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「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議 令和３年度活動実績 

 

１ 全体・企画委員会 

◇第 1回企画委員会 

 【日時】 令和３年１１月１０日（水） 午後１時から 

【場所】 宮城県行政庁舎４階 特別会議室 

【出席者数】 １１団体１２名 

【報告・議事】 

・令和３年度の活動の状況について 

・令和４年度の活動の方向性について 

・新たな地球温暖化対策・再エネ関連計画の策定について 

・みやぎ環境税活用事業の令和２年度実績について 

 ◇「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議フォーラム  

 【日時】 令和４年１月８日（土） 午後１時半から午後４時まで 

【場所】 JR 仙台イーストゲートビル 1階 DaTeRIUM 

【概要】  

 来場者合計：106 人 

 オンラインアクセス数：163 人 

 ・ブース出展 

 （参加団体）（順不同） 

  うちエコ診断実施機関（株式会社三創，ストップ温暖化センターみやぎ共同出店） ， 

宮城県環境政策課・再生可能エネルギー室・気候変動適応センター 

・ステージイベント 

①令和 3 年度「宮城県ストップ温暖化賞」表彰式 

 ②地球温暖化対策に関する基調講演 

   演題：「地球温暖化～今の私たちが地球のナース～」 

講師：大和田 彩可 氏（気象予報士・防災士・看護師・保健師） 

 ③先進企業によるトークセッション 

   聞き手：ラジオパーソナリティー 本間 秋彦 氏 

話し手：大和田 彩可 氏（気象予報士・防災士・看護師・保健師） 

一條 智昭 氏（みやぎ生協環 境管理室） 

竹中 雅治 氏（登米町森林組合） 

④みやぎゼロカーボンチャレンジキャンペーン 2021 川柳部門優秀作品の紹介 

 

資料１ 

＜トークセッション＞ ＜ストップ温暖化賞表彰式＞ ＜基調講演＞ 
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２ 温暖化対策普及促進委員会（家庭部会） 

◇新スローガン及びロゴマークの作成 

 【概要】 

 平成１５年から使用していた本県地球温暖化対策のス

ローガン及びロゴマーク「ダメだっちゃ温暖化」に変わり，

2050 年までの脱炭素社会の実現に向け，「みやぎゼロカ

ーボンチャレンジ 2050（にせんごじゅう）」という新た

なスローガン及びロゴマークを作成したもの。 

◇みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０ポータルサイト及び Twitter 開設 

 【概要】 

地球温暖化対策に関する情報を発信する「みやぎゼロカーボ 

ンチャレンジ 2050ポータルサイト」を公開したもの。 

あわせて，環境保全に関する施策や業務，イベント情報等を 

発信していく公式 Twitter を開設したもの。 

 

・みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050ポータルサイト 

https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/ 

 

・公式 Twitter 

みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 

https://twitter.com/miyagi_CO2_zero 

 

 

 

 

 

 

 ◇地球温暖化対策行動促進アプリ運用 

 【概要】 

地球温暖化対策について，理解と関心を高め，行動してもらうことを 

目的としたアプリ「ecoチャレンジみやぎ」を運用しているもの。 

地球温暖化対策につながる行動「エコアクション」を行い，アクショ 

ンに応じて獲得できるポイントを貯めることにより，抽選に応募が可能。 

 令和３年５月，１０月，令和４年２月に新エコアクションを追加した。 

【新エコアクション】 

 ・通帳レス口座の登録 

 ・プラスチック製ハンガーの返却 

 ・バイオガス事業協力店舗・施設の利用 

【アプリ登録者数】10,485 人 

【アプリ協力店舗数】1,586 店舗（いずれも令和４年３月末時点） 

 

 

＜公式 Twitter＞ 

＜ポータルサイト＞ 

＜地球温暖化対策の普及啓発に関する新ロゴマーク＞ 

（旧） （新） 

https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/
https://twitter.com/miyagi_CO2_zero
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 ◇みやぎゼロカーボンチャレンジキャンペーン 2021 

 【概要】 

 家庭における地球温暖化対策の推進を目的として，ゼロカーボン 

（脱炭素）に関する川柳または Instagram の投稿を募集したもの。 

【応募期間】 

①川柳：令和３年８月１１日（水）から令和３年１０月３１日（日）まで 

②Instagram：令和３年８月１１日（水）から令和４年１月３１日（月）まで 

【対象者】 

 県内在住の方 

【応募者数（宮城県民）】 

② 川柳：８０人 

②Instagram： ５６人 

◇脱炭素クイズ 

 【概要】 

 カーボンニュートラルな社会の実現に向けた取り組みの必要性を理解し，温暖化対策を気持ちよく 

実践できるように，答えて学べるクイズを実施したもの。クイズは全３回にわたって実施。 

【応募期間】 

１回目：令和３年６月１５日（火）まで 

２回目：令和３年９月１９日（日）まで 

３回目：令和３年１１月３０日（火）まで 

【対象者】 

 県内在住の方 

【応募者数（宮城県民）】  

１回目：674人 

 ２回目：584 人 

 ３回目：638 人 

 

 

◇先進企業取材記事の作成 

 【概要】 

 県内の地球温暖化対策に取り組む先進企業の取材を行い， 

県民向けの啓発を目的とした記事を作成したもの。 

【対象企業】 

・みやぎ生活協同組合 

・登米市森林管理協議会 

・キリンビール株式会社 

・ヤマト運輸株式会社 

 

  

＜キャンペーンチラシ＞ 
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◇普及啓発動画の作成 

  ゼロカーボンに関する普及啓発動画を作成したもの。    

 

①eco チャレンジみやぎ普及啓発動画 

 １５秒の CM 動画を作成した。なお，作成した動画 

については，以下日程で楽天生命パーク宮城にて放映 

された。 

【放映日】 

 令和３年９月１５日（水），１６日（木），２９日（水），３０日（木） 

 令和３年１０月２５日（月） 

 

②みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050普及啓発動画 

 １５秒のコンセプト動画を作成した。なお，作成した 

動画については，みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 

ポータルサイトや県広報課 YouTube，県庁１階ロビー 

の行政情報モニターにて放映した。 

 

③宮城県気候変動適応センター紹介動画 

 県内における気候変動適応を推進するため， 

仙台市宮城野区の宮城県環境情報センター内に設置して 

いる「宮城県気候変動適応センター」を紹介する動画を 

作成し，県広報課 YouTube にて公開した。 

 

④気候変動による影響への緩和と適応に関する動画 

 気候変動による影響・被害を少なくするため，その原因と 

なる温室効果ガスの排出を抑制しようとする「緩和策」， 

気候変動の影響に対処し，なるべく被害を少なくしよう 

とする「適応策」について紹介する動画を作成し， 

みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 ポータルサイトや 

県広報課 YouTubeにて公開した。 

 

⑤３R に関する動画 

限りある資源を有効に活用するためのキーワード， 

３R（リデュース（Reduce），リユース（Reuse）， 

リサイクル（Recycle））を紹介する動画を作成し， 

みやぎゼロカーボンチャレンジ 2050 ポータルサイトや 

県広報課 YouTubeにて公開した。 
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３ 温暖化対策普及促進委員会（事業者部会） 

 ◇中小企業のための省エネセミナー（共催：NPO 法人環境会議所東北） 

 【日時】 令和３年１０月２１日（木）午後２時から午後４時まで 

【場所】 せんだい環境学習館「たまきさんサロン」 

【出席者数】 １４名 

【概要】 

 （１）「省エネ推進による環境・経営改善」 

    講師：一般財団法人省エネルギーセンター 栗田 晃一 氏 

 （２）「省エネ取組事例及び省エネに関する補助金獲得のポイント」 

    講師：宮城県「省エネお助け隊」専門家・ミカド電装商事株式会社 表 伸也 氏 

 （３）「宮城県の省エネ促進に関する事業者向け支援施策について」 

    講師：宮城県環境産業コーディネーター 仲丸 一樹 氏 

◇脱炭素経営セミナー 

 【日時】 令和４年２月２８日（月）午後１時から令和４年３月２４日（木）午後５時まで 

【場所】 Webセミナー（オンデマンド配信） 

【出席者数】 ２９０名 

【概要】 

 （１）「カーボンニュートラル時代に向けて企業に求められるもの」 

    講師：公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 会長 末吉 竹二郎 氏 

 （２）「地域における分散型エネルギーリソース活用に向けて」 

    講師：東北経済産業局資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

 （３）「自立分散型の持続可能社会構築をめざして 

     ～地域エネルギープラットフォーム構築への取組～」 

    講師：湘南電力株式会社 代表取締役 原 正樹 氏 

 （４）「脱炭素経営で新たな価値を拓く～SBT 認定への挑戦～」 

    講師：株式会社宮城衛生環境公社 専務取締役 砂金 英輝 氏 

 （５）「プラスチック資源循環の今」 

    講師：株式会社パンテック東京支店 高村 直也 氏 

 （６）「みやぎアップグレードリサイクル推進事業の紹介」 

    講師：宮城県産業技術総合センター材料開発・分析技術部 

 （７）「宮城県の施策の方向性と事業者向け補助事業の紹介」 

    講師：宮城県環境生活部環境政策課 

 

４ エコタウン推進委員会 

 ◇エコタウン推進委員会出張セミナー 

 ○加美町 

【日時】令和３年１０月２１日（木）午後１時３０分から午後３時まで 

【開催方法】オンライン開催 

【出席者数】加美町職員１７名 

【概要】 

 （１）「２０３０年に向けた今後の再生可能エネルギー政策」 
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    講師：東北経済産業局 エネルギー対策課長 五十嵐 圭介 氏 

 （２）「風力発電について」 

    講師：足利大学大学院 工学研究科 特任教授 佐藤 義久 氏 

 （３）「環境影響評価制度の概要について」 

    講師：宮城県 環境対策課 環境影響評価班 技術主査 渡邊 広大 氏 

 ○美里町 

【日時】令和３年１０月２８日（木）午後２時から午後３時まで 

【開催方法】オンライン開催 

【出席者数】美里町職員等２３名 

【概要】「2050 年脱炭素社会に向けて SDGs・脱炭素化時代の地域づくり～」 

    講師：環境省東北地方環境事務所 環境対策課（併任）資源循環課 主査 岡内 啓悟 氏 

 〇仙台市 

【日時】令和３年 12月１日（水）午後２時から午後３時３０分まで 

【開催方法】オンライン開催 

【出席者数】仙台市職員１５名 

【概要】 

（１）「千葉市におけるオンサイト PPA事業について（避難所への再生可能エネルギー等導入事業）」 

   講師：千葉市環境局環境保全部環境保全課温暖化対策室 小嶋 天晴 氏 

（２）「神奈川県における０円ソーラーの取組について」 

   講師：神奈川県産業労働局産業部エネルギー課 大多和 恭行 氏 

（３）「京都市再エネ最大化アクション」 

講師：京都市環境政策局地球温暖化対策室 植田 晋平 氏 

 ◇みやぎエコタウン推進セミナー 

 【日時】令和４年２月２８日（月）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

【開催方法】オンライン開催 

【概要】  

（１）「2050年脱炭素社会に向けて～SDGs・脱炭素化時代の地域づくり～」 

    講師：環境省東北地方環境事務所 環境対策課（併任）資源循環課 主査 岡内 啓悟 氏 

 （２）「第 6次エネルギー基本計画の概要と令和 4 年度予算概要等について」 

    講師：経済産業省東北経済産業局 エネルギー対策課 電源開発調整官 松田 吉紀 氏 

 

 


