令和２年度川崎温暖化対策推進会議（ＣＣ川崎エコ会議）事業報告
「川崎市地球温暖化対策推進基本計画〜ＣＣかわさきエコ暮らし・未来へつなげる３０
プラン〜」に基づき、ＣＣ川崎エコ会議参加団体をはじめとした市内の多様な主体の協働
により、地球温暖化対策の普及啓発及び情報発信等を行いました。
１

「第９回スマートライフスタイル大賞」の実施
「第９回スマ
市民や事業者等のＣＯ ２ 削減に貢献する優れた取組の発信を目的として、
ートライフスタイル大賞」を実施しました。今年度は、次のとおり最優秀賞２件、優秀
賞２件、奨励賞６件の計１０件を決定しました。
第９回スマートライフスタイル大賞

実施概要

募集期間

令和２年５月１日（金）〜７月 31 日（金）

審査・選考
選考結果発表

令和２年８月 27 日（木）スマートライフスタイル大賞審査委員会
令和２年９月９日（水）スマートライフスタイル大賞選考委員会
令和２年９月 17 日（木）

表彰式

令和２年 10 月 30 日（金）川崎市産業振興会館ホール

■最優秀賞
・株式会社東急ホテルズ
川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル
再生可能エネルギー100％！日本初の「ＣＯ2 フリー電力ホテル」
・株式会社パスポート・社会福祉法人はぐるまの会（連名）
循環型社会に向けた福祉農園プロジェクト
■優秀賞
・富士通株式会社 川崎工場
ニューノーマルにおける新たな働き方への変革
・川崎市立東小倉小学校
東小倉っ子のエコライフ・チャレンジ
■奨励賞
【委員長特別賞】
・ジェクト株式会社
建築資材を活用した地域交流イベント「おとく市」の定期開催
【省エネ貢献賞】
・株式会社渡辺土木
「"ＣＯ２排出ゼロの会社経営 への挑戦！ アクトⅢ」
〜雨水の有効活用と水害対策を兼ねたＣＯ２削減の取組〜
・日本電産株式会社中央モーター基礎技術研究所
ＣＯ２排出ゼロ！！６年越しの省エネ活動でＲＥ100 対応の研究所実現！
【３Ｒ推進賞】
・フードバンクかわさき
食品ロス削減のためのフードバンク活動
【地域共生推進賞】
・早野聖地公園里山ボランティア
炭を使ってトイレ内の消臭の輪を広げる
【環境教育貢献賞】
スマートライフスタイル大賞表彰式
・東京ガス株式会社 川崎支店
Ｒ 」推進事業
地球においしい「エコ・クッキング○

２

ＣＣ川崎エコ会議シンポジウムの開催
令和２年 10 月 30 日（金）、川崎市産業振興会館ホールにてＣＣ川崎エコ会議シンポ
ジウムを開催しました。第９回スマートライフスタイル大賞表彰式とあわせて受賞者の
取組紹介やパネルディスカッションを実施し、地域における各主体の活動について、工
夫や課題及び私たちにできること等についてお話を伺いました。
ＣＣ川崎エコ会議シンポジウム

開催概要

日

時

令和２年 10 月 30 日（金）14 時 55 分〜15 時 30 分

場

所

川崎市産業振興会館ホール

参加者数

新型コロナウイルス対策のため、無観客（関係者のみ）

■川崎市環境功労者・スマートライフスタイル大賞合同表彰式
■受賞者による取組事例発表・パネルディスカッション
（ 第９回スマートライフスタイル大賞 最優秀賞・優秀賞受賞者 ）
・株式会社東急ホテルズ
川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル
・株式会社パスポート・社会福祉法人はぐるまの会（連名）
・富士通株式会社 川崎工場
・川崎市東小倉小学校

パネルディスカッション

なお、取組事例時発表の動画はＣＣかわさき
ホームページにて公開しています。
ＣＣかわさきホームページ

３

市民・事業者・行政の協働による地球温暖化対策の主な取組

（１）「ＣＣかわさき交流コーナー」を活用した普及啓発活動
家庭向けの地球温暖化対策に関する情報発信拠点「ＣＣかわさき交流コーナー」
（高
津市民館内）を活用したパネル展示や講座の開催など、川崎市地球温暖化防止活動推
進センター（特定非営利活動法人アクト川崎）が中心となり、ＣＣ川崎エコ会議参加
団体等の協力を得ながら地球温暖化対策の普及啓発活動に取り組みました。
ＣＣかわさき交流コーナー

テーマ展示・ミニ講座

期

間

令和２年４月〜令和３年３月（通年）

場

所

ＣＣかわさき交流コーナー（高津市民館

主

催

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

ノクティ２

11 階）

■テーマ展示
４月：川崎市地球温暖化防止活動推進センター紹介
花王国際こども環境絵画展
８月：ＪＱＡ地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展
９・１０月：気候危機と減災・災害ごみ
１１・１２月：未来４７景
かわさき環境フォーラムに関連する展示
ガラスアート 『導くその手』
COOL CHOICE アート展
翌１・２・３月：脱炭素戦略に関連する展示
脱炭素アクションみぞのくち（脱炭素モデル地区）の取り組み
紹介のパネル展示
ガラスアート『導くその手』（継続）
■ミニ講座
９・１０月講座：気候危機を学んでおうちでもできる防災力アップ！講座

2020 年夏

特別企画

期

間

令和２年８月

場

所

オンライン（一部会場）

主

催

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

参加者数

全４講座

32 人

■講座
・クイズでマイクロプラスチック&家でできる工作教室
・環境ラベルゲーム
・アイスティーを作って環境のことも学ぼう
・こんな時だからコロナ&気候変動カフェ

春休みエコ体験教室
期

間

令和３年３月

場

所

オンライン、高津市民館

主

催

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

参加者数

全１２講座

75 人

■講座
・クイズで学ぶ食品ロスと水とＳＤＧｓ
・クイズでプラスチックについて学び保冷剤で消臭剤を作ろう
・折り紙Ｃｕｂｅ
・みんなでつくる「暮らしのエコ化計画」を学ぼう
・ペットボトルの中にトルネードを作ってみよう
・手作りミニ顕微鏡で細胞を見てみよう
・珪藻土をつかってオリジナル時計を作ろう！
・トイレが世界を救う！

〜モザイクタイルのコースター作り〜

・バルーンロケットを飛ばそう！
・色の変わる魔法の水を作ってみよう！

（２）「かわさきエコ暮らし未来館」を活用した普及啓発活動
「かわさきエコ暮らし未来館

夏の環境教室 eco フェス」の開催

日

時

令和２年８月７日（金）、８日（土）９時 00 分〜16 時 30 分

場

所

かわさきエコ暮らし未来館

参加者数

約 119 人

令和２年８月７日（金）、８日（土）の２日間において、かわさきエコ暮らし未来
館にて夏の環境教室を開催しました。燃料電池自動車の展示やエコ工作、２月にリ
ニューアルした水素エネルギーについての体験型コーナーなどを通して、親子でエ
コについて楽しく学べるイベントを実施しました。

「かわさきエコ暮らし未来館

春の環境教室」の開催

日

時

令和３年３月 20 日（土・祝）、27 日（土）９時 00 分〜16 時 30 分

場

所

かわさきエコ暮らし未来館

参加者数

約 48 人

令和３年３月 20 日（土・祝）、27 日（土）の２日間において、かわさきエコ暮ら
し未来館にて春の環境教室を開催いたします。工作以外にも、小学生が作った作品
の展示会やガイドツアーも同時開催予定です。

（３）「まなぼう！あそぼう！COOL CHOICE ひろば in ラゾーナ川崎プラザ」の開催
令和２年 10 月 10（土・祝）、三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザにて、
東芝未来科学館や三井不動産株式会社と連携し、 賢い選択 で地球温暖化対策を進め
る国民運動「COOL CHOICE」をテーマに、気候変動による影響を学べる「未来 47
景」のパネル展示や、環境マークさがし及びフードドライブなどを通して、地球環境
にやさしい取組を考える体験型教育イベントを開催しました。

（４）ＣＣ等々力の取組〜エコ暮らしこフェアの開催、リユース食器活用事業〜
株式会社川崎フロンターレ、富士通株式会社川崎工場、公益財団法人川崎市公園緑
地協会及び川崎市（環境局、中原区役所）が協働により地域における温暖化対策を推
進する「ＣＣ等々力」の取組として、ワークショップ等を通じて楽しみながら
暮らし

を学べる「ＣＣ等々力

エコ

エコ暮らしこフェア」を開催しました。また、川崎

フロンターレホームゲームにおけるリユース食器活用事業を通年で実施しました。
第９回ＣＣ等々力
日

時

エコ暮らしこフェア

開催概要

令和２年 10 月 10 日（土）14 時 30 分〜17 時 30 分
※川崎フロンターレ ｖｓ ベガルタ仙台

場

所

実施主体

等々力緑地内
株式会社川崎フロンターレ、富士通株式会社川崎工場、公益財団法人川
崎市公園緑地協会、川崎市（環境局、中原区役所）

参加者数

約 146 人（推計）

謎解きゲームやワークショップなど、楽しみながらエコについて学べるイベントを実施し
ました。

川崎フロンターレホームゲーム時におけるリユース食器活用事業
実施期間

令和２年２月 16 日（日）〜令和２年 12 月 16 日（水）

場

等々力陸上競技場

所

・実施試合数
・回収率

18 試合

96.4％

（リユース食器

回収数 6,502 個／売店使用数 6,740 個）

５

後援
第８回かわさき環境フォーラム

開催概要

日

時

令和２年 12 月 13 日（日）10 時 30 分〜15 時 30 分

場

所

高津市民館

主

催

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

参加者数

約 1,471 人

ＱＲコードでＣＯＯＬ

ＣＨＯＩＣＥを楽しく学べる体験型ゲームや間伐材を

使ったコースター作り、２０５０年の川崎をみんなで描く参加型ブース、不用品交
換会やごみ分別や気候市民会議等の各種環境講座など、子どもから大人まで楽しめ
る様々な体験イベントや展示を行いました。また、一部の講座等はオンラインで同
時開催いたしました。なお、昨年度に引き続き、
「環境エネルギー・ラボ 2020in た
かつ」と同時開催といたしました。

COOL CHOICE セミナー

開催概要

実施期間

令和３年１月 27 日（水）15 時 00 分〜16 時 30 分

場

所

KCCI ホール

共

催

川崎市・川崎市地球温暖化防止活動推進センター

協

力

川崎商工会議所

参加者数

第５・６会議室

65 人（会場９人、オンライン 56 人）

川崎商工会議所と連携し、
「COOL CHOICE セミナー」を開催しました。講師に
は、東京大学未来ビジョン研究センター教授

高村ゆかり氏をお招きし、
「気候の危

機と世界と日本の温暖化対策」をテーマに講演いただきました。

６

ウェブサイト及びメールマガジンによる情報発信
ＣＣかわさき専用ウェブサイトにおいて、ＣＣ川崎
エコ会議会員をはじめとした市民・事業者・行政の取
組状況の情報発信を行うとともに、会員向けのメール
マガジンを配信しました（毎月１日定期号 12 回配信、
臨時号３回配信）。

７

会員の参加状況
市民・事業者・行政の協働による地球温暖化対策の取組などの機会を通じてＣＣ川崎
エコ会議のＰＲを行い、今年度は新規の入会申込は１件となりました。平成 30 年度以降
の会員数については以下のとおりです。
＊平成 29 年度会員数

合計 104 団体

＊平成 30 年度会員数

合計 107 団体

＊令和元年度会員数

合計 108 団体

＊令和２年度会員数

合計 110 団体

※令和３年３月現在

８

理事会・運営委員会の開催
今年度は理事会及び運営委員会を次のとおり開催しました。
開催日

主な内容

令和２年６月 11 日（木） ・ＣＣ川崎エコ会議第１回理事会の運営について
第１回運営委員会

・川崎市の脱炭素社会の実現に向けた取組について
・川崎市気候変動情報センターの設置について
・「第９回スマートライフスタイル大賞」の募集について
・「COOL CHOICE かわさき」の推進について
・ＣＣ川崎エコ会議シンポジウムについて

令和２年７月６日（月） ・ＣＣ川崎エコ会議役員の選出について
第１回理事会

・「第９回スマートライフスタイル大賞」の募集について
・令和２年ＣＣ川崎エコ会議シンポジウムについて
・エコ暮らしの推進について
・令和２年度川崎温暖化対策推進会議会員の取組について
・川崎市の脱炭素社会の実現に向けた取組について
・環境基本計画改定素案について
・エコ暮らし未来館リニューアルについて

令和２年８月 27 日（木） ・川崎市環境功労者・スマートライフスタイル大賞合同表彰式
第２回運営委員会

の開催案について
・第９回スマートライフスタイル大賞の審査について
（スマートライフスタイル大賞審査委員会）
・「ＣＯＯＬ

ＣＨＯＩＣＥかわさき」の進捗状況について

・後援について

令和３年３月１日（月） ・令和２年度川崎温暖化対策推進会議事業報告（案）について
第３回運営委員会

・
「第１０回スマートライフスタイル大賞」の実施（案）につい
て
・川崎市の脱炭素に向けた取組について
・第２回理事会の運営について

令和３年３月 22 日（月） ・令和２年度川崎温暖化対策推進会議事業報告（案）について
第２回理事会

・第 10 回スマートライフスタイル大賞の実施（案）について

（書面開催予定）

・川崎市の脱炭素に向けた取組について

