平成30年度 かながわ環境月間にかかる行事一覧
番
号
1
2
3
4

5

行事名

8
9

期日

場所

行事内容

問合せ先名称

http://zamayatoyama.
kanagawa-park.or.jp/

植物など四季折々の自然の観察を実施します。

座間谷戸山公園管理事
046-257-8388
務所

http://zamayatoyama.
kanagawa-park.or.jp/

七沢森林公園

公園の中は自然がいっぱい。季節ごとの自然の面白さや楽しさをス
タッフが紹介します。

七沢森林公園管理事務
046-247-9870
所

四季彩のプロムナードイベ
(公財)神奈川県公園協会・㈱サカ
6月2日
ント「サンパチェンスの噴水
タのタネ・㈱オーチュー グループ
苑づくり」

保土ケ谷公園

「環境浄化植物」と呼ばれるサンパチェンス等の植付け体験イベントを
保土ケ谷公園管理事務
045-333-5515
実施します。市民ボランティアと共に夏から秋まで楽しめる噴水苑を作
所
り上げる取組みです。

ほどがやワクワクプレイ
パーク

(公財)神奈川県公園協会・㈱サカ
6月10日
タのタネ・㈱オーチュー グループ

保土ケ谷公園

子どもたちが自分で判断して思いきり遊べる場を提供し、工夫して遊
ぶ経験や自然に触れる体験を目的として実施します。

境川遊水地見学会

・神奈川県藤沢土木事務所
・(公財)神奈川県公園協会

境川遊水地公園

境川遊水地公園の遊水地としての機能（ビオトープを含む）を広く一般
境川遊水地公園 情報
045-805-0223
の方に知っていただくための見学会を実施します。
センター

http://kanagawapark.or.jp/sakaigawa/

秦野市在住の絵本作家 舘野(たての)鴻(ひろし)氏作「つちはんみょう」
の原画などをとおして、丹沢山麓の生き物の力強い生命力や多様性 秦野ビジターセンター
をご紹介します。

0463-87-9300

http://www.kanagawapark.or.jp/tanzawavc/

秦野ビジターセンター

生きものや景色の写真・標本などを用いて、丹沢の自然を楽しくご紹
介します。

秦野ビジターセンター

0463-87-9300

http://www.kanagawapark.or.jp/tanzawavc/

秦野ビジターセンター

展示関連行事。絵本「つちはんみょう」完成までの秘話や“つちはん
みょう”という虫について、お話いただきます。

秦野ビジターセンター

0463-87-9300

http://www.kanagawapark.or.jp/tanzawavc/

6月16日

座間谷戸山公園

定例自然観察会

グリーンタフ・谷戸山公園グループ 6月17日

座間谷戸山公園

自然観察会

(公財)神奈川県公園協会

6月3日

6月10日

舘野鴻絵本「つちはんみょ
う」原画展

(公財)神奈川県公園協会

5月24日から7月8日ま 秦野ビジターセンター
で

丹沢トーク

(公財)神奈川県公園協会

6月9日

舘野鴻氏トークイベント

(公財)神奈川県公園協会

6月30日

保土ケ谷公園管理事務
045-333-5515
所

6月20日

横浜市中区尾上町５－８０
エコアクション２１の概要と取り組み方法について、説明等を行う入門
エコアクション２１地域
９階
セミナー＆相談会を開催します。
事務局かながわ
神奈川県中小企業団体中央
会会議室

6月27日

相模原市中央区富士見１丁 エコアクション２１ CO2削減プログラム(Eco-CRIP)補助事業の内容に
エコアクション２１地域
目３−４１
ついての説明会を開催します。
事務局かながわ
相模原市立環境情報セン
ター 学習室

環境省 エコアクション２１
ＣＯ２削減プログラム補助
神奈川県中小企業団体中央会
事業及びエコアクション２１
説明会

6月28日

エコアクション２１ CO2削減プログラム(Eco-CRIP)補助事業の内容に
横浜市中区尾上町５－８０
エコアクション２１地域
ついての説明会を開催します。
中小企業センター 13階 特
事務局かながわ
別会議室Ａ

エコ・クッキング 横浜ショー
東京ガス
ルーム

6月20日､21日

東京ガス横浜ショールーム

14

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月1日

平間小学校

15

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月7日､8日

16

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月7日､8日

17

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月12日､13日

18

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月14日､15日

よくわかるエコアクション２１
神奈川県中小企業団体中央会
（入門セミナー＆相談会）

12

13

URL

座間谷戸山公園管理事
046-257-8388
務所

(公財)神奈川県公園協会

10

11

電話番号

下草刈り、除伐、間伐などの里山林の手入れを行います。

里山保全隊

6

7

主催

環境省 エコアクション２１
ＣＯ２削減プログラム補助
神奈川県中小企業団体中央会
事業及びエコアクション２１
説明会

環境月間 省エネクッキング

045-671-1138

045-671-1138

045-671-1138

http://www.kanagawapark.or.jp/nanasawa/
http://www.kanagawapark.or.jp/hodogaya/
http://www.kanagawapark.or.jp/hodogaya/

http://www.ea21kanagawa.org/

http://www.ea21kanagawa.org/

http://www.ea21kanagawa.org/

東京ガス横浜ショー
ルームクッキングスタジ 045-650-6632
オ

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

逗子小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

旭町小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

今井小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

中野島小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

http://www.tokyogas.co.jp/kids/teacher
/teacher4.html
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19

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月18日､19日､20日

20

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月21日

上丸子小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

21

はじめよう！エコ・クッキン
グ

東京ガス

6月25日

東小田小学校

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

燃料電池ってなんだろう

東京ガス

6月8日

住吉中学校

22

子母口小学校

行事内容

23

24

28

東京ガス学校教育情報
045-253-5421
センター

海老名環境フェスティバルにて、「東京ガスの環境への取組、省エネ
海老名市
機器等」パネル展示を実施します。
・省エネ機器模型展示（家庭用燃料電池、マイコンメーター等の実演） 環境みどり課
環境政策係
・資料展示、配布

6月5日から6月16日

海老名市庁舎ロビー

逗子市環境会議展

逗子市
環境都市課

6月9日

逗子市交流センター

エネファーム等の環境に優しいガス機器のパネル等を展示し、東京ガ 逗子市
スの環境への取組みについてＰＲを行います。
環境都市課

046-873-1111

さがみはら環境まつり

相模原市
環境経済局
環境政策課

6月24日

相模大野ボーノ

パネル等を展示し、当社の環境への取組みについてＰＲを行います。 相模原市
環境経済局
環境政策課

042-769-8240

ほたるの里草刈り

相模原市
環境経済局
環境政策課

6月16日

ホタルの里 城山

第42回県市環境研究合同
発表会

神奈川県市環境研究機関協議会 6月20日

環境活動講座「田んぼの生
神奈川県環境科学センター
きものウォッチング」

29

30

「環境にやさしい水素 燃料電池の勉強」の授業を実施します。

海老名市

26

27

子どもたちにとって、もっとも身近なガスの炎を上手に使って、環境に 東京ガス学校教育情報
045-253-5421
優しい食事づくりを学びます。
センター

えびな環境フェスティバル

25

ミニ観察会

神奈川県自然環境保全センター

PV Japan2018

一般社団法人太陽光発電協会

緑地保全保護活動を実施します。

横浜市技能文化会館

6月20日から6月22日

環境科学センター、小出川

パシフィコ横浜展示ホール
A,B

相模原市
環境経済局
環境政策課

046-235-4912

042-769-8240

神奈川県、横浜市及び川崎市で実施した大気、生物等各分野の研究 神奈川県環境科学セン
0463-24-3311
成果を発表します。
ター

田んぼに生息する水生生物の概説と各生物の生息に適した水質環境
などについて理解を深めます。また、田んぼの生きものを呼び戻すた
めの活動の紹介や、魚道設置場所の見学と周辺水路の魚類調査の
実習をします。
神奈川県自然環境保全セン 自然に詳しいボランティアの案内により、野外施設をゆっくりと歩きな
6月3日､10日､17日､24
ター（神奈川県厚木市七沢 がら様々な生き物たちを観察し、親しむことができます。
日
657）
6月30日

URL

太陽光発電の新たな可能性やビジネスモデルの紹介します。

神奈川県環境科学セン
0463-24-3311
ター

http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/b4f/index.
html
http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/b4f/kanky
ougakushu/event.html

神奈川県自然環境保全
センター 自然保護公 046-248-6682
園部 自然保護課

http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/f4y/01ab
out/minikan.html

PV Japan運営事務局
（日経ピーアール）

http://www.jpea.gr.jp/p
vj2018/

03-6812-8694

31

横浜国立大学大学院 都市イノ
横浜国立大学大学院都市
ベーション学府（共催： 横浜市温 6月6日､13日､20日､27
イノベーション学府 特別公
横浜国立大学
暖化対策統括本部 ヨコハマ・エ 日､(7月4日)
開授業
コ・スクール）

「～環境未来都市の実現へ～都市マネジメントで、横浜の潜在力を探
る」をテーマに横浜国立大学と横浜市で企画実施する授業の一部を 横浜市温暖化対策統括
045-671-4372
本部 ＹＥＳ事務局
無料公開します。

http://www.city.yokoh
ama.lg.jp/ondan/yes/

32

横浜スマートシティプロジェ
横浜市、横浜スマートビジネス協
クト（ＹＳＣＰ）フォーラム
議会
2018

6月25日

情報文化センター
情文ホール

ＹＳＢＡで取り組んできた様々な事業の成果報告に加えて、横浜市の 横浜市温暖化対策統括
目指す環境未来都市をテーマに情報発信するとともに、本市のエネル 本部 プロジェクト推進 045-671-4155
ギー政策を紹介します。
課

http://www.city.yokoh
ama.lg.jp/ondan/yscp/

市民により相模川河川敷を清掃します。
相模川クリーン作戦

相模川を愛する会

6月3日

相模川河川敷5地区9会場

相模川を愛する会事務
局（相模原市水みどり 042-769-8242
環境課内

http://isagami.org/n2_activitie
s/clean_map.html

道志川河川美化清掃

中道志川トラスト協会

6月3日

道志川流域

環境保全の一環として、道志川を清掃します。

津久井地域環境課

さがみはら環境まつり

さがみはら環境まつり実行委員会 6月24日

ユニコムプラザさがみはら

市民、事業者、大学、行政が集い、楽しみながら、みんなで「環境」を さがみはら環境まつり
感じて、学び、さらには行動するきっかけにするためのまつりを開催し 実行員会事務局(相模
ます。
原市環境政策課内)

http://www.doushitrust.net/
http://eicsagamihara.jp/festival/

「環境月間」
ポスター掲出

横須賀市

6月1日から6月30日

公共施設、学校、ポスターコ 平成29年度に実施した「環境ポスターコンクール」で、横須賀市長賞
ンクール協賛企業、掲示板 受賞作品をデザインに採用したポスターを作成し、公共施設、学校、
等
ポスターコンクール協賛企業、掲示板等に掲出します。

横須賀市
環境政策部
環境企画課

046-822-8327

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4110/
k-gakusyu/index.html

環境パネル展

横須賀市

6月18日から6月22日

横須賀市役所
1階展示コーナー

横須賀市役所1階展示コーナーにて子ども向けのわかりやすい環境
パネルを展示します。

横須賀市
環境政策部
環境企画課

046-822-8327

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4111/
k-gakusyu/index.html
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34
35

36

37

042-780-1404
042-769-8240

番
号
38

行事名

主催

期日

場所

クリーンよこすか市民のつ
どい

http://cleanyokosuka.ji
mdo.com/

http://cleanyokosuka.ji
mdo.com/

市内各所

日頃の実践活動を一段と強化するとともに、より多くの人々にクリーン
よこすかを周知し、より幅広い市民運動に展開するため、ポイ捨て防
クリーンよこすか市民の
046-822-9396
止街頭キャンペーン、ポスター、横断幕・立看板・懸垂幕の掲示、街頭
会
放送の実施、地区市民の会、町内会・自治会での一斉清掃・キャン
ペーン、その他各種啓発の実施します。

鎌倉市役所 講堂

市民向けに緑のカーテン（ゴーヤ）の栽培講座を行います。家庭等の 鎌倉市環境部環境政策
0467-61-3421（直通）
室内温度上昇を抑制し、空調の使用量を軽減します。
課

http://www.city.kamak
ura.kanagawa.jp/kanky
o/30midorinoka-

6月16日

推進月間活動

クリーンよこすか市民の会

緑のカーテン栽培講座

鎌倉市環境部環境政策課

パネル展示

鎌倉市環境部環境政策課

ライトダウンキャンペーン

鎌倉市環境部環境政策課

平成30年度鎌倉市内小中
学校等による酸性雨調査

鎌倉市環境部環境保全課

6月1から7月13日

鎌倉駅地下道「ギャラリー
50」展示

鎌倉市環境部ごみ減量対策課

6月12日から6月18日 鎌倉駅地下道

43

44

45

6月1日から6月30日

6月7日

6月11日から6月15日 鎌倉市役所 本庁舎ロビー
6月21日､7月7日

52

夏至の日と七夕の日に、市の本庁舎及び４行政センターで、午後8時
鎌倉市役所 本庁舎及び4行
から10時まで消灯を実施。また事業者や職員、市民等にも地球温暖
政センター
化防止と夏期の節電対策のために、ライトダウンへの理解と協力を呼
びかけます。
市内の小中学生等に地球環境の保全への関心を持ってもらうため、
希望する小中学校等
希望する小中学校等にパックテスト（簡易pH測定キット）を配布し、各
校で酸性雨調査を実施します。

鎌倉市環境部環境保全
0467-61-3420（直通）
課

http://www.city.kamak
ura.kanagawa.jp/kanhozen/acidrain.html

ＪＲ鎌倉駅の西口と東口をつなぐ地下道に、ごみの削減や、エコ活動 鎌倉市環境部ごみ減量
0467-61-3396（直通）
についての展示を実施します。
対策課

鎌倉市環境部ごみ減量
0467-61-3396（直通）
対策課

5月27日から6月8日

店頭キャンペーン

鎌倉市環境部ごみ減量対策課

6月18日､19日､26日

東急ストア鎌倉店
コーナン大船店
相鉄ローゼン深沢店

スーパーの店頭で、ごみの減量・分別を呼びかけるキャンペーンを実
鎌倉市環境部ごみ減量
0467-61-3396（直通）
施します。
対策課

美化キャンペーンクリーン
茅ヶ崎

茅ヶ崎市

5月27日
7時～8時30分
*荒天順延日:6月3日

茅ヶ崎海岸全域

快適な環境づくりと美化運動の啓発を目的として、毎年2回、市民の皆 茅ヶ崎市
様や事業者の皆様にご参加いただき、海岸清掃を行っています。
環境部
環境保全課

展示会｢茅ヶ崎の原風景と
今の自然｣

茅ヶ崎自然連合

6月19日から6月24日
｢茅ヶ崎の原風景｣ともいえる昭和30年代の茅ヶ崎の風景、並びに｢
10時～18時
茅ヶ崎自然環境評価調査｣の結果を展示します。
茅ヶ崎市民ギャラリー展示室
*19日は13時から
*24日は17時まで

ずし環境フェスティバル

ずし環境フェスティバル実行委員
会(共催 逗子市)

6月9日､10日

逗子市市民交流センター他

市、市民、事業者が一体となって環境問題に係る展示、ワークショップ
逗子市環境都市課
等を実施し、環境問題に係る意識啓発を図ります。

046-873-1111

逗子市環境展

逗子市

6月4日から10日(5日
は除く)

逗子文化プラザホールギャラ 市環境関連所管による施策紹介や、環境に関する事業者、団体によ
逗子市環境都市課
リー他
る環境に配慮した製品の展示及び市民活動の発表します。

046-873-1111

ずしし環境会議展

逗子市

6月9日､10日

逗子市市民交流センター他

ずしし環境会議（ずししエコリーダーズ会議）による提案や活動報告等
逗子市環境都市課
の展示、ワークショップ等を行います。

046-873-1111

緑の普及啓発事業として、ラベンダーの花穂刈りを通して、花とみどり
への認識を深める。また、身近な植物への関心や自然を大切にする 三浦市都市環境部環境
046-882-1111
緑の愛護精神を育むことを目的として、三浦ラベンダー祭りを開催しま 課
す。
スカベンジ（英：ごみ拾いをする）を頻繁に実施することにより、きれい 三浦市都市環境部環境
046-882-1111
なまちを維持する事業を実施します。
課

笛田１丁目11番34号 笛田リ
サイクルセンター内 鎌倉リ
サイクル推進会議

53

54

鎌倉市環境部環境政策
0467-61-3421（直通）
課

鎌倉市環境部ごみ減量対策課

49

51

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/4112/
k-gakusyu/index.html

鎌倉市役所本庁舎1階ロビーにおいて、環境に関するパネル展示を行 鎌倉市環境部環境政策
0467-61-3421（直通）
います。
課

フードドライブの実施

47

50

046-822-8327

鎌倉市役所本庁舎１階27番 家庭で余っている食材を提供してもらい、地域の福祉団体や施設など
窓口ごみ減量対策課
に寄付を実施します。

46

48

URL

クリーンよこすか委員並びに一般市民を対象に、「クリーンよこすか市
民のつどい」開催します。
横須賀市文化会館大ホール
クリーンよこすか市民の
046-822-9396
〇入場自由・無料 先着1,000名。
(横須賀市深田台50番地)
会
一部 式典（クリーンよこすか運動推進者の表彰ほか）
二部 事例発表会（町内会・自治会による地域でのクリーン活動）

クリーンよこすか市民の会

環境月間にちなみ、クールアースデーに使用できるキャンドルホル
横須賀市
ダー作りや、発電体験を通して、楽しく省エネや節電について学べるイ 環境政策部
ベントを開催します。
環境企画課

電話番号

ショッパーズプラザ横須賀
（ショッピングセンター）

40

42

問合せ先名称

横須賀市
「環境月間」啓発イベントの
（共催：横須賀市地球温暖化対策 6月23日
開催
協議会）

39

41

行事内容

三浦ラベンダー祭り

三浦市

6月23日

県道23号線沿い金原フラ
ワーロード

スカベンジ活動

三戸浜ビーチクリーン

6月2日

神奈川県三浦市三戸浜海岸

茅ヶ崎自然連合
茅ヶ崎市
都市部
景観みどり課

0467-82-1111
茅ヶ崎自然連合
0467-83-0910
景観みどり課
0467-82-1111

http://www.city.chigas
aki.kanagawa.jp/kankyo
/eiseibika/1003588.ht
ml
http://www.city.chigas
aki.kanagawa.jp/bunka_
shogai/gallery/100563
9.html
http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/
http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/
http://www.city.zushi.k
anagawa.jp/syokan/ka
nkyo/
http://www.city.miura.
kanagawa.jp/kankyous
oumu/lavenderfestival.
html
http://www.city.miura.
kanagawa.jp/kankyou/
scabenge_news_results.

番
号
55
56
57

行事名

主催

場所
神奈川県三浦市城ケ島

スカベンジ（英：ごみ拾いをする）を頻繁に実施することにより、きれい 三浦市都市環境部環境
046-882-1111
なまちを維持する事業を実施します。
課

スカベンジ活動

緑の油壷を守る会

6月10日

神奈川県三浦市油壷

スカベンジ（英：ごみ拾いをする）を頻繁に実施することにより、きれい 三浦市都市環境部環境
046-882-1111
なまちを維持する事業を実施します。
課

スカベンジ活動

諸磯の海100年先まで残す会

6月16日

神奈川県三浦市三崎町諸磯

スカベンジ（英：ごみ拾いをする）を頻繁に実施することにより、きれい 三浦市都市環境部環境
046-882-1111
なまちを維持する事業を実施します。
課

緑のカーテン

秦野市環境保全課

4月16日から配布
※なくなり次第終了

市内

地球温暖化・ヒートアイランド対策とし、室内の温度を下げる効果があ
るゴーヤの種を無償で配布します。1世帯20粒程度、100世帯に配布 秦野市環境保全課
し、市内全域での緑のカーテン設置を促進します。

0463-82-9618

エコチャレンジシート

秦野市環境保全課

6月1日から平成31年2
市内
月末日

「Ｈ３０家庭でできるエコチャレンジシート」及び「Ｈ３０キッズエコチャレ
秦野市環境保全課
ンジシート」を配布し、参加者を募ります。

0463-82-9618

ゴミゼロクリーンキャンペ－
秦野市環境資源対策課
ン

6月3日

秦野駅
渋沢駅
鶴巻温泉駅
東海大学前駅周辺ほか

くずはの自然と秦野名水を
秦野市環境保全課
知ろう

6月1日から6月14日
※ｷﾂﾂｷ工作は6月9
日のみ

イオン秦野SC
2Fエレベーター前

ライトダウン
2018

初夏の昆虫観察

市内

環境セミナー

環境省が実施する「ライトダウン２０１８」に賛同し「ライトダウンする夜
は、みんなが地球を想う夜。」をスローガンに期間中のライトダウンを
呼び掛けます。
また、６月２１日（夏至ライトダウン）と７月７日（クールアース・デーライ 秦野市環境保全課
トダウン）は特別実施日とし、午後８時～１０時までの２時間、一斉のラ
イトダウンを呼び掛けます。

0463-82-9618

0463-84-7874

秦野市環境保全課

6月6日

秦野市立図書館視聴覚室

一般市民及び事業所向けとして、水質事故についての講演を行い、
主に事業所向けとして、市内の公害の概況及び指定事業所の公害事 秦野市環境保全課
例とその対応について講演を行うものです。

0463-82-9618

66

環境月間～ecoチョイス わ
厚木市
たしたちにできること～

6月1日から6月15日

6/1号広報あつぎ

67

環境月間～ecoチョイス わ
厚木市
たしたちにできること～

6月1日から6月30日

ホームページ

大和市 環境農政部 生活環境保
6月16日
全課

69
CO2削減/節電ライトダウン 大和市

大和市
大和市教育委員会

6月1日から6月30日

71

草木染め「ヌマハッカで染め (公財）やまとスポーツ・よか・みど
6月23日
よう」
り財団

72

えびな環境フェスティバル
環境展

海老名市

厚木市環境農政部環境
046-225-2749
政策課

広報紙において、環境月間の周知・啓発を行います。

厚木市環境農政部環境
046-225-2749
政策課

ホームページにおいて、環境月間の周知・啓発を行います。

厚木市環境農政部環境
046-225-2749
政策課

大和市環境農政部
環境総務課
地球温暖化対策担当

046-260-5493

大和市環境農政部
環境総務課
地球温暖化対策担当

046-260-5493

大和市自然観察センター・し 生態系の悪影響を及ぼす外来種を駆除して、草木染めを行います。
らかしのいえ
素材はハンカチかエコバックを選べます。

大和市自然観察セン
ター・しらかしのいえ

046-264-6633

海老名市環境課

046-235-4912

市内公立小中学校

6月5日から6月16日ま 海老名市役所 エントランス 環境配慮型機器を取扱う事業者、環境活動を行っている団体による
で
ホール
展示を行います。

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp
http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp
http://www.city.atsugi.
kanagawa.jp/index.html

http://www.city.atsugi.
kanagawa.jp/index.html

大和市 環境農政部
生活環境保全課 美化 046-260-5498
推進担当

環境省が実施する「ライトダウン2018」に基づき、期間中のライトダウ
ンを呼びかけます。また、6月21日(夏至ライトダウン)は特別実施日と
し、午後8時から午後10時までの2時間、一斉のライトダウンを呼びか
けます。
児童・生徒を対象に電気自動車を利用した体験学習支援(出前授業)
を行います。

6月21日から6月30日 市内全域

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

0463-82-9618

のぼり旗を設置し、「環境月間」の周知を行います。

・市内団体の清掃活動報告（発表等）
コミュニティセンター上草柳会
・神奈川県の不法投棄の現状報告（神奈川県職員による講演会）
館
・参加者による会場周辺の清掃活動

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

くずはの家えのきの会昆虫分科会が講師となって、くずはの広場のカ
秦野市くずはの家
ブトムシのさなぎの観察を行います。

市役所本庁舎正面玄関前

電気自動車体験学習

葛葉緑地に関するパネル展示や、地下水保全紙芝居の上映などを行
秦野市環境保全課
います。工作コーナーでは「こつこつキツツキ」を作ります。

6月23日午前9時半か
秦野市くずはの家
ら11時半

6月1日から6月30日

http://www.city.miura.
kanagawa.jp/kankyou/
scabenge_news_results.
http://www.city.miura.
kanagawa.jp/kankyou/
scabenge_news_results.
http://www.city.miura.
kanagawa.jp/kankyou/
scabenge_news_results.
http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

秦野市環境資源対策課 0463-82-4401

秦野市くずはの家

環境月間～ecoチョイス わ
厚木市
たしたちにできること～

70

◇子ども会ごみゼロクリーンキャンペーン
と き 子ども会によって異なります。
ところ 各地区子ども会の区域

URL

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp

6月21日から7月7日

65

全国ごみ不法投棄監視
ウィーク（合同行動日）

◇駅前早朝ごみゼロクリーンキャンペーン
と き ６月３日（日）午前６時半～７時半
ところ 秦野、渋沢、鶴巻温泉、東海大学前の各駅前

秦野市環境保全課

64

68

電話番号

6月3日

62

63

問合せ先名称

三浦まちづくりの会

60

61

行事内容

スカベンジ活動

58

59

期日

http://www.city.yamat
o.lg.jp/web/ksoumu/lightdown10.ht
ml
http://www.city.yamat
o.lg.jp/web/ksoumu/ev.html
http://www.yamatozaidan.or.jp/archives/7
8150

番
号
73
74

行事名

主催

期日

場所

えびな環境フェスティバル
環境講演会

海老名市

6月16日

えびな市民活動センター
ビナレッジ

環境パネル展

座間市環境経済部環境政策課

6月22日13:00から6月
ハーモニーホール座間
27日13:00まで

行事内容
環境に関する分野に長けた著名人による講演会を行います。

夜間、投棄防止を目的としたパトロールを実施を行います。

環境保全課
計画推進担当

0467-70-5620

環境保全課
計画推進担当

0467-70-5620

環境保全課
計画推進担当

0467-70-5620

6月4日～6月5日

綾瀬市内

76

投棄防止のぼり旗の掲出
及びパネル・写真の展示

6月15日～7月13日

綾瀬市役所及び綾瀬市内商 投棄防止のぼり旗の掲出及びパネル・写真の展示を行います。
業施設

77

ごみの投棄防止キャンペー
綾瀬市
ン行動

6月30日

綾瀬タウンヒルズ

相模川美化キャンペーン

寒川町

6月3日

79
不法投棄パトロール

相模川河川敷

啓発物品の配布を行います。

URL

046-235-4912

座間市環境経済部
046-252-7675
環境政策課環境政策係

まち美化夜間合同パトロー
綾瀬市
ル

78

海老名市環境課

電話番号

市の環境配慮施策のＰＲ及び展示を行います。

75

綾瀬市

問合せ先名称

関東地方では毎年5月30日（ごみゼロの日）に近い日曜日を環境美化
運動の日と定め統一美化キャンペーンを展開している。寒川町でも町 寒川町環境経済部環境
0467-74-1111
民の美化意識の向上やごみのないまちづくりを推進するため、河川敷 課環境保全担当
の一斉清掃を実施します。

町内事業者と連携して、不法投棄が常習的に見られる箇所を重点的
にパトロールして、現状の把握と取り締まり実施します（4月を除く毎月
相模川河川敷、青少年広場
寒川町環境経済部環境
0467-74-1111
に実施。）。
西側の森
課資源廃棄物担当

作成中

http://www.town.samu
kawa.kanagawa.jp/sosh
iki/kankyokeizai/kanky
o/kankyohozen/event
/1398151183119.html
http://www.town.samu
kawa.kanagawa.jp/sosh
iki/kankyokeizai/kanky
o/shigenhaikibutsu/inf
o/gomi/147943448407
9.html
http://www.town.samu
kawa.kanagawa.jp/even
t/1369903820572.html

寒川町

6月13日

さむかわまちぐるみ美化運
寒川町
動（第1回）

6月24日

寒川町内全域
（自治会・事業者単位で実
施）

町民の美化意識の向上や、地域の環境美化を推進するため、町内全 寒川町環境経済部環境
0467-74-1111
域の一斉清掃を実施（年2回、第2回は11月に実施。）します。
課環境保全担当

環境展

中井町

6月1日から6月15日

中井町農村環境改善セン
ター

環境に関するパネル展示やエコグッズ等の展示を行います。

82

環境展

中井町

6月15日から6月30日 中井町立井ノ口公民館

83

酒匂川統一美化クリーン
キャンペーン

山北町

6月3日

酒匂川河川流域

84

箱根ノーマイカー通勤
ウィーク

箱根町

6月5日から6月11日

箱根町内

町内事業所への通勤者が参加する地球温暖化対策として、実施期間 箱根町環境整備部環境
0460-85-9565
中1日以上のノーマイカー通勤を実施します。
課

http://www.town.hako
ne.kanagawa.jp

町内一斉清掃

真鶴町

6月23日

真鶴町内全域

きれいな「まちづくり」と快適な夏を迎えるため、家の周囲などの植栽
の伐採・除草等の清掃を行います。

真鶴町町民生活課

0465-68-1131

http://www.town.mana
zuru.kanagawa.jp/

クールビズ

真鶴町

5月1日から
10月31日

真鶴町役場庁舎及び
町関係施設

職員の上着及びネクタイ着用不用等を行い、さらなる節電に取り組み
真鶴町町民生活課
ます。

0465-68-1131

http://www.town.mana
zuru.kanagawa.jp/

小型家電回収

真鶴町

4月1日から

真鶴町役場
真鶴地域情報センター

小型家電のボックス回収を設置します。

0465-68-1131

http://www.town.mana
zuru.kanagawa.jp/

80

81

85
86
87

環境に関するパネル展示やエコグッズ等の展示を行います。
河川敷の清掃を行います。

中井町環境上下水道課 0465-81-3903
中井町環境上下水道課 0465-81-3903
山北町環境課

真鶴町町民生活課

0465-75-3656

