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推進員制度について

エコトン

福岡県福岡県

福岡県 環境部 環境保全課
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福岡県福岡県
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１．推進員制度について
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エコトン

福岡県福岡県

福岡県地球温暖化防止活動推進員

■ 根拠法令等
●地球温暖化対策の推進に関する法律第３７条

■ 任期

【参考】地球温暖化対策の推進に関する法律第37条

（地球温暖化防止活動推進員）

第３７条 都道府県知事及び指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）は、地域における地球温暖化の現状及び地球

温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、

地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

２ 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。

一 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住民の理解を深めること。

二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、

当該調査に基づく指導及び助言をすること。

三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。

四 温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

■ 委嘱方法等

●地球温暖化に関する知識や見識と、これまでの地域の活動などを考慮し、
市町村長が推薦した者の中から、県知事が委嘱

●今期は、福岡県全体で93名の推進員を委嘱

●２年間（2019年4月25日～2021年3月31日まで）
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エコトン

福岡県福岡県

推進員の活動内容

■ 推進員の皆様に取り組んでいただきたいこと

●環境家計簿などの普及啓発 ●環境学習会、環境イベントなど ●暮らしの温暖化診断

● 「ふくおかエコライフ応援book」 や「ふくおかエコライフ応援サイト」を参考に
自ら、温暖化対策を実践

●地元会合等で地球温暖化対策の普及・啓発

●地域住民からの相談対応

●市町村、各保健福祉環境事務所が行うイベントへの協力

●「推進員地域連絡会」へ出席

●活動報告書の提出（毎年度末）
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エコトン

福岡県福岡県

推進員の活動内容

■ 推進員の活動に対する県の支援

●年間活動費として年額２，０００円（通信連絡費相当）を支給

●研修会（意見交換会）を開催

●研修会に出席するための旅費を支給

●地域での活動中の万一の事故等に備え、傷害保険へ加入

●地域での普及啓発に使用するための資料を提供

※地球温暖化防止活動推進センターでも、研修会の開催や地域での

普及活動に必要な教材等の貸出等を行います。
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・研修会の実施
・活動支援（保険への加入等）
・冊子、パネル、着ぐるみ等、啓発資材の提供
・温暖化防止に係る情報提供 等

保健福祉環境事務所 市町村等

・地域の温暖化施策を検討、実施
・自らの温暖化対策の率先実行

エコトン

福岡県福岡県

地球温暖化対策推進体制

連携

一般県民（家庭：エコファミリー、事業所：エコ事業所 等）

地域環境協議会（地球温暖化防止等）推進員地域連絡会

・推進員の連絡調整の場

推進員 温防センター

福岡県(環境保全課)福岡県地球温暖化防止活動推進センター
連携

連携して、地域の温暖化対策を実施

・環境イベント、出前講座等の実施
・普及啓発事業の実施
・エコファミリー、エコ事業所の募集 等
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市町村と推進員の連携事例（１）

北九州市

・北九州市内の推進員（１１名）と北九州市温暖化対策課で、平成２６年
　度より意見交換会を実施。
・北九州市の事業に対する提案や環境モデル都市行動計画について
　の意見交換が行われている。

大牟田市

・地球温暖化防止活動推進員と大牟田市、県、福岡県地球温暖防止活動推進
　センターが連携して、大牟田市内の駅前及びショッピングセンター内で、
　夏の省エネ節電や大牟田市グリーンカーテンコンテストへの応募を呼びか
　け（啓発グッズも配布）。
・啓発にあたっては、地元大牟田市の推進員だけでなく、大川市やみやま
   市、筑後市、八女市といった近隣自治体の推進員も協力し、相互の交流を
   図っている。

宗像市
・宗像市の依頼をうけ、「むなかた環境フェスタ」の運営会議に推進員が
　参加。
・イベント当日も環境パネル展示、パネルクイズ（４１３名）を実施。
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福岡県福岡県

市町村と推進員の連携事例（２）

古賀市

・古賀市環境課が推進している「グリーンカーテンの匠事業」と協働し、
　古賀市社会福祉センターで地球温暖化対策講座や省エネ・節電講座を
　継続して実施。
・古賀市主催の「うちエコ診断会」が実施され、診断士資格をもつ推進員が
   診断を行っている。（平成２６年度には市長・副市長も診断を受診）

春日市

・普段の生活の中で取り組めるものをテーマに物作りを通じて環境に関心を
   もってもらう「うちエコ生活講座」において、ソーラークッカーによるエ
   コクッキング教室を実施。
・その他にも、市が開催する環境講座において推進員が講師として活躍し
   ている。

苅田町

・苅田町環境課と推進員がエコ出前講座で連携をとっており、主に小学校で
   エコ出前講座を実施。
・講座開催にあたっては、推進員だけに任せるのではなく、町が資材の搬入
   や設営を行うなどうまく役割分担を図っている。（年5～6回実施）
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福岡県福岡県

２．地球温暖化対策とは



温室効果ガス排出の抑制(緩和)と
気候変動の影響への適応

出典：「温暖化から日本を守る適応への挑戦2012」（環境省）

エコトン

福岡県福岡県
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国内における気候変動の影響

出典：「気候変動の影響への適応計画について」(環境省)

エコトン

福岡県福岡県
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気候変動の影響への適応計画（予測される影響と施策例）

出典：「気候変動の影響への適応計画」 （環境省）から抜粋

分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な対策例

１ 農林水産業 一等米比率の低下 高温耐性品種の開発

２ 水環境・水資源 無降水日数の増加 雨水・再生水の利用

３ 自然生態系 シカやイノシシの増加 個体群の管理

４ 自然災害・沿岸域
大雨や短時間強雨の発生頻度の
増加

ハザードマップの作成

５ 健康

・熱中症の危険増大

・感染症を媒介する節足動物の分
布域の拡大

・気象情報の提供や
注意喚起

・感染症の媒介蚊の
駆除・注意喚起

６ 産業・経済活動 災害時の観光客の安全確保
災害時に宿泊施設を
避難所として活用

７
国民生活・都市生
活

短時間強雨や渇水頻度の増加等
によるインフラ・ライフラインへの
影響

地下鉄駅等の浸水対
策

エコトン

福岡県福岡県
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エコトン

福岡県福岡県

３．福岡県の地球温暖化対策

（福岡県地球温暖化対策実行計画）
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人間活動と二酸化炭素
エコトン

福岡県福岡県

福岡県地球温暖化対策実行計画（２０１７．３月）

（１）策定年次 ２０１７（平成２９）年３月

（２）計画期間 ２０１７（平成２９）年度から２０３０（平成４２）年度

（３）目標年度 ２０３０（平成４２）年度

（４）基準年度 ２０１３（平成２５）年度

（５）数値目標

＜温室効果ガス排出量の削減目標＞
２０３０（平成４２）年度における福岡県の温室効果ガス排出
量を２０１３（平成２５）年度比２６％削減する。

＜各部門の削減目標＞
・家庭 ：世帯当たりのＣＯ２排出量を４１％削減

（エネルギー消費量削減の目安：２０％削減）

・事業者 ：床面積当たりのＣＯ２排出量を４４％削減
（エネルギー消費量削減の目安：２２％削減）

・自動車 ：１台当たりのＣＯ２排出量を２４％削減

【福岡県地球温暖化対策実行計画の概要】
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人間活動と二酸化炭素
エコトン

福岡県福岡県

福岡県地球温暖化対策実行計画（２０１７．３月）

6,393 6,323 

4,747 
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2013年度 2030年度

（特段の対策を講じない場合）

2030年度

（削減目標）

万t-CO2

・現状趨勢の影響
1.1%削減

・電力の排出係数の
影響
10.3%削減

・施策の効果
14.4%削減

26%削減

現状趨勢
の影響
（人口減少
など）
1.1%削減

図 2030年度における温室効果ガス削減目標

２０３０（平成４２）年度における福岡県の温室効果ガス排出量を

２０１３（平成２５）年度比２６％削減する。

※温室効果ガス排出量は、
計画策定時の値
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人間活動と二酸化炭素
エコトン

福岡県福岡県

福岡県地球温暖化対策実行計画（２０１７．３月）

3.60t 
CO2

2.11t 
CO2

2013年度 2030年度

27% 

14% 徹底した省エネ

電力の排出係数改善

0.13t 
CO2

0.07t 
CO2

2013年度 2030年度

29% 

15% 徹底した省エネ

電力の排出係数改善

図 家庭（世帯当たり）のCO2排出量

２０３０（平成４２）年度において、２０１３（平成２５）年度比

● １世帯当たりの二酸化炭素排出量を４１％削減

● マイカー１台当たりの二酸化炭素排出量を２４％削減

２０３０（平成４２）年度において、２０１３（平成２５）年度比

● 事業所の床面積当たりの二酸化炭素排出量を４４％削減

● 使用自動車１台当たりの二酸化炭素排出量を２４％削減
図 事業者（床面積当たり）のCO2排出量

県民の徹底した省エネにより、
１４％分の削減が必要

事業者の徹底した省エネにより、
１５％分の削減が必要

家 庭

事 業 者

※CO2排出量は、計画策定時の値

※CO2排出量は、計画策定時の値
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福岡県福岡県

４．福岡県の地球温暖化対策

（家庭編）
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福岡県福岡県

ふくおかエコライフ応援book

【表紙】

■A４サイズ、オールカラーです。

■電気使用量などを記入できるチェックシート

がついています。

■エネルギー別の具体的な削減手法等の情

報を掲載しています。

■各保健福祉環境事務所、各市町村環境担当

課窓口で配布しています。
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福岡県の地球温暖化対策のポータルサイト

「ふくおかエコライフ応援サイト」

パソコンや携帯電話で、いつでも、
どこでも温暖化防止に取り組めます。

https://www.ecofukuoka.jp

エコトン

福岡県福岡県

ふくおかエコライフ応援サイト
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エコトン

福岡県福岡県ふくおかエコライフ応援サイトでは、
こんなことができます！

その３ ランキング

取り組み結果をもとに、
県内トップ１０の世帯を
表示。
目指せ！知事表彰！

その１ エコアドバイス

温暖化防止のためには
何をしたらいいの？
手軽に取り組める省エネ
の方法が知りたいんだけ
ど…。

そんな疑問に答えるための、分かりやすくてお得な省エネ
情報が満載です。

その２ 電気使用量等をグラフ化

去年や前月と比べて、使い過ぎて
いないか、簡単に比較できます。

電気使用量などを入力すると、
データを自動でグラフ化します！
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エコトン

福岡県福岡県

■エコファミリーとは

「ふくおかエコライフ応援book」（福岡県環境家
計簿） または「ふくおかエコライフ応援サイト」を活
用し、電気やガス、水道使用量の節減など、省エ
ネルギー・省資源に取り組んでいただく家庭

■申込方法（次のいずれかの方法で）

①申込書を県、市町村環境課窓口に提出
（ＦＡＸ、メール、郵送）
②「ふくおかエコライフ応援サイト」から入力

現在、県内で約2７,000世帯が参加しています！！

エコファミリー応援事業
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エコトン

福岡県福岡県

H31年度のエコファミリー応援事業

エコファミリーになると・・・

■ エコチケット

●電気使用量を報告した世帯に、抽選でエコチケット
（協賛店舗での買い物に利用できる金券）を進呈。
●電気使用量の削減やLED照明の購入、省エネ家電への買い替えなど、

CO2削減に資する取組をポイント化し、抽選で取組に応じたチケットを進呈する。

■ エコファミリー応援パスポート
●協賛店舗で割引等の特典が受けられる
「エコファミリー応援パスポート」を進呈

■ 協賛企業賞

●夏季・冬季の電気・ガス・水道等の使用量等を報告した世帯に、抽選で協賛企業賞
（お食事券、買物券等）を進呈。
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エコトン

福岡県福岡県

H31年度のエコファミリー応援事業

エコチケットがもらえる6つの取組

取組内容 設定ポイント

電気使用量の報告・削減
（前年比）

報告すると500ポイント
さらに1kWh削減につき4ポイント

LED照明の購入 200ポイント/個

省エネ家電への買替え

※テレビ、エアコン、冷蔵庫で省エネ性マー
クがついたもの

400ポイント/台

うちエコ診断の受診 500ポイント （年1回のみ）

グリーンカーテン等の設置 500ポイント （上期・下期各1回）

コンポストの設置 500ポイント （上期・下期各1回）

ポイントの対象となる取組み

※1ポイント1円と換算し、夏季・冬季とも上限を6,000ポイントに設定
※100ポイント未満は切り捨て
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エコトン

福岡県福岡県

エコファミリー取組結果の報告

■事業内容

・取組結果が優秀な世帯を表彰

します。

平成30年エコファミリー・エコ事業所表彰式

・こまめに電気を消す。 ・省エネ家電への買い替え。

・使用しない電化製品のコンセントを抜いている。

・公共施設で避暑（クールシェア）。

・クーラーは使用せず、扇風機等を使用する。

受賞者の皆さんの取り組み紹介！
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エコトン

福岡県福岡県

三世代まるごとエコ活動

■ 県内の保育所・幼稚園の園児を対象に、年賀はがきや絵本をプレゼント。
■ 年賀はがきに園児がメッセージを書いて祖父母等に送付。
■ 更に、紙芝居等を使った出前講座（推進員など）を実施し、園児や保護

者に省エネ・省資源などのエコ活動の必要性を啓発。

■ 参加状況（平成30年度）
■ 県内の保育園、幼稚園51件、3,042名の園児が参加！

祖父母等への啓発
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エコトン

福岡県福岡県

皆様へのお願い

皆様の知識、行動力を活かして、
地域の温暖化対策の推進をよろしくお願いします！

・エコファミリーの登録をお願いします。

・地域の皆さんにエコファミリー事業を紹介して
ください。

・地域の環境イベントにご協力ください。


