名） 

                テーマ：車社会における有効な温暖化対策を学び安

全に行えるエコドライブを学ぶ。 

 

                講師：「誰でもできる エコ運転術」 

                講師：松岡 嘉明 氏 社団法人日本自動車連盟群

馬支部 

                           事業課交通環境係主事 

 

                講師：「自動車俳気と大気環境」 

                講師：石澤 静雄 氏 群馬工業高等専門学校 

                           機械工学科教授 

 

     第 4回全体研修  

平成２０年 １月１８日  前橋テルサ けやきの間 

                受講者：76名（推進員 63名、市町村 5名 



県 2名、NPO理

事 6名） 

                テーマ：温暖化対策の事例を学ぶ。 

                          発表１：群馬県「新 CO2CO2（コツコツ）プラン」

の進捗状況 

発表者：宮川 豊 氏 群馬県環境政策課係

長 

                         発表２：伊勢崎市役所「てくてく・りんりんプラン」 

                         発表者：南波 裕行 氏  

伊勢崎市役所環境部環境保全課 

                         発表３：桐生短期大学「環境負荷低減活動と環境教育」 

                         発表者：橋爪 博幸 氏  桐生短期大学専

任講師 

 

イ) 地区別研修(3回)        テーマ：地区での温暖化対策を学ぶ、推進員の活動につ

いての意見交換 

 

 ①利根沼田地区 

  平成 19年 10月 2日 利根沼田県民局 

                        受講者：41名（推進員 34名、市町村 5名、県 1名 

NP

O理事 1名） 

                        講演：「菜の花プロジェクトによる温暖化防止  

食用廃油からバイオディーゼ

ル燃料へ」 

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

 

                        発表：利根沼田県民局 「廃油リサイクル部会での取り

組み」 

                     発表者：谷 浩氏 利根沼田環境森林事務所次長 

 

                        発表：猿ヶ京ネットワーク「菜の花プロジェクトの取組

み」 

                     発表者：田村 和寿氏 猿ヶ京ネットワーク代表 

 

                        発表：「バイオディーゼル燃料現状車の説明」 



（実際にエンジンをかけてみる） 

                     発表者：須藤 浩之氏 環境リサイクルサポート代表 

 

    ②東部地区 

 平成１９年１０月２３日   太田市民会館 第３会議室 

                       受講者：57名（推進員 43名、一般 2名、市町村 7名 

NPO 理

事 4名） 

                        講演：「２１世紀のライフスタイル」 

                        ～温暖化による、環境・エネルギー・食料問題～ 

                     講師：堀内 道夫氏 静岡大学客員教授 

太田市新エネルギービジョン策

定委員長 

 

    ③吾妻地区 

  平成１９年１１月２６日  ツインプラザ 2Ｆ大会議室 

                         受講者：29名（推進員 19名、市町村 4名、一般 1名 

NPO

理事 4名） 

                     講演：「森林・水文学からみた地球温暖化」  

                      講師：土屋 十圀氏  前橋工科大学工学部 

社会環境工学科教授 

                       

 発表：水源における環境活動 

                     報告者：岸 昌孝氏 利根上下流連携支援センター 

 

ウ）現地研修   

  平成１９年１２月４日  群馬県立前橋工業高等学校 ３F 大会議室 

              受講者：74名（推進員 45名、教師 20名、市町村 2 

県 1名、NPO 理事 5 名、事

務局 1名） 

              テーマ：RPS 制度を利用した施設見学と新エネルギー

利用の現地研修 

 

              見学：群馬県立前橋工業高等学校内設置の太陽光 

風力発電の見学 



              案内：橋本 利雄氏 群馬県立前橋工業高等学校教頭 

「エネルギーと地球環境  

―私達が築く未来型ライフスタイ

ル―」 

              講師：宝田 恭之氏  群馬大学工学研究科長工学部

長・教授 

 

エ）ワークショップの開催   

  平成２０年 ２月２９日 前橋テルサ 第 3研修室 

              受講者：24 名（推進員 21 名、一般 2 名、NPO 理事１

名） 

              テーマ：推進員の活動を行うにあたって直面している問

題点と解決の糸口を見つける。 

 

    温暖化防止活動推進センターの利用と貸し出し品の説

明 

・温暖化防止のパワーポイントの説明 

・温暖化防止パネルの紹介 

・地球温暖化シュミレーション DVDの紹介 

 

              説明：福田 稔子  

群馬県地球温暖化防止活動推進センター事務局

長 

 

    ワークショップ：「推進員の活動を円滑に行うために」 

      ファシリテーター：剱持 雅信氏   

                       NPO法人 CCC自然 

文化創造工場関東事業部専務理事 

全国森レクリェーション 

協会公認森林活動ガイド等  

 

（４）温暖化対策一村一品「知恵の環づくり」事業（環境省委託事業 5.、350,000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】 

  ５２件、４５（団体・個人） 

 【受賞者】  

  優秀賞：１４（団体・個人） 

   草津町  ：温水供給事業・道路融雪事業 

   片亀 光 ：天の恵みでエアコンいらず 

   後村 美香：地球温暖化防止のお話し「ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）くまさん」 

   高崎市商工会議所異業種交流研究会 環境ビジネス分科会 

        ：地球温暖化に貢献する建築物の空気断熱工法の開発 

   太田市  ：クリーンエネルギーのまちおおた、太田太陽光発電システム導入奨

励金 

   伊勢崎市役所 

：てくてく・りんりんプラン 

   マイバッグ・運動推進委員会 

：マイバッグキャンペーン 

   しらさわエコキッズクラブ 

：地域における環境教育活動 

   ＮＰＯ法人利根沼田地域ボランティアセンター 

        ：利根沼田版菜の花プロジェクトＢＤＦ燃料で尾瀬バスを走らせよ

う！ 

   板鼻グリーンネット 

        ：家庭のゴミを減らそう！地球環境を守るために、自分たちで出来る

ことを実践し、周りに広めていこう！ 

   前橋市教育委員会 

        ：「グリーンカーテン」～学校で取り組む地球温暖化対策～ 

   群馬県立館林高等学校ＰＴＡ 

        ：①ケナフの植栽②エコバッグの普及活動③グリーンカーテンの施行 

   伊勢崎市地球温暖化防止地域協議会 

        ：エコドライブ 

   館林市  ：緑のカーテン、地球に優しい「バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）」

事業、市民一斉気温測定  

          



  特別賞：７（団体・個人）   

 菅谷 二一、㈱フレッセイ、前橋おやこ劇場＆菜の花くらぶネットワーク企画、 

 桐生ふろしきの会、生活協同組合コープぐんま、富士見村商工会議所、南橘リサ

イクルの会 

 

 【県代表】 

   伊勢崎市役所 「てくてく・りんりんプラン」 

 


