
■宮崎市自治会連合会

イベント名 開催日 内容 場所

1 市民一斉清掃 平成27年11月8日
一般清掃区域（道路・公園・公民館等の公共の
場所）や重点清掃区域（各地区連合会長が指
定）の清掃を行う

市内全域

■宮崎商工会議所

イベント名 開催日 内容 場所

1 みやざき納涼花火大会 平成27年8月8日
打上げ花火やスターマインなど10,000発を打上げ
るほか、大型仕掛け花火等を実施

大淀川河川敷

2 宮崎神宮大祭 平成27年10月31日～11月1日
記紀編纂1300年記念として「神々のパレード」が
神賑行列へ参加。「神武さま広場」では、多彩な
イベントを予定

宮崎神宮～瀬頭

3 植木市 平成27年11月・平成28年2月
花木を多数展示即売。「植木市教室」（参加料
無）を会場内で実施

宮崎神宮東神苑

4 街市 原則　毎月第4土曜日
一番街と若草通りで開催。年に2回、一番街・若
草通り・広島通り・駅前商店街の4商店街が連携
した「大街市祭」を開催

一番街、若草通り、
広島通り、駅前商店
街

5 みやざき産業祭 平成28年1月30日～1月31日
宮崎県内の企業や団体が、業務や事業の内容を
アピール。県産食材を使った飲食ブースや体験
コーナー、各種イベントも開催

フローランテ宮崎

議

協議会構成団体の紹介

平成２７年度 協議会構成団体の年間行事

宮崎市が取り組む事業等と連携し、市民、事業者、行政等が協働して宮崎市域に

おける地球温暖化対策の推進を図ることで、環境にやさしいまちの形成を目指すこ

とを目的としている会です。

地球温暖化に関する情報交換・普及啓発を行うため、協議会、部会を開催し、会

員の意識向上を図っています。

1 宮崎県温暖化防止活動推進員 10 株式会社宮崎放送

2 宮崎市自治会連合会 11 NPO法人　みやざきエコの会

3 宮崎商工会議所 12 NPO法人　NPOみやざき

4 宮崎交通株式会社 13 宮崎県地球温暖化防止活動推進センター

5 一般社団法人　宮崎青年会議所 14 国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局

6 九州電力株式会社　宮崎支社 15 国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

7 宮崎ガス株式会社 16 宮崎県環境森林部環境森林課

8 一般社団法人　宮崎県トラック協会 17 宮崎県警察本部

9 宮崎中央農業協同組合 18 宮崎市環境部

1



■一般社団法人　宮崎青年会議所

イベント名 開催日 内容 場所

1
JCI　JAPAN少年少女国連大使選
考会

平成27年4月11日

宮崎市より中学2年生2名を国連大使として選考。
7月28日から8月3日にかけ、ニューヨークの国連
本部へ派遣し、世界の貧困や地球温暖化等につ
いて学んでもらう

MRT宮崎放送
会議室

2 まつりえれこっちゃみやざき 平成27年7月26日
ダンスや太鼓ステージを中心としたまつりイベン
ト。高校生ボランティアによるゴミ箱の作成やゴミ
の分別、会場の美化等を行う

橘通り・楠並木通り

3 青少年キャンプ事業 平成27年8月8日～9日
小学4、5、6年生50名を対象とした無人島での
キャンプ。自然や食べ物の大切さを学んでもらう

門川町　乙島

4 シンガポールホームステイ事業 平成27年8月20日～23日

小学4年生～中学3年生12名を対象としたホーム
ステイ。シンガポールの青年会議所メンバーにホ
ストを依頼し、互いの文化や歴史への理解を深め
る

シンガポール

5 宮崎LOM大会 平成27年9月20日
ステージイベントをはじめ、経営系･地域系･国際
系のフォーラムを予定。子ども向けの職業体験も
行う予定

宮崎中央公園

■宮崎交通株式会社

イベント名 開催日 内容 場所

1 バス乗ってみん祭 平成27年9月中旬
スタンプラリーや記念撮影等を通じて、バスに触
れてもらい、公共交通利用の促進を図る

未定

■九州電力株式会社宮崎支社

イベント名 開催日 内容 場所

1 節電PRチラシ配布（夏季） 平成27年7月1日（予定） 夏季の節電へのご協力お願いチラシ街頭配布
山形屋、ボンベルタ
橘　各デパート前

2 節電PRチラシ配布（冬季） 平成27年12月1日（予定） 冬季の節電へのご協力お願いチラシ街頭配布
山形屋、ボンベルタ
橘　各デパート前

■宮崎ガス株式会社

イベント名 開催日 内容 場所

1
第10回　宮崎ガスジュニアゴルフ選
手権

平成27年9月19日･20日
国内の小中高生約200名を対象に開催。スポー
ツランド宮崎のゴルフ環境の素晴らしさをアピー
ルするとともに、青少年育成事業に取り組む

宮崎カントリークラブ

2 第55回　ガス展 平成27年11月13日～15日
安心安全、便利機能を備えたガス機器展示即売
及び地場物産品販売等

宮崎中央公園
メインモール

3
第1回　宮崎ガスカップ　レディース
ミニバレーボール大会

平成27年11月15日
県内100チームを対象に開催。地域活性化に取り
組む

宮崎市総合体育館
ほか

4
宮崎駅東地区花のまちづくりボラン
ティア

毎月
宮崎駅東地区花のまちづくり実行委員会のメン
バーと共に、駅東口周辺の環境美化活動を実施

宮崎駅東口周辺

■一般社団法人　宮崎県トラック協会

イベント名 開催日 内容 場所

1 「トラックの日」記念講演会 平成27年9月下旬
10月9日の「トラックの日」のPRを兼ねて、一般市
民を対象に講演会を開催

宮崎県トラック協会

2
「トラックの日」チャリティー
フェスティバル

平成27年10月 ステージイベント、フリーマーケット等 宮崎県トラック協会

■株式会社宮崎放送

イベント名 開催日 内容 場所

1 MRT環境賞表彰式 平成28年3月下旬 環境保全活動で個人、団体、学校を表彰 宮崎放送本社

2
キープみやざきビューティフル
キャンペーン

通年活動 1991年から郷土宮崎の環境保全を呼びかけ ラジオ・テレビ
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■NPO法人　みやざきエコの会

イベント名 開催日 内容 場所

1
宮崎市環境ミニフェア
環境の日キャンペーン

平成27年6月5日
市、県開催のフェアのなかで風呂敷の包み方講
座を行う

イオンモール宮崎

2 こども５R学習事業 随時
宮崎市から委託を受け、市内小学校4年生を対象
とした環境教育を実施

市内小学校

3 エコクラフトバッグ作成講座 平成27年6月3日 エコクラフトバッグ作成
延岡市カルチャー
プラザ

4 ソーラーカー作成講座 平成27年7月26日 ソーラーカー作成講座 えびの市図書館

5 ソーラーカー作成講座 平成27年8月8日 ソーラーカー作成講座 川南町図書館

■NPO法人　NPOみやざき

イベント名 開催日 内容 場所

1 SAVE　JAPAN　プロジェクト 平成27年10月･平成28年2月 希少動植物の保護活動 高岡町和石地区

■宮崎県地球温暖化防止活動推進センター

イベント名 開催日 内容 場所

1 九州エコライフポイント申込受付 平成27年6月5日
九州エコライフポイントの申込受付を行う（宮崎市
環境ミニフェア内）

イオンモール宮崎

2 九州エコライフポイント申込受付 平成27年6月11日・12日 九州エコライフポイントの申込受付を行う イオンモール宮崎

3
みやざき・どんぐりポイント
商品モデル販売

平成27年11月～平成28年1月
カーボンオフセットされた商品に貼付できる、どん
ぐりポイントシールのついた商品の販売イベント

イオンモール宮崎
（予定）

4 温暖化防止啓発パネル展 平成27年12月 温暖化防止月間中に啓発ブースを設ける 宮崎県立図書館

■宮崎県環境森林課

イベント名 開催日 内容 場所

1 みどりの特別企画展2015 平成27年5月26日～6月7日
環境や森林に関するパネルや希少昆虫の写真を
展示

宮崎県立図書館

2
宮崎市環境ミニフェア
環境の日キャンペーン

平成27年6月5日
環境に関するパネル展示、ふろしきの包み方講
座、エコグッズの配布、着ぐるみキャラクターによ
る環境啓発

イオンモール宮崎

3 環境の日キャンペーン 平成27年6月5日他
「環境の日」を周知するために、県内（８ヶ所）で
環境啓発チラシやエコ啓発グッズを配布

県内8ヶ所

4
九州エコライフポイント節電活動
参加者募集イベント

平成27年6月11日・12日
家庭での二酸化炭素排出量削減に取り組んでも
らう参加者を募集する

イオンモール宮崎

5 第1回事業者向け省エネセミナー 平成27年6月25日･26日
省エネ等の取組による温室効果ガス排出量削減
の促進を図るため、県内の事業者を対象に、セミ
ナーを開催

宮崎県立図書館
延岡保健所

6
環境フェスタ2015（地域環境保全
功労者等表彰〈知事表彰〉）

平成27年6月30日
環境に関する表彰（地域環境保全功労者表彰
等）や受賞者の事例発表、講師による講演など

宮崎市民文化
ホール

7
地球温暖化防止活動推進員
研修（第1回）

平成27年7月2日･3日
地球温暖化防止活動推進員を対象に研修会を実
施

宮崎県立図書館
延岡保健所

8 「エコギャラリー」の設置 平成27年11月30日～12月6日
地球温暖化防止月間に合わせ、パネルやエコ関
連グッズの展示を行う

県庁

9 地球温暖化防止パネル展 平成27年12月8日～20日
地球温暖化防止月間に合わせ、温暖化に関連し
た写真や省エネ関連グッズ等の展示を行う

宮崎県環境情報セ
ンター（宮崎県立図
書館）
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＜その他の取組＞

宮崎交通株式会社 宮崎県と協力し、ノーマイカーデーの水曜日にバス運賃が半額になるエコ通勤割引を実施。

宮崎中央農業協同組合 3月に安全運転エコドライブシステムを試験的に導入（設置公用車 6台）。

＜ライトダウンキャンペーン＞＜ライトダウンキャンペーン＞

環境省では、地球温暖化防止のため、全国のライトアップ施設や家庭の照明を消灯するよう呼び掛ける「ライトダウ

ンキャンペーン 」を実施しています。

期 間：６月２２日（月）～７月７日（火）

特別実施日：６月２２日（月） 夏至ライトダウン

７月７日（火）クールアース・デーライトダウン（七夕）

夜８時～１０時までの２時間、施設の一斉ライトダウンを呼びかけています。

日頃いかに照明を使用しているかを実感するいい機会です。是非、このライトダウンキャンペーンに

参加してみてください。

<発行者>宮崎市地球温暖化防止地域協議会（事務局：宮崎市環境部環境保全課）

〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目 1-1 TEL：0985-21-1761 FAX：0985-22-0405

E-mail：09hozen@city.miyazaki.miyazaki.jp

IPCC が発表した第 5次評価報告書によると、1880年～2012年における世界の平均地上気温は、0.85℃上昇し、この

まま厳しい温暖化対策を取らなければ 2100 年までには最大で 4.8℃上昇すると予測しています。その結果として、異常

気象や自然災害の増加、生態系への影響等、私たち人間社会に深刻な被害や影響を及ぼすことが懸念されます。

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの大半を占めているのが二酸化炭素であり、石油や石炭などの化石燃料が

消費されることで大気中に排出されています。私たちが日常生活で使う電気やガス、水道、ごみ、自動車からも直接また

は間接的に二酸化炭素が排出されており、地球温暖化は私たちの生活と密接に関係しています。

普段から私たち一人ひとりが、環境に関心を持ち省エネ活動に取り組むことが大切だと思います。

イベント名 開催日 内容 場所

10
温室効果ガス排出抑制事業者
表彰（知事表彰）

平成27年12月下旬
宮崎県内の事業活動における温室効果ガスの排
出抑制に関し、他の事業者の模範となる特に優
れた取組をしたものを表彰する

県庁

11
地球温暖化防止活動推進員
研修（第2回）

平成27年12月予定
地球温暖化防止活動推進員を対象に研修会を実
施

宮崎県立図書館
延岡保健所

12 第2回事業者向け省エネセミナー 平成28年2月予定
省エネ等の取組による温室効果ガス排出量削減
の促進を図るため、県内の事業者を対象に、セミ
ナーを開催

宮崎県立図書館
延岡保健所

■宮崎市環境保全課

イベント名 開催日 内容 場所

1
宮崎市環境ミニフェア
環境の日キャンペーン

平成27年6月5日
環境に関するパネル展示、ふろしきの包み方講
座、エコグッズの配布、着ぐるみキャラクターによ
る環境啓発

イオンモール宮崎

2 高岡地区文化祭 平成27年11月7・8日（予定） 河川浄化に関する啓発チラシ等を配布
高岡地区農村環境
改善センター
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