
1 

平成 27 年度 事業報告書（案） 
 

１ ストップ温暖化！100 万人参加プロジェクト・地球温暖化対策事業 

 地球温暖化の取組み拡大を図るため、市民・事業者・行政が一体となって取組む「ストップ温暖

化！100 万人参加プロジェクト」を実施しました。平成 27 年度は、ライトダウンキャンペーンに合

わせて、事業所の皆様に消灯を実施していただいたり、新たに作成した日本平動物園環境学習プロ

グラムを活用してキャンペーンイベントを開催するなど、「省エネ」や「環境教育」をテーマに、様々

な啓発活動を実施しました。 

 

１ くらしとエネルギー博 

  

平成 27 年 5月 9 日（土）～10 日（日）      

ツインメッセ静岡北館 

静岡ガス株式会社様主催で開催された、

「くらしとエネルギー博」では、エコライ

フチェックの実施と木材ノベルティの配

布、地球温暖化パネルの展示を行いました。

来場者には、地球温暖化の概要を説明し、

家庭でできる対策を学んでいただきまし

た。 

 
 

来場者数：4,212 人     エコライフチェック：124人 

主  催：静岡ガス株式会社  

 

２ 来て・見て・さわって、体感しよう！ 

～ストップ地球温暖化～   

平成 27 年６月７日（日）      

イオン清水店 

イオン清水店で開催されたイベント「来

て・見て・さわって、体感しよう！～スト

ップ地球温暖化～」 に静岡市とストップ温

暖化！しずおか推進協議会でブースを出展

しました。ブースには、静岡市の電気自動

車（EV）の公用車を展示したり、子どもた

ちにヒノキの端材を使ったマグネットとバ

ッジを手作りしたりしてもらいました。  

来場者数：600 人     エコライフチェック：33人 

主  催：イオンリテール株式会社 イオン清水店 
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３ ストップ温暖化！夏のライトダウン＆ 

キャンドルナイト 

平成 27 年６月 13 日（土）      

青葉シンボルロード 

青葉シンボルロードで 「ストップ温暖

化！ライトダウン＆キャンドルナイト」を

開催しました。会場では、スタッフと来場

者のみなさまと一緒に約 2,000 個のキャン

ドルに火を灯しました。市民の皆様にもラ

イトダウンの取組みを知っていただき、日

常生活の中で、省エネなどライフスタイル

を見つめ直していただくきっかけとなりま

した。 

  

参加者数：1,500 人   キャンドル de エコ宣言参加者：213 人  

主  催：静岡県地球温暖化防止活動推進センター  

共  催：ストップ温暖化！しずおか推進協議会 

 

４ ライトダウンキャンペーン 2015 平成 27 年６月 22 日（月） 

・７月７日（火） 各公共施設   

「ライトダウンキャンペーン」に合わせて、

６月 22 日（夏至の日）と７月７日（クールア

ース・デー）両日の 20 時以降から、静岡市役

所静岡庁舎をはじめとした公共施設で消灯を

実施するとともに、市内の事業者の皆様にも

消灯を呼びかけました。 

【参加施設】 

静岡市役所静岡庁舎 本館・新館、駿府城公

園 巽櫓・坤櫓、静岡市清水産業・情報プラ

ザ、静岡市クリエーター支援センター、静岡

市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」、港湾会

館清水日の出センター、静岡市治水交流資料

館かわなび、静岡市立日本平動物園、静岡市

立静岡看護専門学校、静岡市静岡斎場井川分

場、沼上霊園 

 

協  力：静岡市環境保全推進協力会、当協議会の会員事業者様等 
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５ 打ち水月間 平成 27 年７月 23 日（木） 

～８月 23 日（日）：市内各事業所 

市内事業所での地球温暖化防止に向けた取組

みの拡大を図るため、「全国打ち水強化月間」に、

それぞれの事業所周辺で打ち水を実施していた

だきました。 

【参加事業所】 

（株）大和工機、中部電力(株) 静岡営業所、

有限会社宮原商店 本社・西大曲事業所、株式

会社シズデン、太洋電機株式会社、日東富士製

粉株式会社 静岡工場、有限会社葉弥摩、一般

財団法人中部電気保安協会 静岡支店、宇式エ

ンジニアリング株式会社、静岡市役所 

 

参加者数：10事業所、期間中延べ約 810人 

協  力：静岡市環境保全推進協力会、当協議会の会員事業者様等 

６ 清水テルサ 環境フェスタ 

 

平成 27 年７月 29 日（水） 

静岡市東部勤労者福祉センター 

公益財団法人静岡市まちづくり公社様が主

催した、行政、民間企業など様々な主体が参

加する環境イベントに参加し、地球温暖化や

再生可能エネルギー、静岡市森林アドプト事

業などのパネル展示やエコライフチェックシ

ートを行い、ひのきのバッチ作り体験を行い

ました。地球温暖化防止に向けて自分の生活

を見直すきっかけづくりを提案しました。 

 

来場者数：365 人  エコライフチェック：42人 

主   催：公益財団法人静岡市まちづくり公社 
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７ 日本平動物園(Uchimi Zoo)大作戦 

   

平成 27 年８月 11 日（火） 

日本平動物園 

平成 27 年度の打ち水大作戦は、動物園で

行いました。開園と同時に来園した子ども

たちに、打ち水を体験してもらいました。

子どもたちは、一斉にひしゃくで水を撒き、

涼しさを体感してもらいました。終了後、

打ち水コーナーを設置しましたが、来園者

に人気がありました。来園者に、打ち水の

効果を広く、アピールできました。  

参加者数：23 人   エコライフチェック：34人 

協   力：日本平動物園 

 

８ －日本平動物園環境学習プログラム体験キャンペーン ３回－  

平成 26 年度に構築した日本平動物園環境学習プログラムを多くの来園者に知ってもらうた

め、環境学習プログラムの体験キャンペーンイベントを開催しました。 

 

場 所：日本平動物園 

開催日：平成 27年８月 11日（火）     参加者：275人 打ち水大作戦も実施 

平成 27年 11月７日（土）     参加者 327人 

平成 27年 12月 23日（水・祝）  参加者 186人 

協   力：日本平動物園 

 

９ エコトレーニングで目指せ！ 

燃費 40％アップ 

平成 27 年９月５日（土） 

中部運転免許センター 

エコな運転で安全と省エネを実現する「エコ

ドライバー」を増やすため、ＪＡＦの協力のも

と中部運転免許センターにて「エコトレーニン

グ」を開催しました。 

参加者全員の平均燃費改善率は 24.9％（最

低 8.2%～最高 40.2%）と、大きな省エネ効果を

実感することができました。 

 

参加者数：12 人 

協   力：ＪＡＦ、中部運転免許センター 
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10 しずおかの自然の恵みいただきます！ 

   ツアー 

平成 27 年 10 月 24 日（土） 

市内再生可能エネルギー施設ほか 

平成 26 年度に好評だった、しずおかの自然の

恵みいただきます！ツアーの第２弾を実施しま

した。今年は、しずもーる西ケ谷、ガラスモザイ

ク工作体験やお茶摘み体験、みかん狩りを実施し

ました。本市の豊かな自然の恵みを受けて育った

食物を通じ、参加者の皆さんに地産地消を考えて

もらいながら、恵まれた日照環境等を活かした再

生可能エネルギー設備をむすびつけ、環境学習ツ

アーを実施しました。 
 

参加者数：30 人 

協   力：中部電力(株)  

 

11 毎日のゴハンを"エコ"に 

プロデュース！親子でクッキング！ 

平成 27 年 11 月 23 日（月・祝） 

静岡ガスエネリアショールーム 

 地球温暖化対策について、人が毎日関わ

る「調理」「食事」の「買い物」から「片づ

け」までを通じて、「親子で、楽しく、美味

しく」学ぶクッキング教室を開催しました。 

 メニューは、蓮根、チンゲンサイ、桜え

びなど「旬の食材」「地元食材」を使った次

の 3 品を作りました。 

・根菜のドライカレー 

・チンゲンサイと桜えびのスープ  

・デザート(チョコバナナパンプディング) 

また、おいしくいただいた後、班ごとに

使った水、お湯、ガスの量とごみの量を集

計し、減量を実感していただきました。 

 

参加者数：24 人     エコライフチェック：12人 

協   力：静岡ガス株式会社 
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12 ソーラーシネマ・ライトダウン 

キャンペーン 

平成 27 年 12 月 18 日（金） 

青葉シンボルロード 

毎年恒例となったライトダウン＆キャンドル

ナイトを、12月（冬至）に青葉シンボルロード

で開催しました。 

今年は、公園の照明を消灯して、環境問題を

テーマにした作品を、太陽光発電で充電した蓄

電池を使用し、ソーラーシネマの上映を行いま

した。 

また、来場者にはライトダウン宣言を記入し

ていただき、各自の取組みを振り返っていただ

きました。 

 

来場者数：1,500 人  ライトダウン宣言：155人 

主  催：静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

CO2削減量：９kg-CO2（イルミネーション・公園灯の消灯による削減量） 

 

13 静岡市次世代エネルギーパーク施設

見学会～第１弾～メガソーラーしみ

ずと三保貝島環境啓発広場～ 

平成 28 年１月 23 日（土） 

メガソーラーしみず、 

三保貝島環境啓発広場 

「環境施設と融和した地域の振興」等を

目的に整備した「三保貝島環境啓発広場」

にて、“地球温暖化のしくみや影響”につい

て、学んでいただきました。リアルタイム

の発電量を表示する「発電量表示パネル」

やメガソーラーしみずの超縮小版「プチソ

ーラーしみず」（中部電力㈱様より借用）な

どを使った説明を行い、発電した電気の流

れや太陽光発電のしくみなどを学んでいた

だきました。 

 

参加者数：10 人    エコライフチェック：10人 

協   力：中部電力㈱ 
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14 静岡市次世代エネルギーパーク施設

見学会～第 2 弾 静岡市風力発電施設

「風電君」～ 

平成 28 年２月 20 日（土） 

静岡市駿河区中島 

静岡市次世代エネルギーパーク施設見学会の

第２弾『静岡市風力発電施設「風電君」』を開催

しました。「風電君」の概要を説明後、見学をし

ていただき、見学会後半には中島浄化センター

の会議室にて、「地球温暖化の影響としくみ」を

学んでいただきました。その他、LED と電球の

比較実験器などのエネルギー実験キットにも触

れていただきました。  

参加者数：４人     エコライフチェック：３人 

協  力：中島浄化センター 

 

２ しずおかエコライフ診断事業 

  平成 23～25 年度に実施したエネルギー消費量の「見える化」事業の結果から、市民が

取組みやすく、省エネ効果の高い取組みを集めて作成した「しずおかエコライフチェック」

を、引き続きイベント・講座などで取り組んでいただきました。 

  生活の中で取り組んでいる省エネ対策やひと月のエネルギー使用量等をアンケート形

式で回答していただき、その場で市内の平均家庭との比較や、おすすめの取組みなどが書

かれた診断書を発行することで、これをきっかけに多くの方に省エネに興味を持っていた

だきました。 

 

配布場所 配布枚数（枚） 

イベント等 787 

自治会、出前講座等 2,000 

事業者 2,438 

合計 5,225 

 （3/31現在） 

エコライフチェック 
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３ 市産材利用の推進事業 

（１）木材利用ＰＲノベルティ 

  本市の木材利用促進及び森林の地球温暖化防止機能を多くの人に知ってもらうため、木

材を利用したノベルティを製作し、様々な環境イベントで来場者に配布したほか、来場者

自身に作成してもらうブースを出展し、木材の持つ炭素貯留機能を学んでもらいました。 

 

  製作品：木の輪切りワッペン、木の輪切りマグネット 

   

 

（２）市産材を活用した掲示板・窓口表示板 

森林の持つ二酸化炭素吸収機能、炭素貯留機能が地球温暖化防止に寄与することを多く

の人に知ってもらうため、市産材を活用したプライバシー保護板を作成し、静岡市葵区役

所１階保険年金課及び戸籍住民課の一部の窓口に設置しました。実際に木に触れて、木の

ぬくもりを感じていただき、市産材の活用をアピールしました。 

 

 

 


