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令和３年度事業実績
（案）

議題１



地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和3年度実績

令和3年度の主な取組

＜主催事業＞
◆「福島議定書」事業

＜県事業への協力＞
◆みんなでエコチャレンジ
◆事業者向け省エネ対策推進事業
◆未来を創る子どもたちの省エネ意識向上事業
◆地球にやさしいふくしまライフスタイル普及啓発事業
◆ライトダウンキャンペーン・クールアースデー
◆食品ロス削減推進事業
◆再生可能エネルギー普及啓発事業
◆省エネルギー住宅改修補助事業

地方会議の活動

◆普及啓発活動
◆環境保全活動への参加

◆環境イベント開催
NEW

◆地球温暖化対策ポータルサイト構築
◆福島県環境アプリ

NEW
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和３年度実績

「福島議定書」事業
概要

事業所・学校等が、自ら二酸化炭素排出量削減等の削減目標を定め、知事と議定書を
取り交わし、自主的に省エネ・省資源に取り組む事業。排出量の削減状況や工夫を凝ら
した活動等の実績を踏まえ、優秀な取組について表彰。

参加事業所として県が
広報します！
（イベント・広報）

優良な取組事業所を
表彰します！
（毎年２月）

「福島議定書」事業参加のメリット

エコドライブ・省エネ
のアドバイザー無料派
遣が利用できます！

省エネ設備の設置等を
補助する県の制度に
応募できます！

 

福島議定書 
 

 

 わたしたちは、ふるさとの環境を守り 

未来につなぐため、自ら目標を定め、 

地球温暖化対策の取組を実践します。 

 

 

令和 年 月 日 

 事業所名 

 代表者の役職 代表者の氏名  

 

 

 

 

 

（従来編） 

印 

２.適応分野

３.重点分野

優秀事業者の取組のポスター展示
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和3年度実績

令和３年度は、１，８１４事業所の皆様に参加いただき、優秀な取組を行った１９事業所
を表彰しました。
その結果、学校版の参加校（３５４校）と合わせて、約２，４００世帯が１年間に排出す

る量に相当する約９，５００ｔの二酸化炭素を削減することができました。

令和３年度の表彰式は、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により中止とな
りましたが、学校版最優秀賞受賞小学校
２校（会津若松市立小金井小学校、只見
町立朝日小学校）にオンラインで取組事
例を発表していただきました。

「福島議定書」事業
令和3年度実績
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「みんなでエコチャレンジ」

地球にやさしい“ふくしま”県民会議

概要

手軽に出来る「福島エコ道」の実践や電気使用量の確認等を通して、家庭での省エ
ネ・省資源に取り組む事業。

令和３年度実績

令和３年度は、４，５２５世帯に参加していただき、約１，６５５ｔの二酸化炭素
を削減することができました。
これは、約４１７世帯の１年間の二酸化炭素排出量に相当し、森林の木約１９万本

の二酸化炭素吸収量に相当します。

令和３年度「ふくしまエコ道」 令和３年度エコ川柳入選作品

令和3年度実績
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事業者向け省エネ対策推進事業

地球にやさしい“ふくしま”県民会議

概要

地域ぐるみで省エネを推進するため、県内の中小企業を対象に省エネ設備の導入・改
修に係る費用の一部を助成。

要件等

◆補助対象設備
高効率照明（ＬＥＤ照明）、高効率空調、
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、
BEMS（ビル・エネルギーマネジメントシステム）

◆補助率
１／３以内

◆補助額
上限額： 80万 （BEMS併設は100万円）
※補助率・補助額は一定の要件での優遇制度あり

◆要件
・「福島議定書」事業への参加（２年間）
・「みんなでエコチャレンジ」事業への協力（２年間）
・省エネアドバイザーの診断の受診 など

令和３年度実績

◆補助件数：４５件

約２９６トンの
二酸化炭素を削減

（約７５世帯の１年分の
排出量相当）

令和３年度実績

6



地球にやさしい“ふくしま”県民会議

未来を創る子どもたちの省エネ意識向上事業
概要

環境への負荷を低減するライフスタイルへの転換を促進するため、子どもたちに環境
保全に関する意識啓発活動を行うとともに、児童・生徒を通して、家庭や地域における
省資源・省エネルギーの意識醸成を図る。

令和３年度実績

◆対象：幼稚園、保育園、子ども園向け
◆内容：環境啓発を目的とした紙芝居の読

み聞かせ、エコについての思いを
記入した短冊の飾り付け

エコ七夕事業

◆対象：中学生～高校生向け
◆内容：専門家等の派遣、地球温暖化によ

る環境変化等についての講演

環境活動
スタート事業

令和３年度実績
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議

未来を創る子どもたちの省エネ意識向上事業

◆対象：小学生～高校生向け
◆内容：地球にやさしい生活をテーマにし

た絵はがきの募集、優秀な作品の
表彰

◆展示：県立博物館等（７会場）

ふくしまエコライフ絵はがきコンテスト事業

令和３年度実績

最優秀賞（県知事）受賞作品の例 県教育長賞受賞作品の例 受賞作品を掲載したカレンダーを作成

令和３年度実績
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議

地球にやさしいふくしまライフスタイル普及啓発事業

概要

廃棄物の減量化や再利用・再資源化、省エネルギー、省資源など、地球にやさしい
ライフスタイルの普及を促進する

令和３年度実績

◆内容：
容器包装の代表例であ
るレジ袋削減を推進す
るため、「マイバッグ
推進デー協力店」の拡
大を図るとともに、街
頭啓発等を実施

マイバッグ促進普及事業

令和３年度実績

マイボトル・マイカップ
推進事業

◆内容：
マイボトル・マイカッ
プの取組を推進し、プ
ラスチックごみ削減の
キャンペーンを展開
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議

ライトダウンキャンペーン・クールアースデー

令和３年度実績

【県庁】消灯前

令和３年度実績

概要

６月２１日（月）【夏至】から７月７日（水）【クールアース・デー】まで、県庁内
の執務室や廊下・ホール等で可能な範囲での時間外消灯を実施。最終日である７月７日
（水）【クールアース・デー】に県庁一斉消灯を実施。

【県庁】一斉消灯

20時から20時30分までの３０分間の消灯で約４００kgの二酸化炭素を削減しました。
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和３年度実績

11

ふくしまゼロカーボンＤＡＹ！ NEW

＜日時＞ 令和３年１１月２７日（土曜日）
１０時００分～１６時００分

＜会場＞ ビッグパレットふくしま（郡山市）
＜主催＞ 地球にやさしい“ふくしま”県民会議、福島県
＜共催＞ 環境省

●ステージイベント
（基調講演、おひろめセレモニー、トークセッション など）

●体験型アトラクション
（水素カート試乗会、電動自動車モデルカー実験 など）

●展示・体験ブース
（６０団体・企業・学校が特色あるブースを出展）

●サステナブルキッチン
（県産食材を使用したキッチンカーを出展）

県民の皆さんが「未来のために 今やろう」のスローガンを実感しながら、地球温暖化
対策を身近に感じて、具体的な取組を実践するきっかけとしていただくため、地球温暖化
対策の啓発イベント「ふくしまゼロカーボンＤＡＹ！」を開催しました。
当日は約２，４００名の方にお越しいただきました。

2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、県民総ぐるみの地球温暖化対策を一層盛り上げていくた
め、令和３年６月に決定した宣言、ロゴマーク、スローガンを改めてお披露目しました！

ステージイベント

「地球にやさしい“ふくしま”宣言」おひろめセレモニー
地球にやさしい“ふくしま”県民会議 渡邊 明 代表

／タレント 井上 咲楽 さん／内堀県知事



地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和３年度実績
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本県の温暖化対策に関する取組や補助制度、優良事例などをまとめた統一的なポータ
ルサイトを構築【令和４年１月から公開】

福島県地球温暖化対策ポータル NEW

【従来】

環境共生課 エネルギー課

森林整備課 経営金融課 etc

ZEH 循環型社会 補助金 森林吸収

一般廃棄物課建築指導課

福島県地球温暖化対策ポータルサイト

各部局ＨＰ

ZEH 循環型社会 補助金 森林吸収

【新規】

一元化

福島県地球温暖化ポータル トップページ



地球にやさしい“ふくしま”県民会議 令和３年度実績

ごみ減量化、省エネルギー対策に向けた取組として、スマートフォン用のアプリを開
発し、令和３年４月から本格運用を開始。【令和３年度末 6,685ダウンロード】

福島県環境アプリ NEW
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地球にやさしい“ふくしま”県民会議

食品ロス削減推進事業
概要

まだ食べられるのに捨てられている食品＝食品ロスを減らすため、
「もったいない！食べ残しゼロ推進運動」を実施し、普及啓発活動を展開。

令和３年度実績

◆対象 県内の飲食店、食料品小売店など
◆主な認定要件（２つ以上実践）
●飲食店・宿泊施設の場合
・食べ残しゼロの呼び掛けの実践
・食材の仕入れ、使い切りの工夫
・持ち帰り希望者への対応 など

●食料品小売店等の場合
・消費期限等が近い商品の値引き販売
・ばら売り、量り売り等による販売
・閉店間際等の値引き販売 など

食べ残しゼロ協力店・
事業所登録事業

◆内容
県主催のドギー
バッグデザイン
コンテストで、
最優秀賞を受賞
したデザインの
持ち帰り容器を
協力店に配布

令和３年度実績

食べ残しゼロ協力店・
事業所取組支援事業

令和３年度最優秀賞受賞作品
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住宅用太陽光設備等設置補助事業

地球にやさしい“ふくしま”県民会議

概要

一般家庭における再生可能エネルギー設備の導入を支援するため、太陽光パネル、
蓄電池の設置等にかかる初期投資費用を軽減する

要件等

◆補助対象設備
①太陽光発電
②蓄電池／電気自動車充給電設備（V2H）
※それぞれに要件あり

◆補助額
①太陽光発電
最大16万円 ※4万円／kW（4kW分まで）

②蓄電池／V2H
次のうちどちらかを選択
蓄電池：最大20万円 ※4万円／kWh（5kWh分まで）
V2H ：定額（上限10万円）

令和３年度実績

◆補助件数
①太陽光発電：2,292件
②蓄電池 ： 380件
V2H ： 3件

令和３年度実績
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省エネルギー住宅改修補助事業

地球にやさしい“ふくしま”県民会議

概要

住宅の省エネルギー化を促進するため、既存戸建住宅の断熱改修に対して補助金を
交付。

補助額

◆補助対象
県内既存戸建住宅の断熱改修に係る経費

◆補助額（工事費の1/2以内）
①補助率1/2
上限120万円（寒冷地は150万円）

②補助率1/3
上限 80万円（寒冷地は100万円）

※補助率は改修内容により変わる

令和３年度実績

◆補助件数：９５件

令和３年度実績
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