
 令和元年６月２１日（金）群馬会館に
おいて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１５０名のうち９０名
の参加があり、各地区代表者が群馬県知
事（代理：桑原雅美 森林環境部長）か
ら委嘱状を受領しました。 
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「群馬県地球温暖化防止活動推進員」

委嘱状交付式  

内山講師 梅山講師 高橋講師 

 研修会終了後は地域内の交流を深め
るとともに活動をより充実させること
を目的に各地区に分かれて交流会が行
われました。 
 交流会では、自己紹介と意見交換を
行い、各地区の代表者も決まりました。 
            （敬称略） 
 中部地区 代表   酒井千富 
 西部地区 代表   加藤光明 
 東部地区 代表   西村 豊 
 吾妻地区 代表   木暮駿希 
 利根沼田地区代表  ⻆田和男 

 
委嘱期間は令和3年3月までです。 

 基調講演は前橋地方気象台 調査官 澁江昇氏
より「群馬県の気候変動と適応について」ご講
演いただきました。 
 環境政策課よりガイダンス、片亀センター長
より推進員活動等についての説明と続き、研修
会は終了しました。 

（委嘱状交付式） 

（地区別交流会） 

（基調講演） 



 7月18日から8月21日まで各地区5会場、
土曜開催を含めて6回開催された地球温暖
化防止活動推進員研修会。 
  
 第一部：「今年度のセンター事業計画と
推進員活動について」 
群馬県地球温暖化防止活動推進センター 
片亀光センター長より推進員活動の説明と
センター事業の話がありました。 
 第二部：「気候変動の最新の知見及び影
響への適応策について」 
関東地方環境事務所環境対策課地域適応推
進専門官の川原博満氏から講演いただきま
した。 
 第三部：「スマートムーブにチャレン
ジ」 
群馬県県土整備部交通政策課 松田隆行補
佐（東部・利根沼田・吾妻地区）中澤隆太
主任（中部・西部地区）よりぐんま乗換コ
ンシェルジュのアプリの使い方を教えてい
ただき、実際にダウンロードして体験して
もらいました。 

各地区推進員研修を開催 
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川原博満氏 中澤隆太主任 

中部地区 

西部地区 

 6ヵ所で合計72名の推進員さんが推進
員研修を受けました。 
 アンケートの結果から 
・個人レベルで取り組むことができる活
動を伝えられるようにしたい。 
・自分達で出来ることから温暖化防止を
心がけるようにする。 
・適応法についての講演は興味深かった。 
・川原氏の説明はとても分かりやすかっ
た。 
・今後もこのような機会があるとありが
たい。 
・定期的に講演会を開催して欲しい。 
など、意欲的な意見が多数ありました。 
また、公共交通をいかに利用しやすく受
入れやすい交通手段にするか問われるな
ど、今後のスマートムーブに期待する声
もありました。 

東部地区 



 7月25日～31日まで開催された群馬県生涯
学習センター少年科学館の「夏とくイベント」    
初日の25日、えこサポも出展しました。 
 今年は牛乳パックでブーメランとブンブン 
こまを作って遊びました。1日を通して親子連
れが沢山参加してくれ、COOLCHOICE宣言に
も賛同して頂きました。 

群馬県生涯学習センター 
夏とくイベントに出展しました 

日時：7月23日(火)午前10時～12時 
場所：ぐんま男女共同参画センター 
参加者：18名 

 新メンバーによる第1回連携会議が行われ
ました。自己紹介の後、各地域の活動報告が
あり「エコなクッキング」「ホタルウォッチ
ング」「情報交換会」など熱心に活動されて
る様子が報告されました。 
 例年通りの地区ごとの活動だけではなく、
県の事業テーマと連携しながら地域一緒に同
じ方向に向かって活動していきましょうと話
し合われました。 

「第１回群馬県地球温暖化防止活動連携会議」を開催 

日時：8月23日(金)午前10時～12時 
場所：群馬県公社総合ビル  
参加者：１１名 

 「エコ通勤の意義と進め方」として推進会
議の目的と活動についての説明が片亀セン
ター長からあり、続いて高崎経済大学の小熊
仁准教授から「地方公共交通の現状」につい
て講演いただきました。さらに、群馬県交通
政策課の町田幸子係長から「鉄道利用促進ア
クションプログラム」について説明いただき、
各委員から公共交通との関わりや問題意識に
ついて発言を受けました。 
 小熊先生は「人口減少・高齢社会において、
地域の共有資源として重要な地方公共交通存
続のためにはその価値を正しく評価する必要

がある」と述べました。委員自身も公共交通
や自転車利用の機会を増やす余地があるとの
発言もあり、群馬県民には“クルマ生活”か
らのリハビリが必要であるという認識が共有
されました。 
 年度内にあと3回（10/11、11/22、2
月）開催しますので、第1回に参加できなかっ
た方の参加も歓迎します。 

「第１回スマートムーブ推進会議」を開催 
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 今回、初めて推進員になられた堀澤千恵子
さんがイベントに協力してくれました。 
 「最初は要領がわからず戸惑いましたがベ
テランスタッフさんの助けを借り、どうにか
子供たちに対応できました。来場者が増えた
り減ったりの連続でしたが子供たちの喜んだ
笑顔とエネルギーに満ちていました。」 
と、感想を頂きました。 
 
 イベント等、推進員さんのご参加・ご協力
をお願いします。 



  利根沼田地区 8/11 
 「環境と森と木のまつり」 
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発電体験コーナー 

親子で、風車を回す 

水力発電に挑戦！ 

 第４回山の日記念２１世紀の森まつり
のイベントの一環として行われた「環境
と森と木のまつり」に参加しました。 
 当日は好天に恵まれ、多くの来場者が
訪れる中、地球温暖化をはじめ３Ｒの取
組など手作りのパネルを展示しました。 
 クールチョイスの取組を呼びかけると
共に、３Ｒ宣言者を募りました。また、
子供たちを中心に「体験コーナー」を設
け、水や風、太陽光による発電を学んで
いただきました。荒井ちせちゃん（小
４）は、「発電の体験は夏休みの想い出
になりました」と語ってくれました。 
 このほか、「もったいないバザール」
や「木の小物づくり」を行いました。 
 本イベントを通じ、推進員同士の交流
はもとより、研修の場にもなりました。 
 閉会式において、「２１世紀の森まつ
りは今回をもって終了します」と主催者
が宣言されました。誠に残念ですが、今
後の活動の場を模索してまいりたいと考
えています。 
   （利根沼田推進員代表 ⻆田和男） 

 吾妻地区 8/14 
「第３９回高山村ふるさと祭り」 

推進員活動報告 

 高山村ふるさと祭りが８月１４日、高山中学校体育館で開催されました。 
高山村環境inもったいない推進委員会で、エコに関する「マイ箸」「うちわ」「ペットボト
ル風車」作りを体験できるコーナーを設置し、村内外からのたくさんの来場者に体験しても
らい皆さん熱心に作り、喜んで持ち帰っていただきました。（高山村 後藤裕之推進員） 



（環境政策課） 

気候変動の影響への適応について 

 地球温暖化防止活動推進員の皆様には、日頃、ご自身で温暖化防止活動を実践してい

ただいているほか、温暖化対策の普及啓発、各種イベントでの活動等にご尽力いただき、

深く感謝いたします。 

 今年度、本県では家庭部門の温暖化対策の一つとして、「気候変動への適応」の普及

啓発に取り組んでおります。先日の推進員の方を対象とした研修でも、気候変動への適

応をテーマの一つとして取り上げさせていただきました。 

 現在、世界の平均気温は上昇しており、気候変動のリスクが高くなっています。日本

においても、気温上昇や大雨の頻度の増加、高温による農作物被害など、気候変動の影

響が既に顕在化しており、将来的にも様々な影響が生じる可能性があります。 

 気候変動による影響に対処するため、温室効果ガス排出削減の取り組みである「緩和

策」を更に推進していく必要があります。一方で、既に生じている影響や中長期的に避

けられない影響に対して、自然や人間社会のあり方を調整する取り組みを行う「適応

策」を進めることも求められています。（高温耐性品種の開発、洪水調整池整備、ハ

ザードマップ作成、熱中症対策等） 

 平成30年12月１日には気候変動適応法が施行され、国、地方公共団体、事業者、国

民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組みが整備されました。本県も気候

変動への適応についての普及啓発に取り組んで参りますので、是非推進員の皆様にも、

地域やご家庭で、気候変動への適応についてお伝えいただけますようお願いいたします。 
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日傘の活用推進について 

 身近な気候変動への適応策として、日傘の活用についてご紹介します。環境省では、

熱ストレスを一人ひとりの工夫で低減できる暑さ対策として、暑さ指数の低減効果が高

い日傘の活用を推進しています。 

 汗をたくさんかくと血液が少なくなり、体調を崩すリスクが高くなりますが、日傘を

使って強い日差しから体を守ると、汗の量が約17％減ることが分かっています。また、

街路樹がない場所で日傘をさす効果は、10m間隔で街路樹を形成する効果に匹敵する

ことが分かっています。 

 遮熱率95％以上、遮光率99.9％以上（一級遮光）UVカット率99.9％以上で晴雨兼

用という高性能な商品もあり、炎天下でも熱ストレスを低減できます。男女問わず、日

傘を活用してみてはいかがでしょうか。 

 

  

  

参考：環境省ホームページ 



 
群馬県環境政策課 
〒371-8570 
前橋市大手町1-1-1  
TEL：027-226-2817 FAX：027-223-0154 
MAIL：kanseisaku@pref.gunma.lg.jp 

編集後記 

     イベント情報 各イベントの詳細は各ホームページをご覧ください。 

イベント名【会場】 日時 内容等 

★ 
第２１回ぐんま環境フェスティバル 
【ヤマダ電機 LABI1高崎イベント会場】 

 
10月5日(土) 
9:00～16:00 
 

パネル展示、クールチョイスの賛同
募集等 
*謝金、交通費あり 

★ 
伊勢崎市環境フェスティバル 
【いせさき市民のもり公園】 

10月6日(日) 
10:00～15:00 

遮光・採光・断熱に関するパネル展
示、ｿｰﾗｰｸｯｶｰの実演 
* 謝金、交通費あり 

★ 
グリーンエコフェスティバル 
【前橋自動車教習所】 

10月27日(日) 
9:00～16:00 

牛乳パックでﾌﾞｰﾒﾗﾝ作り体験 
*謝金、交通費あり 

★ 
群馬県民の日特別イベント 
【群馬県生涯学習センター】 

10月28日(月) 牛乳パックでﾌﾞｰﾒﾗﾝ作り体験 
*謝金、交通費あり 

★ 
太田市環境フェア 
【太田市新田文化会館】 

11月10日(日) 
9:00～15:00 

エコグッズ作り、温暖化防止に関す
る説明等 
* 昼食あり *謝金、交通費あり 

★ 
第１０回おおたまちの先生見本市 
【太田市立鳥之郷小学校】 

11月24日(日) 
10:00～15:00 

パネル展示、クールチョイスの賛同
者募集、エコ工作等 
*謝金、交通費あり 

★マーク・・・ボランティア募集中 ⇒詳しくはえこサポまで 
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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、えこサポまでお願いします。 

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 

 昨年度、開催していた「推進員の日」 
ですが、10月よりえこサポ事務局が倍に
広がり活動しやすいスペースが確保出来る
予定です。 
 広くなった事務局で推進員さん同士の交
流・活動報告などの場になればと思い、今
年度は「えこサポカフェ」として準備を進
めています。 
 
 詳細が決まり次第お知らせ致します。 
 お気軽にお立ち寄りください！ 

えこサポから
のお知らせ 

「えこサポカフェ」 
  準備中！！ 

 夏休みの子供の自由研究にセンターにあ
るソーラークッカーを使いスープと煮豚
に挑戦しました。 
 夏休みの宿題、CO2削減、そして夕食
まで出来上がり一石三鳥。太陽の力って
素晴らしい！！（村尾） 

 秋空も爽やかな好季節となりました！
“スポーツの秋”ですね～。日頃の運動
不足の解消に、エコバックを持って自転
車で買い物に行ってみようと思ってます。
買い過ぎ防止にもなればいいのですが…        
（長沼） 
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