
日時：9月26日（水）～27日（木） 
場所：田貫湖ふれあい自然塾（富士宮市） 
参加者：内山恵子推進員、原田邦昭推進員、
片亀光副センター長 
 
 関東ブロック各地域の地球温暖化防止活動
推進員及び地域地球温暖化防止活動推進セン
ターの活動について情報共有とスキルアップ
を図ることを目的として、関東ブロック推進
員等合同研修会が静岡県富士宮市の田貫湖ふ
れあい自然塾で開催されました。 
 研修会には関東ブロックから推進員32名、
地域センター職員25名の計57名が参加し、
今回の研修のテーマ「SDGsとCOOL 
CHOICE」について学びました。 
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関東ブロック推進員等合同研修会 報告  

 初日は、まず、環境パートナーシップ 
会議の星野副代表理事からＳＤＧｓの策
定経緯や日本の課題、地球温暖化問題と  
ＳＤＧｓの関係などについての講義があ
りました。続いてライトダウンやまなし
実行委員会の跡部事務局長から「天の川
の見える街を目指して～ライトダウン 
やまなしの挑戦～」というテーマで講義
がありました。 
 夕食後には自由交流会で各県の推進員
とセンター職員の経験・情報交流が行わ
れました。 

 2日目は「JCCCA開発ツールプログ
ラム体験」と「ホールアース自然学校か
ら学ぶ、楽しい学びの場の作り方」とい
う２つのテーマに分かれてワークショッ
プが行われました。 
 二酸化炭素排出カードゲームは意外性
があり、普及啓発活動に役立つ内容でし
たので、群馬県センターでも早速活用す
ることになりました（8面参照）。 
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関東ブロック推進員等合同研修会 参加者の声 

 早朝、7：30に高崎駅から出発。今回は
CO₂排出が少ない列車とバスで行きました。 
 午後の全体会でSDGs COOL・CHOICE
について講演があるところ、講師の到着が遅
れたために急遽、参加者同士で自己紹介をす
ることになりました。 
 講師が到着し、国連新目標：SDGsの提案
と17のテーマと各国の実践と日本の取り組
みを話されました。遅れた分説明が短く、早
口で言われ聞きづらい時もありました。 
 次に、「天の川の見える街を目指して」と
題して夜空を見る予定が雨のため、室内に投
影のプラネタリウムを設置し、上手な解説の
中で夜空の星を観察しました。 
 ２日目は、テーマ１と２に分かれてワーク
ショップを行いました。テーマ１は、
JCCCA開発ツールプログラムで低学年の
「環境マークを集めよう」で全国ネットの 
井原 妙氏の取り組みと実践結果の報告があ
りました。 
 テーマ２は、講師の小野比呂志氏の説明で
「自然学校から学ぶ、楽しい学びの場作り」
をホールアース自然学校を中心に行いました。 
 今回の2日間はあいにくの雨で、室内での
講義や活動が主で、少し残念な気がしました。
ただ、関東ブロックには新潟、静岡、山梨も
含まれ、各地の推進員の取り組み発表もあり、
勉強になりました。また、たくさんの仲間が
できた実務研修でした。 

（高崎市 原田推進員） 

 関東ブロック研修会は「関東ブロック各地
域の地球温暖化防止活動推進員及び地域地球
温暖化防止活動推進センターの活動について
情報共有とスキルアップを図ること」という
目的で、富士山の麓の「田貫湖ふれあい自然
塾」で行われました。 
 この研修会への参加は初めてでしたが、他
県で活動されている推進員の皆様と情報共有
できたことが一番の収穫でした。しかも、宿
泊でしたので、他県の女性の推進員の3名の
方と、遅くまでその活動についてお聞きする
ことができました。 
  自発的に、自分の得意分野で活動しながら、
学校に出向いて講座ができるように、自分で
テキストを作っておられる方や、行政で培っ
たノウハウを生かして活動したいと、今年か
ら推進員になった方等、その積極的な姿勢に
触発されました。 
  また、会場は誰でも訪れて自然体験活動が
できるようになっており、そのワークショッ
プに参加できたことも大きな収穫でした。 

（前橋市 内山推進員） 

日時：10月13日（土）9:30～16:00 
場所：ヤマダ電機 LABI1高崎イベント会場 
来場者数：約5,000名 
 

 イベント会場では30団体近くが出展し、盛大
に開催されました。 
 当センターのブースでは、スマートムーブに
関するパネルを展示。当日は2名の推進員の方の
協力もあり、COOL CHOICE宣言に67名の賛
同を得ることができました。 
 ブースには高崎高校新聞部の学生さんが取材
のために訪れ、推進員の方の話に興味深そうに
聞き入っていました。 
 また、尾瀬高校の学生さんも出展しており、
早朝から夜中のシカの行動を調査し、尾瀬沼の
自然を守る活動を熱心に説明している姿がとて

も印象に残りました。若者の活躍が見られたイ
ベントでした。 

ぐんま環境フェスティバル 

活動報告（10月～11月）  



日時：10月14日（日）13:30～15:30 
場所：太田市美術館・図書館３階視聴覚ホール 
来場者数：約40名 
上映作品 ①「海ー消えたプラスチックの謎」 
     ②「シードハンター」 
 

 環境をテーマにした映像作品を通し、地球環境
についてわかりやすく伝えることで、地球環境を
身近な問題として考えるきっかけづくりを趣旨と
して実施しました。 
 広く地域住民や県民の方に環境映像を視聴する
機会を提供することで、個人（家庭）や地域にお
いて地球温暖化防止につながる省資源・省エネル
ギー行動について考え、行動してもらうことを目
的として開催しました。 
 当日は、中学生くらいの学生から中高年世代 
まで、幅広い年代の方に参加していただきました。
参加者は熱心に鑑賞ガイドを聞き、上映作品を鑑

賞していました。 
 終了後に、地域で活動している仲間に本事業を
紹介したいということで、今回の映像祭のチラシ
を何枚も求めた参加者もいました。 
       （東部環境事務所報告書より） 
  

地球環境映像祭 

日時：10月14日（日）9:00～16:00 
場所：前橋自動車教習所 
来場者数：約800人 
 

 センターのブースでは、お馴染みのブーメラン
づくり体験と「ビュンビュン駒」の色塗り体験を
初めて行いました。 
 ビュンビュン駒は、正方形に切った牛乳パック
を3枚重ね、中央に穴を開けてタコ糸を通したも
の で 、 両 端 の タ コ 糸 を 伸 び 縮 み さ せ る と 
「ビュ～ン！」と音を立てながら回転します。何
気なく描いたイラストが、駒が回転するときれい
な円形を描いたり、複数の色が混ざって別の色に
見えたりして、子どもにも大人にも好評でした。 
 また、工程が台紙に色を塗るだけなのでブーメ
ランと比べて取り組みやすく、就学前の子どもに

人気でした。 
 なかには「学校で作ったことあるよ」という子
もいて、手慣れた手つきで台紙に糸を通し、あっ
という間に駒を高速回転させる子もいました。 

グリーンエコフェスティバル 

日時：11月9日（金）10:00～12:00 
場所：群馬県公社総合ビル５階第４会議室 
出席者数：18名 
 

 はじめに、各地区の活動報告と今後の活動予定
について情報共有を行いました。環境関連施設の
視察に行ったり、これから実施を予定している地
区が多くありました。その他、10月までに開催
した環境イベントについて各地区の方から報告が
ありました。 
 その後、12月14日開催のスマートムーブを
テーマとする「第3回 COOL CHOICE ぐんま
フォーラム」に向けての情報交換が行われました。 
 高崎市と前橋市からは公共バスの運行状況やレ
ンタサイクルの利用状況について説明していただ
きました。また、実際に公共バスを利用している

方から乗車や利便性に関する率直な意見が出され、
その改善策や可能性について意見が交わされまし
た。 

第2回群馬県地球温暖化防止活動連携会議 
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日時：10月28日（日）10：00～16：40 
場所：群馬県生涯学習センター少年科学館 
来場者：1,248名（イベント全体） 
 

 7月30日の「夏とくイベント」に引き続いて 
「ビュンビュン駒」と「ブーメラン」作りを行いま
した。 
 小さなお子さんでも、自力で最後までやりとげ 
ようとする子もいれば、高学年のお子さんでも親に
頼りきりの子もいました。試行錯誤しながら取り組

むわが子をじっくり 
見守るお母さんが 
多かったのが印象的 
でした。 
 

群馬県民の日記念イベント 

日時：11月２日（金）15：00～17：00 
場所：前橋市役所11階北会議室 
出席者：18名 
 

 会合では、8月3日に実施された県地球温暖化
防止活動連携会議の報告、県環境アドバイザーと
の合同勉強会の案内、県の環境施策についての説
明が議題に挙げられました。 
 話し合いの中で、推進員のあり方や活動報告な
どの意見交換がありました。今年、当センターの
スタッフが総代わりし、体制が大きく変わったこ
とで、センターとしての機能を十分に果たしてい
ないとのお叱りの声もいただきました。ただし、

県と推進員との接点ができたことは逆に良かった
との声も聞かれ、今後も、県、市町村、推進員と
の連携が取れる活動や、会議の場を設けたいとの 
意見が多くありました。 

第5回中部地区会合 
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日時：11月12日（月）9：30～11：50 
場所：渋川福祉会館 
主催：渋川市社会福祉協議会 
講師：野呂 久子氏、野呂敬一氏 
テーマ：「ロケットストーブを作ろう」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 前回、一般の方々に対しロケットストーブ
を作ったことを受け、次回は自治会単位で 
作り、集会所においてはどうか？と協議した
結果、今回の出前講座となったようです。 
 今回の参加者は、自治会の代表の方々で、
男性が多く、手際も大変よくスムーズにでき
ました。 
 また、前回社会福祉協議会として作って 
おいたロケットストーブでご飯を炊き、実際
に火のつけ方から火の上がる様子も見ていた
だくことができ、良かったと感じました。 
 いつもながらですが、今回も１３組作る際
のアドバイス等々の対応は私一人ではかなり
難しく、毎回主人（野呂敬一）に助けられて
いることを報告します。 

日時：11月10日（土）18：00～20：00 
場所：中泉公民館 
主催：中泉地区自主防災会 
講師：中島 啓治氏 
テーマ：「地球温暖化と異常気象ー未来の子
どもたちのために取り組むことー」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本年6月に立ちあげた「中泉地区自主防災
会」の第2回目の会合でした。18時からの会
議にもかかわらず、小学生の参加者もありま
した。 
 題目にそって進めました。地球温暖化の歴
史・考え方・対策、災害について、“群馬の
温暖化がわかる読み物”と追加の資料を使用
して行いました。 
 参加者は、地球温暖化に繋がる、ゴミの問
題や省エネの活動を行っており、さらに活動
を進めることの意義を学びました。 

出前講座報告 



第46回草津町文化祭 第26回生涯学習推進大会における 
「群馬県地球温暖化防止活動推進員」の展示活動 

太田市環境フェア 
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日時：11月3日（土），4日（日） 
場所：草津町立総合体育館 
来場者数：1,200名 
 

 私は、平成25年から草津町文化祭の作品展示
会場に地球温暖化防止活動の展示をしています。 
展 示 ボ ー ド 2 枚 分 の ス ペ ー ス を 確 保 し 、 
「『移動』を『エコ』に、COOL CHOICE」と
題して展示を行いました。 
 文化祭前日に、他の展示出品者と共に会場設営
と展示物搬入をしました。パネルを5枚展示し、
配布用チラシを4種類置きました。 
 絵画や書道が展示されている一角で展示を行っ
たので、温暖化防止に興味を持ってくれる人は少
なかったです。 
 来年は、展示内容に興味を持ってもらえるよう
に工夫した展示にしていきたいです。 
           （草津町 反町推進員） 

日時：11月11日（日）9：00～14：30 
場所：太田市新田文化会館 
来場者数：15,000名（産業環境フェスティバル
全体） 
 

 太田市環境フェアは11月11日（日）に太田市
新田文化会館で開催されました。 
 2006年に1市3町が合併してから毎年開催され
ていますが、群馬県地球温暖化防止活動推進セン
ターは2014年に出展団体の1区画を提供してい
ただき試行的に参加し、2015年は東部地区推進
員と協働で出展しました。2016年からは東部環
境事務所と共同で出展しています。 
 推進員が活動している団体も出展するために、
関連した団体を連続して配置してもらい、クール
チョイス宣言は太田市環境創造協議会、３Ｒ宣言
は新田環境みらいの会で担当しました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 センターのブースでは温暖化防止のパネル展示
とエコグッズ（首振り人形）作り、発電自転車体
験が好評で多くの方に参加していただきました。 
 推進員の方は東部地区以外も渋川市、吉岡町、
前橋市、伊勢崎市からも応援に駆けつけてくださ
り、情報交換を行いながら和やかな一日を過ごし
ました。推進員が活動する団体では、お絵かきマ
イバッグ創り、風呂敷の使い方や顕微鏡を使用し
た珪藻（微生物）の観察に多くの方が興味を 
持って参加されていました。 
 また、笹川前環境政務官や多くの県議会議員、
市議会議員の方も見学されセンターの活動がＰＲ
できました。 
 このような機会を通して推進員の協力や交流が
図られれば良いと思っています。 

（東部地区代表 太田市 西村推進員） 

推進員活動報告【草津町・太田市】 



推進員活動報告【榛東村・太田市】 

榛東村エコフェスティバル 

第９回おおた まちの先生見本市 
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日時：11月23日（金・祝） 
場所：榛東村役場庁舎駐車場、防災広場 
来場者数：約500名 
 

 当行事は榛東村環境美化推進協議会と榛東村の
共催により開催され、村民の地球温暖化問題に対
する関心を高め、家庭や個人でできる地球温暖化
防止に向けた取り組みの普及・啓発を促進するた
めに行われています。 
 エコフェスタ３０では、「ペレットストーブ展
示」、「廃油石鹸の紹介」など、多くの団体や企
業の協力のもとエコに関するブースを設け、村民
へ啓発活動を行いました。 
 今回、大盛況となったのは「リユース市」でし
た。これは村民から不要になった衣類等を寄付し
ていただき、必要としている人に再利用していた
だくことで、ゴミの減量を図り、間接的にCO2の

削減を目指すことを目的としています。開始時間
を待つ人たちで長陀の列ができるほどでした。 

（榛東村役場 中島様） 
 
  

日時：11月25日（日）10:00～15:00 
場所：太田市立休泊小学校 
来場者数：5,000名以上 
 

 おおた まちの先生見本市は、学校ではなかなか
教われない“環境・ものづくり・ライフスタイ
ル”について、その道のプロである行政・企業・
ＮＰＯ・大学・ボランティアサークルなど75団体
が一堂に会し、子どもたちが体験しながら学ぶと
いうイベントで、今回も主会場の体育館や校庭、
家庭科室などへ5,000名を大きく超える参加者が
来て終日賑わいました。 
 子どもたちはそれぞれ関心のあるブースへ行き、
まちの先生たちの指導のもと熱心に体験学習をし
ていました。 
 こういったイベントとしては、全国的にも珍し
い内容と規模であり、毎年11月の最終日曜日を楽
しみにしている子たちも多いようです。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 このイベントは、今年度の群馬ダイヤモンド・
ペガサスの「ペガサス・エコ大賞」や群馬県の
「群馬県ふるさとづくり奨励賞」を受賞し、市外
からの評価もされるようになってきました。 
 出展者も市内だけにとどまらず県内各地からも
あり、毎年新しい出展者も増えて拡大しているよ
うですが、“モノづくりの町・太田“らしく、Ｓ
ＵＢＡＲＵや日野自動車、ＡＧＦやポッカ・サッ
ポロ、日本ミシュランタイヤなど市内の企業から
も多数の出展がありました。 
 子どもたちの人気が特に高かったのは、やはり
モスバーガーのハンバーガー作りや和菓子でクリ
スマスリースを作るなど食べ物を作るブースでし
たが、環境系の出展ブースもたくさんの子どもた
ちで溢れていました。 
 このような取組が県内各地の市町村にも広がり、
それぞれのまちで特徴のある“見本市”が出来れ
ば、環境マインドを持つ子どもたちが増えて来る
のではないでしょうか。（太田市 須永推進員） 



（環境エネルギー課） 

 

第9期地球温暖化防止活動推進員の募集について 

 平成29年5月に委嘱しました「群馬県地球温暖化防止活動推進員」につきましては、

平成31年3月末をもちまして委嘱期間が満了になります。 

 次期委嘱につきましても、市町村からの推薦のほか、公募により推進員活動に熱意の

ある方を募集する予定です。 

 推進員の皆様におかれましては、皆様の周りで一緒に活動していただけそうな方に心

当たりがありましたら、ぜひ応募についてお声がけいただけますようお願いいたします。 

 なお、公募の募集期間は2月中旬から3月上旬を予定しています。（決定しましたら改

めてお知らせします） 

 また、現在推進員の皆様は、2月に継続意向について確認させていただきますので、改

めて公募に応募していただく必要はありません。  
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 県では、地球温暖化防止活動推進センターと協力し、家庭に向けた温暖化防止啓発

リーフレット「ぐんまちゃんの環境にやさしい食生活のすすめ」を作成しました。 

 昨年度作成した「ぐんまちゃんと環境にやさしい生活始めませんか」において、地球

温暖化の現状及び家庭でできる温暖化防止行動を「省エネ」「スマートムーブ」「省資

源」の３つの分野から少しずつ取り上げて紹介していますが、今年度は、「食生活」に

テーマを絞り、「買い物の場面」「調理の場面」「あとかたづけの場面」における温暖

化防止行動を紹介しています。２つのリーフレットを併用いただくことで、より普及啓

発の効果が高まるよう作成しました。 

 誰にとっても身近な「食事」は、日々の生活の中でも温暖化防止行動を取り入れやす

い場面のひとつです。また、キッチンは、冷蔵庫や電気ポットなど、消費電力の大きな

家電が多いため、「食生活」における温暖化防止行動には取組の効果が期待できます。 

 推進員の皆様におかれましては、ご家族やご友人にも、「環境にやさしい食生活」に

ついて機会をとらえてお話していただければ幸いです。また、出前講座や各地でのイベ

ントにおける普及活動でも、本リーフレットのご活用をお願いします。 

 なお、「ぐんまちゃんと環境にやさしい生活始めませんか」がお手元にない方は、地

球温暖化防止活動推進センターにご連絡ください。県のホームページにも掲載していま

す。 

家庭に向けた温暖化防止啓発リーフレット 
「ぐんまちゃんの環境にやさしい食生活のすすめ」 

を作成しました 

活動報告書の取りまとめ結果について 

 皆様からご提出いただきました活動報告書を取りまとめましたのでご報告します。 

 皆様には、お忙しい中、提出にご協力いただきまして、ありがとうございました。報

告が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 

 今年度の活動報告についても、後日提出をお願いしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

   

 

  

  



     イベント情報 各イベントの詳細はホームページをご覧ください。 

 
群馬県環境エネルギー課 
〒371-8570 
前橋市大手町1-1-1  
TEL：027-226-2817 FAX：027-243-7702 
MAIL：kaneneka@pref.gunma.lg.jp 

編集後記 

 主に若者層に向け、地球温暖化対策を伝えてい
くために、誕生したCOOL CHOICEイメージ
キャラクター「君野イマ」、「君野ミライ」の 
等身大パネルが届きま 
した。 
 イベント等で展示を 
希望される方は、セン 
ターまでお問い合わせ 
ください。 
 

縦152cm×横90cm 
自立式 

イベント名【会場】 日時 内容等 

推進員全体研修会 
【ぐんま男女共同参画センター中研修室】 

12月19日（水） 
14：00～16：30 

行動経済学を学ぼう（仮）、 
地球温暖化啓発事例報告等 

西部地区第5回定例会議 
【安中市役所本庁3階306会議室】 

1月17日（木） 
13：30～15：30 

西部地区推進員による情報・ 
意見交換 

地球温暖化対策セミナー 
【群馬県太田合同庁舎202会議室】 

1月24日（木） 
13：30～15：40 

・講演「群馬の自然災害と生活」 
 講師：中島啓治氏 
・風呂敷活用実演講習 
 講師：桐生ふろしきの会 

COOL CHOICEイメージキャラクター 
パネルが届きました 
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イベントの告知やボランティア募集など掲載したい内容がありましたら、えこサポまで。 

編集・発行 
群馬県地球温暖化防止活動推進センター （えこサポ） 
〒371-0854 
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5階 
TEL：027-289-5944  FAX：027-289-5945 
MAIL：suishin@gccca.jp 

 10月、11月は県内各地で様々な環境イベントが
開催され、今号は盛りだくさんの内容になりました。 
 今年度に実施した出前講座の件数は、12月7日
現在14件で、残り56件可能です。 
 地域活動や仲間同士の集まり等で出前講座を実施
してみませんか？お申込みをお待ちしています。 

えこサポから
のお知らせ 

温暖化に関する相談窓口を設置しています 

ホームページをリニューアルします 
～ご意見をお寄せください～ 

「CO2排出カードゲーム」を作成しました 

New ! 

 毎週金曜日、推進員が相談役になり温暖化全般
に関する相談に応じる相談窓口を設置しています。 
 推進員活動をするうえで困っていることや、 
相談したいことなど、推進員同士で気兼ねなく 
相談できますので、お気軽にお立ち寄りください。
電話での相談もできます。ぜひご活用ください。 

相談員の方のコメント 

 関東ブロック推進員等合同研修会で紹介されて
いた、CO2の排出を抑制する行動のうち、より排
出削減量が多いと思われるものを予測し、チーム
で競うツールを、手のひらサイズにアレンジした 
「CO2排出カードゲーム」 
を作成しました。 
 貸出も行っていますので、 
利用してみたい方は、セン 
ターまでご連絡ください。 

 当センターのホームページをリニューアルしま
す。「これがあると便利」、「この部分を見やす
くしてほしい」などご意見がありましたら、1月
中旬までにお寄せください。 

皆さんからのご相談や 
ご 来 所 を お 待 ち し て 
います！ 

温暖化防止の活動に関して、
まず、ゴミの排出量や電力の
使用量等の日々の データ
（記録）を取ることを勧めて
います。記録を取ることで、
自然と改善点が見えてきます。 
センターでお待ちしています。 

どうぞ気軽にご相談
ください。お待ちし
ています。 

梅山推進員 

原田推進員 

加藤推進員 
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