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　大分県は、地球温暖化対策の推進に関する法律
第24条の規定に基づき、平成15年9月から大分県
地球温暖化防止活動推進センター（以下「センタ
ー」という。）を指定しており、平成15年9月か
ら平成18年3月まではNPO法人緑の工房ななぐら
すを、平成18年4月から平成21年3月まではNPO
法人地域環境ネットワークを、平成21年4月から
NPO法人大分県地球温暖化対策協会をそれぞれ
センターに指定している。

　センターの事業内容は、地球温暖化の現状及び
地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広
報活動を行うとともに、地域の地球温暖化防止活
動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための
活動を行う民間の団体の活動を助けること並びに
日常生活に関する温室効果ガスの排出抑制等のた
めの措置について、照会及び相談に応じ、必要な
助言を行うことである。平成21年4月から現在ま
での実施状況は下記のとおりである。

第１　平成21年度の実績�

大分県地球温暖化防止活動推進センター
年次報告

事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

大分県地球温暖
化防止活動推進
員研修

第1回  8月22日 大分市・オアシス 推進員69名
大学教授による全国と大分県の地球温
暖化活動及び県による県内の地球温暖
化の現状と対策に関する講演、意見・
情報交換会。

第2回 10月21日 北九州市・西日本
総合展示場 推進員41名

最新の温暖化対策に関わる知識、技術、
情報収集のためにエコテクノ2009へ視
察研修

第3回  2 月27日 大分市・大分県庁
会議室 推進員60名 環境省による低炭素社会づくりに向け

た講演、事例発表、意見情報交換会

事業名称等 実施日 場所等 事業実績等

おおいたストッ
プ温暖化一村一
品大作戦

公募期間 6月～8月末 大分県内全域

自治体、企業、推進員等と連携して、地域レ
ベルでの温暖化防止の知恵の環を広げ、温暖
化対策をより一層推進することを目的とする

「おおいたストップ温暖化一村一品大作戦」の
公募を行う。応募点数27点

審査委員会 10月28日 大分市・大分県庁
会議室

事前の書類審査にて選出した事例プレゼン
テーション者より県代表他受賞者を選考

受賞者表彰式 12月 9 日 大分市・オアシス 表彰式及び活動発表、活動事例集の配布

全国大会 2月13，14日 東京都・竹芝ニュー
ピアホール プレゼンテーション、表彰式、交流会

２-1　普及啓発事業 ｢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）

１　大分県地球温暖化防止活動推進員研修事業� （環境省委託事業）

事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

おおいた省エネ照明フォーラム 6月27日 大分市・大分県庁
会議室 130名

一般県民、県地球温暖化防止活動推進
員等を対象として、人間環境と省エネ
照明について基礎的な知識を習得し、
照明器具の省エネ化と快適環境の創造
等によるCO2削減のモデルについての
技術や事例の研修を行い、意識の向上
を図り、CO2削減の更なる推進に資す
るためにフォーラムを開催。

事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

考えよう！地球のこと
エコクッキング講座 11月28日 大分市・田北料理

学院 40名

料理を通して、ライフスタイルの改
善やCO2の削減を図ることを目的とし
て、食べ物やエネルギーを大切にし、
ごみを減らし、さらに地産地消やフー
ドマイレージについて考えるための講
座を開催。

2-2　普及啓発事業　�
　⑴　おおいた省エネ照明フォーラムの開催� （環境省補助事業）

　⑵　エコクッキング講座の開催
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３　普及啓発事業　（県センター固有事業）
　⑴　地域連携

　⑵　情報発信と資料提供

事業名称等 実施日 事業実績等
アースデイ中津（中津市）、めい
じサマーフェスティバル（大分
市）、子ども環境会議（日田市）、
女性のための教養講座（玖珠町）

通年 20年度中発足が8地協、21年度中発足が5地協と、全て発足間もな
い故に、基礎作りと事業実施運営上の支援が不可欠である。

日出町地域協議会設立総会 11月24日 地域協議会のなかった玖珠町での地域協議会設立総会での講演

事業名称等 実施日 事業実績等

①ホームページ掲載 通年 おおいたストップ温暖化一村一品大作戦、フォーラム、セミナー
等の広報

②報道機関への取材協力 通年 おおいたストップ温暖化一村一品大作戦、フォーラム、セミナー
等の広報

③パネル等貸出 通年 推進員や地域協議会が活動を実施するため、パネル・ＤＶＤ・自
然エネルギー学習しざい貸し出しや資料提供

④相談・照会への対応

照会、相談、提案受け紹介、資
料等の提供や講師斡旋等々 通年

・推進員や地域協議会等からの照会、相談への対応　　　　　
・講師斡旋
・情報の提供  

事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

おおいた太陽光発電セミナー 1月22日 大分市・大分文化
会館 170名

低炭素社会の実現のためには再生可能
エネルギーの導入が必要であり、中で
も太陽光発電は現状の20倍以上にしな
ければならない。その太陽光発電の普
及を目指す新たな買取制度が始まった
ことから、一般県民、地球温暖化防止
活動推進員を対象として、太陽光発電
の本格的普及に向けてセミナーを開催。

事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

温暖化対策普及啓発環境展 6 月 7 日 大分市・ガレリア竹町
広場 700名

環境月間において一般県民に対して地
球温暖化対策の普及啓発を目的とし
て、大分市中心商店街で温暖化対策関
連パネルや省エネ機器を展示し、説明
を行った。

　⑶　おおいた太陽光発電セミナーの開催

　⑷　環境展

事業名称等 実施日 事業実績等

大分県

6 月12日 ストップ温暖化おおいたフォーラム（パネル展示等）
7 月13日 九州・沖縄・山口統一キャンペーン標語募集後援及び審査
7 月24日 レジ袋削減検討会議
11月28日 エコドライブステッカーデザイン審査

大分市

6 月 7 日 大分市環境展（パネル展示等）
4 月28日 9月1日ほか おおいた市民環境会議

9 月27日 3 月20日 大分市民環境大学開講式、記念講演会（パネル展示等）、
福宗清掃工場見学

11月 5 日 おおいた市民一斉省エネチャレンジ啓発活動
九州地域エネルギー・温暖化
対策推進会議 7 月17日 8 月 6 日 九州経済産業局、九州地方環境事務所、九州各県センター

　会議出席
全国都道府県地球温暖化防止
活動推進センター 4月､6月､9月､10月､11月 全国会議、九州ブロック会議、研修等出席

鹿児島県地球温暖化防止活動
推進センター 8 月21日 8 月22日 環境省/いきものみっけ事業（九州各県共催）

　⑶　その他事業
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　⑵　情報発信と資料提供
事業名称等 実施日 事業実績等

①ホームページ掲載 通年 事業実施及び地球温暖化対策に関する情報提供 
②報道機関への取材協力   
県、市等関係機関の広報番組、
マスコミ取材等 通年 事業内容のお知らせ、情報提供 

③普及器材など貸し出し
年間見込み20数回の貸出し 通年 推進員や地域協議会が活動を実施するため、パネル・DVD・自然

エネルギー学習器材等貸し出しや資料提供資料の配布、閲覧 通年

④相談・照会への対応

相談・照会・提案等への対応 通年
・推進員や地域協議会等からの照会、相談への対応
・講師斡旋
・情報の提供 

⑤その他 随時 全国センター連絡会総会、九州・沖縄ブロック会議、九州地域エ
ネルギー温暖化対策推進会議等 

第２　平成22年度の取組�

  大分県の温室効果ガス排出量（2008年度値）を
見ると、1990年度比で9.8％の増加となっており、
家庭部門では、19.1％増加である。大分県が削減
目標（2010年）とする家庭部門−6．3％、業務部
門−11．4％、運産部門−6，1％の達成のためには、
民生部門での対策強化が急務である。また、大分
県の市町村等自治体の温暖化防止対策法に基づく
地域推進計画の策定状況としては、大分県地球温

暖化防止行動計画があるが、自治体や企業、関係
団体、地球温暖化防止活動推進員等がより強く連
携した地域ぐるみの温暖化対策の取り組みが求め
られている。　
　平成22年度は、環境省委託事業として「家庭部
門における削減アドバイス事業」「地球温暖化防
止活動推進員派遣事業」及び「地球温暖化防止活
動団体連携事業」を行う。これら事業を実施する
ことで、民生部門の日常生活に於ける温室効果ガ
スの排出抑制等に向けた活動を行う。

事業名称等 実施日 事業実績等

事業説明会及びエコアドバイザー研修会 6 月12日

地球温暖化防止活動を推進していくための核となる推進員に対
し、地球温暖化の現状や重要性、対策の必要性、二酸化炭素排
出抑制のための具体的な措置等についての理解を深めるための
研修を行う。

第2回くらしのエコアドバイス実践研修 8 月28日 希望家庭を対象にくらしのエコアドバイス実践に係る知識技術
習得研修を実施。

家庭部門における削減アドバイス 随時 要請された相談員が家庭等に対して診断を実施しアドバイスを
行う。

事業名称等 実施日 事業実績等

地球温暖化防止活動推進員データベース化 5月～
8月末 地球温暖化防止活動推進員データベースの構築

推進員派遣 随時
県内の学校、施設、企業、団体等へ環境学習の開催を促し、希
望する学校、 施設、企業、団体等の要請に要請により推進員を
派遣、活動支援する。

事業名称等 実施日 事業実績等

地球温暖化防止活動団体連携強化 随時

地域の自治体等と協力して、地域で温室効果ガス削減に結びつ
く活動を行っている団体について、それぞれの団体の特性に合
わせて情報交流会を組織し、必要な知見・情報を提供すると
ともに団体同士の情報交換の場を設ける。また、各組織の活動
を発展させるため地域の学校、自治会、企業、協議会等の交流
会を開催してさらに事業を推進させるための方策について協議
し、実践に結びつける。また、全国段階で2月に開催が予定さ
れている「低炭素全国まちづくりフォーラム」に大分県として
参加するため、代表となる活動の選考について、発表の場を設
け、審査を行うとともに交流会を開催する。 

１　家庭部門における削減アドバイス事業（環境省補助事業）

２　地球温暖化防止活動推進員派遣事業（環境省補助事業）

３　地球温暖化防止活動連携強化事業（環境省補助事業）

４　その他普及啓発事業
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