
 

平成 28年度 事業報告書 

 

１ 地球温暖化対策普及啓発事業 

 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、普及啓発活動を実施

しました。平成 28年度は、市内こども園と連携し、打ち水を活用した環境教育や事業者と連携して

ホームセンター等で省エネ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 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 28年 6月 26日（日）      

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！夏のライトダウン＆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：1,000 人   キャンドル de エコ宣言参加者：168 人  

主  催：静岡県地球温暖化防止活動推進センター  

共  催：静岡市、ストップ温暖化！しずおか推進協議会  

 

２ ライトダウンキャンペーン 2016 

 

平成 28年 7月 13日（水） 

静岡庁舎、清水庁舎、駿河区役所   

省エネによる地球温暖化防止活動の推進と

職員のワーク・ライフ・バランスを図るため、

７月 13 日（水）の 20 時以降から、静岡市役

所及び清水庁舎、駿河区役所の三庁舎で、ラ

イトダウンを実施しました。 

 このライトダウンにより、三庁舎の電気使

用量は、一般家庭の約３か月分にあたる

1002kWh 削減となりました。 

  

主  催：静岡市 



 

３ 大暑をみんなでふきとばせ！ 

～八幡こども園で打ち水大作戦～ 

平成 28年７月 22日（金）      

八幡こども園 

打ち水強化月間の初日７月 22 日（金）（大

暑）には、市内のこども園で、環境教育を

兼ねた打ち水イベントを実施しました。 

イベントでは、子どもたちに温暖化に関

する紙芝居を読み聞かせを実施したのち、

竹で作ったひしゃくを利用して、一斉に水

を撒きまきました。参加した子どもたちに

は、涼しさを体感してもらうとともに省エ

ネの大切さを実感してもらいました。  
主 催：静岡市、ストップ温暖化！しずおか推進協議会 

協 力：八幡こども園  参加児童数：15 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 打ち水月間 平成 28年７月 22日（金） 

～８月 23日（火）：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】 

株式会社大和工機、中部電力株式会社、株式会

社シズデン、静清信用金庫、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、株式会社 KAITO、静岡市役所 

 

参加者数：９事業所、期間中延べ約 200人  主 催：打ち水大作戦本部 

協  力：静岡市、ストップ温暖化！しずおか推進協議会、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  日本平動物園環境学習プログラムを活用した環境学習イベント ４回  

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、日本平動物園で環境学習プログラ

ムを活用した環境学習イベントを開催しました。また、ＪＡＦ静岡支部協力のもと、11 月 23

日に開催したイベントに合わせて、エコな取組みを選んでカードにする、エコカード作りも実

施しました。 

開催日：平成 28年 ８月 23日（火）    参加者：272人  

平成 28年 ９月 22日（木・祝）  参加者 : 47人 

平成 28年 11月 23日（水・祝）  参加者：156人 

平成 29年 ３月 ４日（土）    参加者：201人 
主 催：静岡市、静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

協 力：ストップ温暖化！しずおか推進協議会、日本平動物園、ＪＡＦ  
7 ＪＡＦエコドライブ講習 平成 28年９月 3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ＪＡＦエコドラ

イブ講習を開催しました。参加者全員の平均燃

費改善率は 15.3％であり、最も改善率が高か

った参加者では、40％以上の削減効果が出るな

ど、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   主催：ＪＡＦ、中部運転免許センター 

5 清水テルサ 環境フェスタ 

 

平成 28年 8月 24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

業等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。  
主   催：公益財団法人静岡市まちづくり公社      来場者数：290人 

出   展：静岡市、ストップ温暖化！しずおか推進協議会 エコライフチェック：156人 



 

8  お買物で COOL CHOICE 

「アピタエコ博ｉｎアピタ静岡」 

平成 28年 10月 15日（土）、16日（日）

アピタ静岡店 

ユニーグループが開催する環境イベントに

て、地元産木材の利用促進と森林の持つ地球温

暖化防止効果を PRするため、木材ノベルティ

づくりブースを出展しました。 

また、ブース内には、自転車発電機を設置し、

参加者に自転車をこいで発電体験をしてもら

うことで、電気を使用するために大きなエネル

ギーが必要であることを実感していただきま

した。他にも、エコドライブのコツが紹介され

た DVDの上映も実施しました。 

 

来場者数：4,000 人  参加者数： 255 名 

主  催：ユニー(株) 出   展：静岡市、ストップ温暖化！しずおか推進協議会  
９ STOP温暖化！冬のライトダウン＆ 

キャンドルナイト 

平成 28年 12月 10日（土） 

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 10日（土）に青葉シンボル

ロードで開催しました。 

今年は、エスパルスと連携して実施し、会場

にはパルちゃんも訪れ、大盛況のイベントとな

りました。また、来場者には、今後重点的に取

り組む省エネ行動をキャンドルの色で選んで

いただく「キャンドル deエコ宣言」を実施し

ていただきました。 

 

来場者数：1,500 人  キャンドル de エコ宣言参加者： 155人 

主  催：静岡市、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、エスパルス㈱  

共  催：ストップ温暖化！しずおか推進協議会       



 

10 事業者と連携した省エネイベント

第１弾～ホームアシスト清水駒越

店～  

平成 29年２月４日（土） 

ホームアシスト清水駒越店 

２月４日（土）にホームアシスト清水

駒越店内で省エネイベントを開催しまし

た。テーマを「冬もお得な省エネ対策」

とし、参加者に省エネ・節電商品を「見

て」、「触って」、「測って」、「比べて」実

際に体験してもらうことで、省エネ・節

電効果をＰＲしました。節水シャワーヘ

ッドの体験コーナーでは、水のあたる感

触を手のひらで実感していただいたり、

実際に使用する水の量も目で見て、その

差を実感していただきました。 

 

エコライフチェック：79人   

主  催：静岡市、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、 

協  力：ホームアシスト清水駒越店、ストップ温暖化！しずおか推進協議会  
11 事業者と連携した省エネイベント 

第 2弾～MARK IＳ 静岡～  

平成 29年２月 18日（土） 

MARK IＳ 静岡 

第１弾のホームアシスト清水駒越店に

引き続き、第２弾の省エネイベントを

MARK IS 静岡で開催しました。イベントで

は、旬の食材あてクイズを、実際の野菜を

見てもらいながら実施し、冬の根菜には体

を温める効果があることを説明しました。

また、積極的に摂取することで暖房の使用

の削減につながることもＰＲしました。 

他にも、照明器具の比較実験機や節水シ

ャワーヘッドなど、体験しながら省エネへ

の取組を来場者に啓発しました。 

 

エコライフチェック：126人   

主  催：静岡市、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、 

協  力：MARK IS静岡、ストップ温暖化！しずおか推進協議会    



 

２ しずおかエコライフ事業 

  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」を各イベント等で実施しました。平成 28年度は、イベントや出前講座に加え、

エスパルスホームゲーム等でもエコライフチェックを実施し、合計回収枚数は、下表のと

おりでした。  
エコライフチェック 

（大人用）      （子ども用）                      （3/31現在） 

 

 

 

 

 

※エスパルスと連携した COOL CHOICE普及啓発イベントで実施した 

エコライフチェック数も含む        

 

                
３ 市産材利用の推進事業 

実施対象 回収枚数（枚） 
大人用 4,764 

子ども用  3,234 

合計 7,998 

 



 

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・窓口表示板の設置 

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及び掲示板を作成してい

ます。プライバシーの保護板は、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

窓口に設置しており、掲示板は、静岡市役所静岡庁舎新館１階フロアに設置しています。

実際に木に触れて、木のぬくもりを感じていただくなど、市産材の活用をアピールしてい

ます。 

 


