
 

地球温暖化防止活動を推進する民間の活動団体個票（高知県） 

                                          ＮＯ．１ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

１ 高知友の会 １．全国友の会で作った鍋帽子を、幡多地方などに紹介し、愛用者を増や  

  している。 

２．冷蔵庫を弱で動かす事や座布団干しておき。夜に湯たんぽ代わりに使 

  う等の工夫を凝らした温暖化防止の取り組みを行っている。 

３．毎日、同じ時間に電力の使用量をメータを見てチェック、記録し昨年  

  同月と比べて何％削減できたか記録した。また、取り組んだ内容や工 

  夫をまとめ発表した。 

所在地 高知市 

代表者名 安部 順子 

構成員数 ７０人 

うち推進員数 １人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

２ 気候ネットワーク・高知 １．家庭で排出されるＣＯ２チェックができる環境家計簿の普及 

２．パネル展示や学習会、紙芝居を使っての出前授業の実施 

＊2013年 11月より代表者が海外赴任の為活動休止中 

所在地 香南市 

代表者名 松本 和子 

構成員数 ２人 

うち推進員数 ２人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

３ 『地球村』高知 １．講演会の主催・マイハシ作り・映画会の主催 

２．高知県の委託事業で、小学校の運動会開催時に子供たちを紫外線から  

  守るためのテント張運動を４年間実施し、高知市内の小学校は 100％の 

  実施となった。 

３．高知県センターと協働しコンソーシアム事業への参加 

所在地 高知市 

代表者名 上野 伊佐子 

構成員数 約４２０人 

うち推進員数 ６人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

４ 特定非営利活動法人ゆうきリサイクル高知 １．学習会、シンポジウム、講演会の開催 

２．有機性廃棄物を循環させる普及啓発 

３．畑で野菜を作ったり、有機性廃棄物リサイクルに関わる受託事業 

所在地 高知市 

代表者名 安岡 富士子 

構成員数 約１０人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

                      



ＮＯ．２ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

５ 公益財団法人 高知県のいち動物公園協会 絶滅の危惧に瀕している希少動物の繁殖に努め、飼育動物の調査研究によ

って得られたデータを野生生物の保護に役立てている。また、園で使う水

を処理して、獣舎の清掃や植物への散水といった方法で再利用したり、飼

育動物たちの糞尿を発酵処理装置によって有機肥料にしたり、ソーラーバ

イオシェルという発電システムで園内の 6％の電気をまかなったりといっ

た取り組みも行っている。その他、動物の生態や自然の大切さを伝える、

子供たちへの教育の場としても利用されている。 

所在地 香南市 

代表者名 秋元 厚志 

構成員数 ４４人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

６ 中村こども劇場 １．子ども達の豊かな心を育むために、自主活動を行っている。 

２．環境学習の一環として、「自分の食べ物は自分でつくろう！」をコンセ 

  プトに１年に１０回子供たちと楽しく、エコクッキング教室を実施し 

  ている。この活動は１０年計画で実施しており、平成２６年度が１０ 

  年目にあたり、来年度で終了予定。以後の活動は計画中ですが、エコ  

  クッキング実施の要望が多ければ再開も検討します。 

所在地 四万十市 

代表者名  

構成員数  

うち推進員数  

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

７ 高知大学エネルギー・環境教育研究会 子ども達の環境意識を育てることを狙いとしており、「でんきをせつやくし

よう」という幼児向けの指導案を開発したり、「エネルギーと地球環境 子

どもサミット」の開催などを行っている。 

所在地 高知市 

代表者名 岡谷 英明 

構成員数 １４人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

８ 高知工科大学 地域の学校への出前教室や物部川流域を中心とした環境保全活動を行って

います。 所在地 香美市 

代表者名 学長 佐久間 健人 

構成員数 ― 

うち推進員数 ― 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

（高知県） 

 

 



ＮＯ．３ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

9 くらしを見つめる会 １．エコシティ研究 

 ①環境首都コンテスト事業 

   2001～2010年、全国ネットワークへの参加。基礎自治体の様々な部  

   門での環境対策を調査し、環境首都を認定。先進的な取り組み情報 

   を共有する形で対策を支援。    

②環境首都創造全国ネットワークへの参加 

  自治体の首長や担当者との環境政策の研究。環境 NGO間におけるエコ   

  シティ研究。 

２． グリーンコンシューマー活動 

 ①消費者が環境を意識した行動を進めるための調査・啓発活動 

  ・スーパー、生協などの店舗調査 

  ・ホテル・旅館などの環境への取り組み調査 

 ②学校や地域等における持続可能な教育（ESD）の実施 

３． くらし方提案活動 

 ①居心地のいい省エネ生活の提案 

 ②住宅やまちの温熱環境調査を基にした居心地の良い環境やくらし方を

提案。 

所在地 高知市 

代表者名 内田 洋子 

構成員数 ８人 

うち推進員数 １人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

10 くらしを見直す会 食・有機農業の普及と確立の活動。地域に残された自然環境の保全などへ

の支援といった地域に根付いた活動を行う。 所在地 四万十市 

代表者名 川村 祐子 

構成員数 ３人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

11 高知ケナフ普及会 １．和紙作りを通じての環境教育 

２．和紙壁紙やボード等の開発・販売支援 

３．環境・温暖化防止についての出前授業 

所在地 香美市 

代表者名 宮地 亀好 

構成員数 １０人 

うち推進員数 １人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

12 特定非営利活動法人 黒潮実感センター 持続可能な里海づくりの活動 

１．自然を実感する取組（海洋生物の調査研究、里海セミナーや環境教育、   

  体験実感学習、エコツアーの開催） 

２．自然を活かした暮らしづくりのお手伝い（海の中の森づくり、里海市） 

３．自然と暮らしを守る取り組み（海洋環境のモニタリング、人と自然が  

  調和するためのルール作り） 

所在地 幡多郡 

代表者名 立川 涼 

構成員数 １７人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

（高知県） 



                                          ＮＯ．４ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

13 特定非営利活動法人 高知 NPO 環境、文化、福祉、医療、まちづくりで活動を行い、誰もが住みよい高知

県にする活動 所在地 高知市 

代表者名 吉村 文次 

構成員数 ６２人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

14 特定非営利活動法人 土佐の森・救援隊 １．森林ボランティア団体へ、専門的な林業技術指導 

２．財政的支援、森林ボランティア活動ノウハウの伝承などを高知県全域 

  で行う 

３．木質バイオマスの利用推進 

所在地 高岡郡 

代表者名 中嶋 健造 

構成員数 ８８人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

15 特定非営利活動法人 環境の杜こうち １．高知県地球温暖化防止活動推進センターの運営 

２．環境活動支援センターえこらぼの運営 

３．高知県地球温暖化防止県民会議 県民部会の運営 

所在地 高知市 

代表者名 兼松 方彦 

構成員数 ９０人 

うち推進員数 １８人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（高知県センターの母体） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

16 独立行政法人 森林総合研究所 四国支所 １．森林、林業にかかわる研究 

２．研究成果の普及のための公開講演会、シンポジウム、一般公開 

３．出前授業の開催 

所在地 高知市 

代表者名 四国支所長 外崎 真理雄 

構成員数 ２４人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

（高知県） 

 

 



                                        ＮＯ．５ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

17 農と生きもの研究所 １．田んぼの生きものの調査・講習会を企画実施。 

２．有機農業（広く生物の多様性に強く配慮した）の技術を伝え、実践（商  

業的生産活動含め）活動を行う。 

 

所在地 高岡郡 

代表者名 谷川 徹 

構成員数 ２０人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

18 高知大学環境サークル ESWIQ １．「服もってけおいてけ市」 

不要になった衣類の無料交換会の実施。大学内で実施するほか、高知県

地球温暖化防止活動推進センターや県内の環境活動団体が主催するイ

ベントにも参加する。引き取り手のない衣類は端切れにして、アクセサ

リーやバッグにリメイクするなどして、資源を無駄にしないよう呼びか

けている。  

２．大学内での省エネ普及啓発活動 

大学からの依頼で、夏休み期間の空き教室の照明の管理や、サークル棟

の冷房の適温チェックと指導を行っている。  

所在地 高知市 

代表者名 森田あずさ 

構成員数 ７人 

うち推進員数 ０人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

19 西土佐エコネットワーク １．西土佐で生ゴミリサイクルについての講演を実施し、「4つの生ゴミ処 

  理法」を紹介 

  ①土に埋める ②土の上に容器を置いて入れていく 

  ③密閉容器＋ＥＭぼかしに容器を置いて入れていく 

  ④段ボール内で発酵 

２．米のとぎ汁発酵液の作成・販売 

  米のとぎ汁を原料とした生ゴミの発酵促進液を作り、直売所で販売し  

  ている（500ml 100円）生ゴミ処理以外にも、洗濯のつけおき、車の  

  掃除、雑巾がけの水、トイレの消臭等に利用できる。 

所在地 四万十市 

代表者名 滝石 典子 

構成員数 ９人 

うち推進員数 １人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

20 ごみのない物部川をつくる連絡会 １．他の団体との共催、小学校への出前授業 

２．物部川の水質検査、みずとみどりの会への報告 

３．物部川での学習 

４．年４回ごみの収集、拾ったごみの分別等 

 

 

所在地 南国市 

代表者名 連絡係り：横田日出子 

構成員数 １１団体 

うち推進員数  

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

（高知県） 

 

 



                                       ＮＯ．６ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

21 高知小水力利用推進協議会 １．地産地消のエネルギーの推進 

２．再生可能エネルギーの推進 

３．再生可能エネルギーの学習 

４．再生可能エネルギーの出前授業 

所在地 香美市 

代表者名 高知工科大学内・地域連携課 

会長 楠木 

構成員数 ７７人 

うち推進員数  

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

22 南国市の海を守る会 １．多面的な活動 

  文化の継承・海、海岸の美化活動 

  海岸線の連携・海がめを守る活動 

所在地 南国市 

代表者名 会長  細川 眞 

構成員数 ２５０人 

うち推進員数  

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

23 高知市立浦戸小学校 県主催の学校省エネコンテストに２０１２年、２０１３年と連続参加し２

０１３年ではＣＯ２削減率 25.21％で最優秀賞を獲得した。 

■２０１３年度の主な取り組み 

1.冷房は極力使用せず窓を開け、風通しを良くし、各教室扇風機２台で

対応した。 

2.グリーンカーテンの設置 

3.空の教室・廊下・トイレの消灯徹底 

4.国や県、四国電力の情報を児童に伝え、夏の電力不足についての理解

と 省エネ意識の高揚を図った。 

5.花壇や水やりや掃除の時のホースを止め、ジョウロやバケツに変更し

少 しでも節水を図る。 

6.１２年連続で海岸一斉清掃に学校ぐるみで参加地域の美化と児童の環

境意識育成を図った。 

所在地 高知市 

代表者名 学校長 佐久間 信行 

構成員数 ― 

うち推進員数 ― 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（ 学校ＣＯ２ＣＯ２削減活動）          

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

24 高知県立高知江の口養護学校 県主催の学校省エネコンテストに積極的に参加しＣＯ２削減に継続的に取

り組んでいる。 

■２０１３年の主な取り組み 

1.警報装置を活用し電力使用量をこまめに監視し、使用量増大時のチェッ 

クを徹底した。 

2.使用していない教室やトイレの電源オフ活動を積極的に展開した。 

3.生徒会活動を通じて省エネ活動への取り組みを推進した。 

所在地 高知市 

代表者名 学校長 高岸 憲二 

構成員数 ― 

うち推進員数 ― 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（学校ＣＯ２ＣＯ２削減活動） 

（高知県） 



                                   ＮＯ．７ 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

25 高知県立四万十高等学校 県主催の学校省エネコンテストに積極的に参加しＣＯ２削減に継続的に取

り組んでいる。 

■２０１３年度の主な取り組み 

1.グリーンカーテン設置を自然環境コース３年生の卒業研究として取り上

げ、グリーンカーテン設置による電気使用量抑制を図るとともに、ＣＯ

２削減量を算出し発表した。 

2.職員室消灯の励行 

3.空調設定温度を規定温度に厳守 

4.大教室の空調設備を常時監視し、一斉運転の防止を徹底した。 

所在地 高岡郡 

代表者名 学校長 豊嶋 寿昭 

構成員数 ― 

うち推進員数 ― 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（学校ＣＯ２ＣＯ２削減活動） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

26   

所在地  

代表者名  

構成員数           人 

うち推進員数           人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

27   

所在地  

代表者名  

構成員数         人 

うち推進員数         人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

NO 活動団体の名称 主な活動事例 

28   

所在地  

代表者名  

構成員数           人 

うち推進員数           人 

地域センターとの連携の有無 

１．イベント等への支援、情報提供等 

２．イベント等協働事業の実施 

３．その他（            ） 

（高知県） 


