
　この度の「みどりーむ」第8号の発刊に伴いご挨拶申し上げます。
　北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会(グリーン北杜)も昨年は10周年、そして今年は新しい節目の始まりとなりました。
会員一同気持ちも新たに、さらなる活発な活動を展開していきたいと考えております。
　さて、今年も当会の事業の目玉となる「子ども環境フェスタ」と「子ども環境標語コンテスト」は、たくさんの来場者を迎え開催されました。新
たな環境学習体験コーナーも加え、まさに親子で楽しみながら学べる環境イベントとして市民の皆様に周知されるようになりました。環境標
語コンテストにつきましても、毎回市内の全小学校から千数百点もの作品が寄せられ、生徒たちの環境に対する思いを多くの来場者に伝え
る場となりました。この標語に関しては、従前クリアファイルにして市内に配布しましたが、次回は新たな公表の方法を企画し、多くの市民の
皆様にお届けしたいと考えております。
　また、市の環境保全基金を活用した事業として始まった、特定外来生物“オオキンケイギク”駆除活動も引き続き実施しました。前回実施し
た駆除箇所については、明らかに繁殖の減退が窺えるほどになっていました。今後は、この活動をより多くの市民に広め、北杜市の自然環境
が保全されていくよう継続していきたいと思っております。
　グリーン北杜は、新しい節目に立って今後も地域社会が取り組むべき地球温暖化防止に関する活動の輪を広げるとともに、日常生活にお
ける省エネ活動などのCO2排出量削減や、地域の再生可能エネルギー利活用の普及・推進活動を行い、次世代の未来環境が健全なものとな
るよう、取り組んでいきたいと考えております。
　結びといたしまして、この「みどり～む」をご一読いただいた皆様の環境保全活動や日常生活における取り組みについての「思考」が「実践」
へと前進して行くことをご期待申し上げまして、私のご挨拶といたします。

北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会

グリーン北杜ホームページ  http://www.greenhokuto.jp/
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　今年度は、水質と密接な関係にある森林の現状を見て廻る「こぶ
ちざわ森巡り」を実施。地域で活動しているナビゲーターの協力に
より様々な形態の 10ヶ所を廻り、今後の課題や、森林保護・活用の
関係について考える良い機会となりました。参加者からは、「心配し
ていたように荒れている森が多い。森や樹木についてもっと知られ
るべきと痛感した」や「たくさんの森を見て、それぞれの違い、価値、
問題点を分かりやすく教えてもらい、勉強になった」などの感想を
いただきました。

主 な 活 動 事 例主 な 活 動 事 例

　生態系に関する保全活動として「特定外来種・オオキンケイギク」
の駆除活動を今年も武川町釜無川橋付近の河原と高根町の 2 箇所
にて行いました。毎年おこなうことにより、株の減少、縮小化が
見受けられ、効果が確実に現れている事を実感しました。

　恒例となりました市役所本庁に緑のカーテン推進事業として、「グリーンカーテン」を設置しました。自然
の力を借りての温暖化対策、今後も会員においても積極的に取り組むように推進していきたいと考えてます。

平成 29年度

と　き

場　所 北杜市役所駐車場集合

武川・高根地区

6月11日（日）　

水・森資源の保全と次世代エネルギー利活用の
協調推進事業

　脱温暖化・クリーンエネルギーの創造に向け、市民・事業者・団体・市が現状の社会的責任や役割を自覚し、
自主的な取組みを協働して担うことが必要であるとの思いで活動をはじめ、10 年が経ちました。今年度は、
10周年という事で地域の人たちとともに活動に取り組みましたのでご紹介します。

オオキンケイギク クリーン作戦

グリーンカーテン設置

※この事業は、企業や個人の寄附金である北杜市環境保全基金を活用して実施しました。

　市の委託事業として、北杜サイト太陽光発電所の定期見学会
視察ガイドを行いました。今年度は、世界各地から 150 人の現
地案内を行いました。

太陽光発電は、や
はり世界的にまだ
まだ注目されてい
ます。

と　き 通年9回

北杜サイトガイド

と　き 11月26日（日）　

こぶちさわ森巡りツアー

と　き 6月2日（日）　
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第8回　子ども環境フェスタ2017in北杜 11 月 25 日　参加者　約 900 人

　高根体育館において、「第 8 回子ども環境フェスタ in 北杜～子育ての杜～」を開催しました。市内外から
数多くの企業・団体の協賛・協力のもとに実施し、来場者の満足度の高いイベントとなりました。当日は、
900 名の方々にご参加いただき、環境をテーマにした様々な体験型ワークショップ・展示（25 団体）や各
種ステージ公演、フードコート（6 団体）などを楽しんでいただいた。また、子ども環境標語コンテストに
は 1571 点以上の作品が寄せられ、フェスタ内において表彰式を行いました。

環境学習会

エコプロダクツ2017　見学ツアー

わくわく教室こぶちさわ 6/26 高根東小学校 7/6

　7/11

平成 29年度子ども環境標語コンテスト入賞作品

自然環境部門（低学年）

総応募数　　1571 点

今年もたくさんの応募ありがとうございました。

12 月 9日（土）　参加者　50人

2/26

市長賞 武川小学校 2 年

教育長賞 小淵沢小学校 3 年

会長賞　※ 高根北小学校 1 年

Ｇ10賞  ※ 明野小学校 2 年

たいようは　でん気とげん気のエネルギー

おかあさん　わすれちゃダメだよ　エコバック

パトロール　つかわぬでんきは　ぼくがけす

ごみばこも　ちゃんとわければ　たからばこ

自然環境部門（高学年）

市長賞 武川小学校 5 年

教育長賞 泉小学校 5 年

会長賞　※ 長坂小学校 6 年

Ｇ10賞  ※ 須玉小学校 4 年

どこまでも　続く景色の美しさ　後世に残すは　ぼくらの責任

守りたい　残したい　自然ゆたかな水の里

おらんとが　いごかずどうする　温暖化

おんだん化ふせいだ先に見えてくる　緑の大地とぼくらの未来

※会長賞=グリーン北杜会長賞　※Ｇ10賞=Ｇ北杜 10周年賞…北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会 10周年記念賞

　日本最大級の環境展示会に参加
し、様々な企業や団体がどのよう
な取り組みを行っているのか、最
新の情報や技術を見学する事がで
きました。また、参加者からは、「楽
しく環境を学ぶ良い機会になった」
「また、来年も参加したい」との声
を頂きました。

尾﨑　桃佳

中沢　航

長田　遼哉

望月　結乃

鈴木　宝蔵

坂野　羅夢

仲山　紘大　

中込　由実

in 北杜～子育ての杜～北杜市子ども環境フェスタ
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グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会）
・グリーン北杜とは ・グリーン北杜の構成
グリーン北杜（北杜市地球温暖化対策・クリーンエ
ネルギー推進協議会）は、「地球温暖化対策の推進に
関する法律第２６条第１項」に基づく温暖化対策・
地域協議会で、平成 20 年 3 月に設立しました。北
杜市内の地球温暖化防止対策とクリーンエネルギー
の利活用の推進のため、市民、団体、事業者、行政
等が協働し、共に考え、具体的な実践行動や普及啓
発活動に自主的・自発的に取り組んでいます。

グリーン北杜は大きく 3 つの部会で構成されており、それぞれ
の専門性を活かしながら互いに連携を取り事業を進めています。
　◆地球温暖化対策部会
　　民生部門における地球温暖化防止活動の推進および、地域

における環境学習を担当
　◆クリーンエネルギー推進部会
　　水力発電、太陽光発電、バイオマス利用など、自然資源を

活かしたクリーンエネルギーの利活用の推進を担当
　◆北杜グリーンツーリズム推進部会
　　北杜市次世代エネルギーパークの実現に向け、エコツアー

の企画や運営を担当

●会員企業・団体（順不同）
環境事業協同組合、（有）クリーントレード、浅川太陽光発電所、山梨自然エネルギー発電（株）、（株）カナマル、(株)ピー・エス・ワイ、
（有）金光商事、金精軒製菓（株）、エコサポート、国土興産（株）、スパティオ小淵沢、（有）イワショー、株式会社ＡＯＢ慧央グループ、
公益財団法人キ－プ協会、富士工器（株）山梨工場、株式会社西商店（山梨店）　、（株）茅ヶ岳観光バス、保坂環境、原商店、
峡北衛生社（有）、（有）大泉タクシー、（株）塩川クリーン、株式会社ＮＥＸＴ、有限会社アグリマインド、(有)あおいとり（原智子）、
有限会社アカシヤ、株式会社 環境管理コンサルタント、日本小水力発電株式会社
北杜市消費生活研究会、NPOえがおつなげて、NPO森造、八ヶ岳興民館、峡北地区林業研究会、NPO八ヶ岳コミュニティ放送
「かえるの森へ！」をかんがえる会、(一社)環境管理協会

あなたのアイディアを地域の環境保全に活かしてみませんか
　■お申し込み・お問い合わせは事務局まで　■年会費　個人 1,000 円　　団体 3,000 円　　事業者 10,000 円
グリーン北杜に関するお問い合わせ

グリーン北杜HP　http://www.greenhokuto. jp/
グリーン北杜事務局（北杜市生活環境部 環境課内）
TEL.0551-42-1341 FAX.0551-42-2235

内容、所要時間、場所等はご希望に応じてアレンジ可能です。
●活用方法／公民館活動、婦人部活動、育成会活動等　　　
●対象人数／ 10 名程度～
●申込み方法／グリーン北杜事務局までご連絡ください。
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グリーン北杜
会員募集！！

グリーン北杜では地域の環境学習会開催に取り組んでいます。
ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

10 周年記念増刊号の発刊を予定しています。

地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム地域で学ぼう！！地球温暖化防止活動推進プログラム

・実践！エコクッキング
・電気はどこから来るの？（室内版）

・太陽エネルギーの秘密？
　～ソーラークッカーで料理！～

・てんぷら油でせっけん作り！
・川の生き物を調べよう！
　　　　　　　　　　　など

このほかにもご希望に沿った学習プランに
対応します。

〈プログラムの一例〉


