
平成 28年度 埼玉県地球温暖化防止活動推進員 

団体調査及び地域イベント調査結果 

 

１ お住まいの地域等において、推進員として参加し、活動する団体・グループ 

№ 団体名 代表者 所属する推進員の地域 

1 NPO生活工房つばさ・游 高橋 優子 小川町 

2 上尾 STOP温暖化連絡会 鳥本 光昭 上尾市 

3 大谷場下町自治会 会長 中山哲雄 さいたま市 

4 行田環境市民フォーラム 中村 博行 行田市 

5 久喜市花の輪会 石川 信博 久喜市 

6 公益財団法人さいたま緑のトラスト協会 7号地代表 小峯昇 さいたま市 

7 埼玉エコ・リサイクル連絡会 石川 惠輪 毛呂山町 

8 さいたま市環境会議 秋元 智子 さいたま市 

9 彩の国環境大学修了生の会 横山 完爾 加須市 

10 生活クラブ生協毛呂山支部 田島 公子 毛呂山町 

11 そよかぜ G 岩下 弘子 三郷市 

12 特定非営利活動法人川口市民環境会議 浅羽 理恵 川口市 

13 特定非営利活動法人熊谷の環境を考える連絡協議会 栗原 堯 熊谷市 

14 特定非営利活動法人黒浜沼周辺の自然を大切にする会 渡邊 弘司 蓮田市 

15 特定非営利活動法人埼玉環境カウンセラー協会 大熊 幸雄 深谷市 

16 特定非営利活動法人さやま環境市民ネットワーク 石田 嵩 狭山市 

17 新倉午王山の会 石川 俊英 和光市 

18 西埼玉温暖化対策ネットワーク 武田 侃蔵 日高市、毛呂山町 

19 蓮田環境問題連絡会 福田 昭次 蓮田市 

20 光と水の会 鈴木 晴美 所沢市 

21 三郷市くらしの会 谷口 末子 三郷市 

 

 

 

 

 



２ 地域において開催される環境イベントについて（平成 28年度） 

地域 イベント名 開催時期 内容等 

推進員

の参加

有無 

狭山市 新茶まつり 4月 29日 

狭山市役所敷地内ロータリーと車道を使っての新茶まつりにて、環境展示

ブースをもらい環境啓発（環境展示、環境クイズ、太陽光利用デモ、環

境工作、茶殻の再利用案内等）を実施。 

○ 

深谷市 くまがやエコライフフェア 5月 
パネル展示。小学生環境ポスター展示・表彰式。幼稚園生の作品展

示、他。 

 

狭山市 
リサイクルマーケットでの環

境啓蒙展示 
5月 

ごみ削減、温暖化対策の環境啓発活動を入間川河川敷運動公園にて

出展。 

 

狭山市 不老川クリーン作戦 5月 不老川の一斉清掃（参加者役 1,500人） 
 

熊谷市 エコライフフェア 5月 

環境月間を前に環境に対する市民の意識向上を目的に市民団体や事

業者等が協同で開催。緑のカーテン用ゴーヤ苗の配布、エコライフチェック

シートの記入、クールチョイスへの働きかけ、エコドライブシミュレーター体験

など。 

○ 

蓮田市 
緑のトラスト黒浜沼周辺

（11号地）のつどい 
5月 講演、野草・野鳥観察会、クイズラリー 

 

川口市 エコライフ DAY2016 6月 12日 
全小中高校生が一日エコな生活を心がけ、CO2削減する取組。川口駅

前で啓発活動を実施。 
○ 

川口市 出前授業 6月 27日 エコスクールン制度を利用し、環境問題について出前授業を実施。 ○ 

上尾市 
上尾市環境推進大会パネ

ル展示 
6月 環境関連資料等のパネル展示。 ○ 

狭山市 環境フェア 6月 

環境月間に狭山市役所 1階ロビーの一角を使用しての環境展示に参

加。環境パネルで団体活動の紹介や啓蒙内容をアピール。また、リサイク

ル体験教室での作品（布ぞうり、つるし、バッグ、洋服等）展示。 

○ 

川口市 
食品ロスに関する出前授

業 
7月 12日 食品ロス問題について出前授業を実施。 ○ 

三郷市 大場川清掃 7月 16日 
市内を流れる大場川の清掃を年１回大々的に実行。各団体からボラン

ティアを募り、南と北に分かれて清掃する。 
○ 

本庄市 夏休み親子下水道教室 7月 26日 小山川水循環センター 
 

本庄市 
本庄市児玉郡環境教育

研修会 
7月 29日 地球温暖化防止について ○ 

川口市 環境フェスタ 7月 30日 
子どもを対象に環境団体がワークショップ等で出展。手作りおもちゃや、アク

リルエコたわし作りを行う。 
○ 

毛呂山町 親子であそぼ 7月 30日 
  

三郷市 
第２回大場川浮遊ごみ等

回収大作戦 
7月 市民、事業者、市が協働し、浮遊ごみ等の回収活動を実施。 

 



熊谷市 気象台お天気フェア 7月 

主に夏休みに入った小学生を対象に、気象知識の普及や地球温暖化防

止への意識向上等を目的として開催。ソーラークッカー実験、工作、カード

ゲーム、エコライフチェックシートなど。 

○ 

本庄市 
涼しくするぞ！本庄打ち水

大作戦 2016 
8月 3日 市民一斉打ち水大作戦 ○ 

久喜市 コスモスロード種まき 8月 6日 久喜市環境課主催。コスモスふれあいロードにて実施。 
 

川口市 
自然エネルギー学校

2016パート 2 
8月 7日 ごみ焼却エネルギーの回収、家庭ごみから生まれるエネルギー ○ 

毛呂山町 桜環境フェア 8月 20日 
  

さいたま市 流しソーメン夏祭り 8月 河合小チャレンジスクール、トラスト会員、エコクラブ（わいわいクラブ） 
 

三郷市 子供フェスタ 9月 4日 
三郷市のコミュニティ協議会主催の子供祭り。廃油からのキャンドル作りと

して参加。 
○ 

深谷市 
深谷市環境エコ川柳コンテ

スト 

締切 

9月 16日 

  

深谷市 
深谷市緑のカーテンコンテ

スト 

締切 

9月 16日 

  

三郷市 環境フェスタ 9月 25日 
三郷市主催。市内の環境に関心のある企業、団体による出展。三郷市く

らしの会では、市庁舎で取れたゴーヤジュースを作り販売。 
○ 

三郷市 消費生活展 9月 25日 
環境団体に関する各種展示及び販売（手作り品等）エコライフチェック

シートも来場者に記入してもらう。 
○ 

三郷市 環境フェスタ 9月 
市民が参加、体験し、楽しみながら環境の保全（緑のカーテン、３Rな

ど）を学ぶ。 
○ 

小川町 
小川町オーガニックフェス

2016 
9月 

有機農業を基盤とした生物多様性のフェス。マルシェ、フード、バザール、

環境、音楽祭、キッズなど。 
○ 

川口市 グリーンフェスティバル 10月 8日 場所：川口市グリーンセンター ○ 

さいたま市 岩槻やまぶき祭り 10月 
トラスト活動内容展示、生きものや鳥の写真展示。子ども向け体験コーナ

ー等。 
○ 

狭山市 新狭山スカイロードまつり 10月 
新狭山駅北口のスカイロードを使用して、お祭りのときに環境啓発ブースを

出展。 
○ 

狭山市 
灯の川（環境共生啓発

事業イベント） 
10月 入間川にて上流地域の間伐材を利用した「森のろうそく」等のイベント 

 

熊谷市 ニャオざねまつり 10月 
市民活動団体が日頃の活動を発表する場として開催。エコライフチェックシ

ート、環境クイズなど。 
○ 

蓮田市 
やさしさいきいきフェスティバ

ル 
10月 蓮田市主催。蓮田環境問題連絡会として参加。各団体の紹介。 ○ 

さいたま市 大谷場下町自主防災会 10月 地球温暖化について。エコライフアンケート。冬の過ごし方と工夫について。 ○ 



川口市 子ども環境フォーラム 
11月 20

日 

市内の小学校を会場に行う。学校や団体の環境活動の発表と、環境に

関連したワークショップを体験する。 

 

行田市 行田夢まつり 11月 産業祭、農業祭、環境展の合同イベント 
 

熊谷市 熊谷産業祭 11月 
農産物、日用品等の販売や展示の場として開催。エコライフチェックシー

ト、環境クイズなど。 

 

狭山市 狭山市農業祭 11月 さといも掘り体験、農産物品評会の品販売、学童農業体験等。 
 

上尾市 上尾消費生活展 11月 消費者を取り巻く様々な問題を考える。 ○ 

日高市 日高市民まつり 11月 環境啓発活動 ○ 

狭山市 
リサイクルマーケットでの 

環境啓蒙展示 
11月 

ごみ削減、温暖化対策の環境啓発活動を入間川河川敷運動公園にて

出展。 

 

狭山市 環境ウォーク 11月頃 狭山市の環境や景観の魅力を体感するウォーキング。 ○ 

上尾市 
地域デビュー支援事業にお

ける展示 
2月 シニア世代が地域活動を始めるきっかけづくりの支援。 

 

川口市 環境出前授業   
市のエコスクールン制度を利用し、依頼のあった幼稚園や小中学校へ出

向き環境授業を行います。 

 

狭山市 エコライフ DAY さやま 夏、冬 
エコライフ DAYの狭山版チェックシートを作成し、小学校から大学を中心

に温暖化対策の啓蒙を行う。 
○ 

狭山市 サイクリングフェスタ 春、秋 自転車で狭山市の名所旧跡を巡り、自転車に親しんでもらう。 ○ 

狭山市 
灯の川（環境学習支援

事業） 
適宜 

入間川小学校、入間川東小学校の環境学習支援（カヌー教室、地引

網魚類生態調査、河川敷の岩石・植物・野鳥・水生昆虫等のフィールド

ワーク） 

 

狭山市 環境団体交流会 適宜 狭山市の環境団体の交流イベント。 ○ 

狭山市 
環境にやさしいライフスタイ

ル講座（出前講座） 
  

狭山市の公民館と共催し、開催時期の年間計画を立てて開催。緑の再

生、川の再生、ごみ削減、温暖化対策、環境まちづくり、企業見学等の

テーマで 90～120分/回の講座を実施。 

○ 

 


