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大分県地球温暖化防止活動推進センター年次報告

報
告

年
次

　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支援すること並び
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20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20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
員研修会

第1回中部地域 6月21日 大分市・アイネス 推進員 47名

県による県内の温室効果ガス排出状況
と対策に関する講演、地元市町村環境
担当部署による取組、ワークショップ、
意見・情報交換会

第1回北部地域 6月22日 宇佐市・四日市コミュ
ニティーセンター 推進員 14名

第1回南部地域 6月28日 豊後大野市・
エイトピアおおの 推進員 16名

第1回西部地域 6月29日 日田市・日田市役所 推進員  7名

第2回 8月30日 大分市・アイネス 推進員 63名 地域協議会活動報告、意見交換会、基
調講演、分科会

第3回 1月17日 大分市・アイネス 推進員 62名 県内の温室効果ガス排出状況、基調講
演、分科会

事業名称等 実施日 場所等 事業実績等

おおいた温暖化
対策コンテスト

第1回審査委員会 6 月 2 日 大分県庁会議室 応募要綱等決定

公募期間 7月15日
〜9月20日 大分県内全域 実施部門15件、提案部門9件、計24件の応募

第2回審査委員会 10月31日 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 11月 8 日 パトリア日田 実施、提案両部門の受賞者の事例発表、全体
講評、受賞事例表彰

全国大会 2 月14日 東京都丸の内ホテル 環境省主催パネル展に県代表事例出展
    〃 2 月15日 東京都丸の内ホテル 環境省主催全国大会

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及び同候補者研修事業� （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

おおいた環境展
11月8日 パトリア日田

1200名

官民学による地球温暖化防止への取組
とその成果を披露するフェスタとして
開 催。　　　　　　　　　　　　　　
同会場で実施される「平成20年度おお
いた温暖化対策コンテスト」に連動さ
せ、応募事例や一般資料のパネル展示、
パンフレットの配布や温暖化防止広報
DVD上映会等を開催

11月9日
〜14日 日田市役所 エントランスロビーにて、上記展示等

を継続開催

2-2　普及啓発事業
　⑴　「おおいた環境展」の開催� （環境省委託事業）
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事業名称等 実施日 場所等 参加人員 事業実績等

大分県水防協議会 5 月16日 大分県庁新館14階大
会議室 52名

◆以下の事項を目的として実施。
・ 推進員の活動の円滑化
・ NPOや任意団体の温暖化防止活動取
　組みへの協力
・ 企業及び一般県民の温暖化防止活動
　意識の普及啓蒙
・ 幅広い層と様々な場所に出向き、参
　加者の層と地域に合わせた温暖化防
　止講座の開催や、講師派遣及び継続
　的にパネル貸出等をとおして、日常
　レベルでの温暖化対策の意識付け

◆センターが企画運営する講座等のほ
　か、以下の要請に応じて「環境学習
･ 出前講座」の開催・後援、講師派　
　遣等を実施。
・  推進員、保育園、小中学校、NPO、
　任意団体、民間企業、一般県民、自
　治会、婦人会、老人クラブ、公民館
　集会等

◆運営の基本理念
・ 当事業に係る要請は、県内全域・多
　岐部門に渡るため、その都度、要請
　者と打合せを行い、講座内容を決定
　した。
・ キャンドルナイト、エコスクール、
　環境保全、等々の座学に加え、今年
　度は教材補充の上、要望の多い電気・
　気温等に関する体験・実験講座の充
　実を図った。
・ IPCCによる報告の理解に向け、パ
　ネルを充実させ、目で見る学習にも
　力を注いだ。
・ 温暖化対策及び環境に関する資格を、
　ほとんどの職員が有しているため、
　講師は概ね職員で賄った。

玖珠町婦人会 6 月 3 日 玖珠町役場3階 60名
明磧公民館 6 月12日 大分市明磧公民館 43名
臼杵地域協議会設立準備会 6 月16日 中部保健所2階会議室 20名
大分県中小企業団体中央会 6 月27日 大分第一ホテル 20名
稙田公民館 7 月 2 日 大分市稙田公民館 20名

大分県建築住宅ｾﾝﾀｰ 7 月 7 日 大分県医師会館6階
研修室 84名

朝地町商工会議所 7 月24日 朝地町商工会議所 16名
春日町公民館 7 月25日 大分市春日校区公民館 6名

臼杵医師会館 7 月29日 臼杵市医師会コスモ
ス病院2階研修室 18名

立命館アジア太平洋大学 8 月 3 日 立命館アジア太平洋
大学 56名

大分市商工労政課ECO講座
第1回 8 月10日 コンパルホール会議

室、調理室 10名

大分市立大道小学校・学校
キャンプ 8 月23日 大道小学校 120名

日田市こども環境会議 8 月25日 日田市役所7階大会
議室 150名

東原公民館・東原地域ふれあ
いサロン 8 月25日 東原公民館 25名

福岡県前原東中学校 9 月 4 日 福岡県前原東中学校 40名
大分市商工労政課ECO講座第
2回 9 月 6 日 コンパルホール会議

室、調理室 10名

九州経済産業局
「省エネルギー交流セミナー」 10月 4 日 フローランテ宮崎　

夢花館・交流ホール 46名

立命館アジア太平洋大学 10月21日 立命館アジア太平洋
大学 116名

大分市立中島小学校PTA 10月21日 大分市立中島小学校
家庭科室 20名

愛媛県温暖化防止センター 11/10〜
11、2/7

大分県地球温暖化防止
活動推進センター等 130名

野津原公民館 11月13日 大分市野津原公民館 12名

津久見エコクッキング 11/14、
12/13

津久見市民会館　
会議室 80名

キャリアサポート華・
キャンドルナイト 12月20日 グリーンカルチャー

センター 20名

臼杵地球温暖化防止協議会
設立記念講演会 2 月 8 日 臼杵市市民会館

小ホール 120名

ストップ地球温暖化宇佐協議会 2 月 8 日 宇佐市山村開発セン
ター 110名

　⑵　出前講座開催と講師派遣

　⑶　大分県の環境・地球温暖化に係る資料誌編纂・発行

事業名称等 実施日 事業実績等

環境・地球温暖化に係る＜大分
県版＞資料誌の編纂と発行

6〜7月

発行12月

現状では、地域社会の地球温暖化に関する大分県内各官署資料を
一まとめにしたものは見当たらず、本県センターにも、県内各官
署に跨った資料・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の多様な照会が数多く寄せられた。
そこで、県内の地球温暖化に係る資料をまとめた冊子を編纂して
県民に提供することで、温暖化防止活動の高揚と普及啓発を目指
した。
県・市町村等自治体（行政）及びその関連機関、国の出先機関、研究・
調査団体及び個人等々、幅広い部門からの資料等を収集すると同
時に、執筆を依頼する資料・原稿は県センターで編集・編纂の上、
学識者に校閲を依頼した。
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３　普及啓発事業　（県センター固有事業）
　⑴　地域連携及び地球温暖化対策地域協議会等支援

　⑵　情報発信と資料提供

事業名称等 実施日 事業実績等
中津、津久見、大分市、
豊後大野市、別府、杵築、日田市、
小野小校区、由布市、各地協

通年 18年度中発足が２地協、19年度中発足が７地協と、すべて発足間
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。

地域協議会設立支援 通年
・地域協議会のない自治体、宇佐、豊後高田、国東、竹田、佐伯、臼杵、
玖珠、九重、姫島各市町村での地協準備会立上のための活動支援
・推進員の約半数がいる大分市での、活動分野別地域協議会・複
数団体立上げ支援

事業名称等 実施日 事業実績等
①報道機関への取材協力

ＮＨＫテレビ出演

5 月15日

報道機関による地球温暖化に関する企画への取材協力や出演を
とおして普及啓発活動を行った。  

6 月12日
7 月17日
9 月11日

ＯＢＳラジオ
5 月13日
8月 5 日

FM大分出演/ガイドブック

5月29日
6月27日
6月19日
9 月 3 日

九州朝日、OBS（共にTV及び
ラジオ）TOS-TV、FM放送局、
朝日、読売、毎日、大分合同新
聞等々

通年 おおいた環境展及びおおいた温暖化対策コンテスト並びに県セン
ターの通常活動について取材を受け、普及啓発に努めた。

②資料の配布・パネル貸出

佐伯市本匠公民館 6 月22日 「家族で集う！ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ」の夕
べ」に貸出 IPCC ４次報告に伴い、多数の

保有収集資料・パネルに、新デー
タへの差し替えの必要性が生
じ、資料の一部入れ替えとパネ
ルの追加製作をして、最新資料
による普及啓発活動支援に供し
た。

つくみ環境美化ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 月30日 パネル貸出
㈱日出電気 9 月28日 電機品展示会にパネル貸出
杵築地協準備会 10月21日 展示会にパネル貸出
生協コープ大分 11月 3 日 ｲﾍﾞﾝﾄにパネル貸出
その他多数件 通年 　　　　　　　　　　　　　　
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 通年

推進員に限らず、産官学民から
の電話、FAX、メール、来訪を
問わず、内容によっては訪問対
応も実施した。

照会、相談、提案等への個別対
応に併せて、普及啓発活動実践
希望者に対しては、推進員研修
会 オ ブ ザーバー参 加 の 受 け 入
れ、推進員や県センターなどが
主催・参画するイベントへの参
加勧誘なども行った。資料の配
布提供は、パネル等の貸与案内
に併せてホームページでも広報
した。
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事業名称等 実施日 事業実績等

第1回大分県地球温暖化防止活動推進員研修  8 月22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
研修を行なう。
第1回研修は上智大学大学院教授　柳下正治先生による「地球
温暖化の現状と推進員の役割」の講演や情報交換等を行った。

第2回大分県地球温暖化防止活動推進員研修 10月21日

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視察研修(温暖化対策新情報・新技術研修、推進員
情報交換）を実施した。

（北九州市小倉北区西日本総合展示場で開催）

第3回大分県地球温暖化防止活動推進員研修 2 月27日
（予定）

推進員の役割、チャレンジ25キャンペーンの「6つのチャレンジ」、
環境省の平成22年度予算等を踏まえて、低炭素社会づくりに向
けて、講演、事例発表、意見交換等を行う。

１　大分県地球温暖化防止活動推進員研修事業　（環境省委託業務）

第２　平成21年度の取組�

　大分県地球温暖化防止センターの設立の趣旨に
則り、平成21年度は「推進員研修事業」及び「温
暖化対策一村一品知恵の環づくり事業」、「普及啓
発広報事業」を柱として、民主部門の日常生活に
お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

大分県
6 月18日 7月24日 レジ袋　委員会
11月 9 日 森林環境税事業

大分市
5 月15日 7月31日ほか おおいた市民会議
6 月 1 日 6 月 8 日 大分市環境展、大分市フォーラム　　パネル展示

大分気象台、大分市 12月 6 日 地球温暖化対策セミナー　　パネル展示
フランス大使館、日田市 11月 8 日 日仏交流150周年記念シンポジューム
NPO法人九州森林ネットワーク、
諸塚村 11月28日 カーボンオフセットセミナー

NPO法人地域環境ネットワーク、
九州経済産業局、九州地方環境
事務所

7 月 8 日 8 月 8 日 低炭社会づくりセミナー事業

環境省
9 月25日 10月27日

エコリフォーム住宅普及促進事業
10月28日 12月 1 日

九環事務所、NPO法人地域環境
ネットワーク

8 月 4 日 8 月26日
環境教育リーダー養成講座事業

11月19日 11月20日
全国都道府県地球温暖化防止活
動推進センター 9 月11日 9 月12日 環境省/エコポイント講習会

宮崎県地球温暖化防止活動推進
センター 8月6日ほか 環境省/いきものみっけ事業

NPOプラザ 9 月18日 NPO養成講座
おおいた団塊くらぶ（後援） 6 月30日 田ノ浦ビーチ清掃活動
ツールド湯平実行委員会（後援） 10月19日 2008ツールド湯平

　⑶　その他事業
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事業名称等 実施日 事業実績等

おおいたストップ温暖化一村一品大作戦

6月〜8月末

県・市町村自治体、地元の企業、団体、推進員、メディア等
と連携して地域における地球温暖化対策のシンボルとなる一
村一品の公募を行い、一品を活用した温暖化対策の大分県に
おけるムーブメントの創出を図り、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。

10月28日 10月20日までの事前審査の結果を踏まえて審査会を開催。審
査委員長　三角順一センター長　他審査委員9名　

12月 9 日 表彰式及び活動発表、活動事例集の配布
2月13．14日 大分県代表を全国大会に派遣

２　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）

３　普及啓発・広報事業　（環境省<地方事務所>補助事業）

　地球温暖化の主要な原因が、日常生活や事業活
動から排出される二酸化炭素であること及びその
排出削減に県民総参加で取り組む必要性につい

て、フォーラム、セミナー及びエコライフ講座の
開催、街頭啓発の実施等により県民・事業者への
普及啓発を行う。

事業名称等 実施日 事業実績等

おおいた省エネ照明フォーラム
6月27日
大分県庁

正庁ホ－ル

建物では意外にたくさんのエネルギーを消費している。照明用
のエネルギーはオフィスビルでは約21％、一般家庭では16％
を占める。そこで、一般県民、大分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、省
エネ照明デザインによる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、本フォーラムを開催する。

事業名称等 実施日 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

楽しくクッキングして美味しくいただき、ライフスタイルの改
善、ＣＯ２の削減を図るため、もったいない精神で、食べ物やエ
ネルギーを大切にし、ごみを減らし、水を汚さないよう、さら
に地産地消やフードマイレージについても考えるため講座を開
催する。

事業名称等 実施日 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

低炭素社会・日本ひいては低炭素の世界の実現のためには再生
可能エネルギーの導入、エコカーの普及等が必要であり、太陽
光発電は現状の20倍以上にする必要がある。日本では、太陽光
発電の普及をめざす新たな買い取り制度が11月1日から始まっ
た。そこで、一般県民、大分県地球温暖化防止活動推進員等
を対象として、太陽光発電の本格的普及に向けて、本セミナー
を開催する。
太陽光発電買い取り制度の説明や「自然エネルギー推進市民
フォーラム」都築建理事長による講演、相談コーナーや展示
コーナー開設等を予定

　⑴　おおいた省エネ照明フォーラムの開催

　⑵　エコクッキング講座の開催

　⑶　おおいた省エネ照明フォーラムの開催
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事業名称等 実施日 事業実績等
アースデイ中津 4 月19日 参加、見学及び連携
めいじサマーフェスティバル

（大分市明治地区） 7 月28日 パネル展示・資料配付・普及器材の説明

子ども環境会議（日田市） 8 月24日 「地球温暖化と今私達に出来ること」について講演
女性のための教養講座（玖珠町） 9 月16日 「地球温暖化と健康影響」等について講演
日出町地域協議会設立総会 11月24日「地球温暖化と今私達に出来ること」講演

事業名称等 実施日 事業実績等

①ホームページ掲載 おおいたストップ温暖化一村一品大作戦、フォーラム、セミナーの
お知らせ、その他情報提供

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 おおいたストップ温暖化一村一品大作戦、フォーラム、セミナーの

お知らせ、その他情報提供することで県民への広報を図る。
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

　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

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

環境月間中の普及啓発を強化するため、通勤や通学、買い物
客などの集中する大分市中心部商店街において、メッセージ
を送り、ひとりひとりへエコアクションを呼びかける。パネ
ルや普及機材の展示及び説明等を実施する。

　⑷　環境展

4　その他普及啓発事業

　上記環境省関係の委託、補助事業のほか、当セ
ンター独自で温暖化対策に関する普及啓発活動を
積極的に実施している。　　　　　　　　　　　
　当センターが保有する普及機材やパネル等の各
地域で実施されるイベントへの貸し出し、啓発の

ための展示などに積極的に対応している。さらに
地球温暖化問題に関する広報のためのマスコミの
取材対応等、関係機関団体等とも連携を密にし、
効率的普及が図られるよう行っている。
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　県内外の関係機関・団体との共催、後援等
により、地球温暖化問題に関する普及啓発広
報事業に幅広く関与している。

　⑶　その他事業

関係機関・団体等 実施日等 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 地球温暖化対策　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

9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)

9月1日、11月5日 おおいた市民環境会議

9 月27日 大分市民環境大学開講式・記念講演会(パネル展示
等)

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、22日 環境省/いきものみっけ事業(九州各県共催)
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