
日程 内　　容 日程 内　　容

6月17日 ラジオモンスター「やまがたエコシティ」 7月22日 ラジオモンスター「やまがたエコシティ」

6月
山形市地球温暖化防止活動協賛事業所約160社
へ参加協力依頼

5月～9月
エコサマーアクション
庁舎内の節電・軽装・マイボトル持参

6月
コミュニティセンターをはじめとした市有施設のライ
トダウンを呼びかけ

6月15日 市の広報誌及び市ホームページ掲載

7月7日
本庁舎アナウンスにより、職員に対し定時退庁と家
庭でのライトダウンの参加呼びかけを実施

4月～ COOL CHOICEラッピングバスの運行

10月5日
まるごと山形まつりだ！ワッショイ！へ出展
・COOL　CHOICEの賛同呼び掛け
※イベント開催未定

5月1日～9月30日 クールビズの実施

5月～9月 ゴーヤの種の配布、緑のカーテンの普及

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」のポスターの掲示（市役所庁
舎・各コミセン）

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」について市ホームページに掲
載

7月1日 「夏の省エネ県民運動」について市広報紙に掲載

市HP上で「令和も笑顔で！県民省エネ運動」へのリン
クの掲載

毎週水曜日 全庁でノー残業デーの実施

5月1日～10月18日 全庁でクールビズの実施

6月～ 市庁舎に「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

6月1日
「環境月間」「環境の日」の広報啓発として省エネ・節
電の呼びかけ

6月～ 市各施設への緑のカーテンの設置

6月上旬～
「夏の省エネ県民運動」の啓発ポスターを各総合支所
や総合文化センター等の施設に掲示

6月上旬～
酒田市ホームページ上で「夏の省エネ県民運動」への
リンクの掲載

http://www.city.sa
kata.lg.jp/jyutaku/
kankyou/ondankat
aisaku/index.html

毎週水曜日及び
給与支給日

ノー残業デーの実施

5月18日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（市役所庁舎
等）

毎週水曜日 「省エネルギーの日」とし、定時退庁を推奨

5月1日～9月30日 クールビズの実施

6月中旬 庁舎等におけるポスターの掲示

5月１日～10月31日 庁舎内でのクールビズの実施

6月 グリーンカーテンモデルの設置（市庁舎等）

6月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（公民館等）

毎週水曜日 庁舎内でのノー残業デーの実施

5月1日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 市各施設にグリーンカーテン設置

6月～9月 市庁舎、各地域市民センター等へのポスターの掲示

村山市

新庄市

寒河江市

上山市 7月10日

・市庁舎・上山城において、ライトダウンを実施。市
報7月号に掲載し、ＰＲを実施
・ノー残業デー（毎週金曜日）にもあたるため、午後
6時以降、庁舎内の一斉消灯に協力

7月8日
職員に対し、庁内アナウンスでライトダウンウィーク
を周知するとともに、定時退庁と不要な照明の消灯
の呼びかけを実施

http://www.city.yo
nezawa.yamagata.j
p/3366.html

鶴岡市

https://www.city.t
suruoka.lg.jp/seibi/
kankyo/midori-
chan/kankyomidori
osirase.html

酒田市 6月中旬～

・酒田市ホームページ上で「ライトダウンウイーク」
の周知
・7/1号市広報や6/16放送の酒田ＦＭ 「ハーバーＲ
ＡＤＩＯ」環境＠の番組の中で紹介　など

米沢市

http://www.city.sa
kata.lg.jp/

令和２年度「夏の省エネ県民運動」　県内市町村等の取組状況

市町村等

ライトダウンウィーク期間中における取組み

※「ライトダウンウィーク(7/6～7/12)」
　（事業所での一斉消灯を呼びかける。）

関連する取組み
（庁舎等における省エネ活動、普及啓発活動　等） 関連ホーム

ページURL

山形市

http://www.city.ya
magata-
yamagata.lg.jp/kak
uka/kankyo/kanky
o/sogo/
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日程 内　　容 日程 内　　容

市町村等

ライトダウンウィーク期間中における取組み

※「ライトダウンウィーク(7/6～7/12)」
　（事業所での一斉消灯を呼びかける。）

関連する取組み
（庁舎等における省エネ活動、普及啓発活動　等） 関連ホーム

ページURL

5月7日～9月30日 庁舎内でのクールビズの実施

毎週水曜日 庁舎内でのノー残業デーの実施

毎月第2、第4水曜日 庁舎内でのノーマイカーデーの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの庁内掲示

毎週月曜日
及び金曜日

ノー残業デーの実施

7月1日
省エネ・節電の呼びかけを実施
・市報（7月1日号）に夏の省エネについての特集記事
を掲載

5月1日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（市役所庁舎・
各公共施設）

7月10日
庁舎の一斉退庁日を、7月10日（第2金曜日）に実
施予定

7月中

「家庭版ISO事業」
市内の未就学児を対象に、7月中にエコな目標を立

てて毎日実施してもらう「なつのエコせいかつ」を実施
予定。提出後、「家庭のアクション」にも応募予定

7月15日
「市報に節電関係記事の掲載」

7月15日号の市報にて、節電に関するエコライフ記
事を掲載予定

毎月第2、第4金曜日 庁舎内で節電対策として一斉退庁日を実施

5月1日～9月30日 クールビズの実施。

5月1日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（役場庁舎）

5月1日～10月9日 役場庁舎内でのクールビズの実施

6月1日 6月1日号の市報にて節電を促す記事を掲載

6月～9月 庁舎等でのポスター掲示

6月～
「家庭・自動車のアクション」を市内学校に配布及び集
約予定

6月～
「令和も笑顔で！省エネ県民運動」紹介ページを市Ｈ
Ｐに開設

7月1日 町報「広報やまのべ　お知らせ版」に掲載

7月8日 7月中 役場庁舎、各公民館でのポスターの掲示

5月1日～10月9日 役場庁舎内でのクールビスの実施

5月1日～9月30日 役場庁舎内でのクールビスの実施

5月～9月 役場庁舎等でのポスターの掲示

6月～9月 グリーンカーテンの実施

5月15日 町報「お知らせ版」に掲載

5月11日～9月30日 庁舎内でのクールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

6月～9月 「家庭のアクション」参加啓発

4月1日～3月31日 エコオフィスの実施

5月11日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（役場庁舎）

毎週水曜日 ノー残業デーの実施

毎週水曜日のノー残業デイに合わせ、午後6時に
庁舎内一斉消灯を実施

中山町

河北町

西川町

尾花沢市

長井市

東根市

南陽市

山辺町

天童市 7月1日
・市報（7月1日号）に、事業所での一斉消灯の協力
についての記事を掲載
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日程 内　　容 日程 内　　容

市町村等

ライトダウンウィーク期間中における取組み

※「ライトダウンウィーク(7/6～7/12)」
　（事業所での一斉消灯を呼びかける。）

関連する取組み
（庁舎等における省エネ活動、普及啓発活動　等） 関連ホーム

ページURL

5月1日～9月30日 役場等公共施設でのクールビズの実施

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（役場庁舎、
公民館）

7月1日 お知らせ板にて広報

毎週水曜日 役場等公共施設でのノー残業デーの実施

5月1日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（役場庁舎）

5月1日～10月9日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

7月
節電、省エネに関する記事を掲載予定
（かねやま衛生組合だより、ホームページ）

7月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

5月18日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

6月～9月 広報掲載（6月号）

6月～9月 クールビズの実施

5月1日～10月31日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

5月13日～9月30日
「夏のエコオフィス運動」（町の全機関を対象に節電、
クールビズ、28℃設定、エコ通勤の取組み）

5月28日～6月14日
緑のカーテン
（役場他公共施設への設置、一般町民へのゴーヤ苗
等の配布）

6月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（役場庁舎）

6月 「夏の省エネ県民運動」チラシの町内回覧（6/10）

5月12日～10月9日 クールビズの実施

7月
ウェブページ上に夏の省エネ県民運動へのリンクを掲
載

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

4月1日～10月31日

村内における再生可能エネルギー設備の導入を促進
するため、補助金事業を実施
対象設備機器は、太陽光発電設備及び木質バイオマ
ス燃焼機器

7月
ウェブページ上に夏の省エネ県民運動へのリンクを掲
載

5月15日～9月30日 庁舎内でのクールビズの実施

5月15日～9月30日 役場庁舎でのポスターの掲示

5月7日～9月30日 クールビズの実施

5月26日～9月30日 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

5月1日～10月9日 庁舎内でのクールビズの実施

6月 「環境の日及び環境月間」ポスターの掲示

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

6月～9月 国民運動「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」の普及啓発

７月20日～10月16日

高畠町エコドライブ推進事業「エコドライブ・チャレンジ
2020」の開催
・普段乗っている車でエコドライブをして、3ヶ月間の平
均燃費がカタログ燃費にどれだけ近づけるかチャレン
ジする

https://www.town.
takahata.yamagata.
jp

毎月21日、
第1・4水曜日

ノー残業デーの実施

鮭川村

戸沢村

高畠町

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

大江町

大石田町

金山町
http://www.town.k
aneyama.yamagata
.jp/

朝日町
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日程 内　　容 日程 内　　容

市町村等

ライトダウンウィーク期間中における取組み

※「ライトダウンウィーク(7/6～7/12)」
　（事業所での一斉消灯を呼びかける。）

関連する取組み
（庁舎等における省エネ活動、普及啓発活動　等） 関連ホーム

ページURL

7月8日
毎週水曜日のノー残業デイに合わせ、職員へ周知
を行う

5月13日～10月9日 クールビズの実施

6月15日 町報6月号に「環境月間特集」を掲載

6月～9月
役場庁舎への省エネ関連のポスター掲示
※「夏の省エネ県民運動ポスター」など

6月～9月 役場庁舎南側にグリーンカーテンの設置

5月11日～9月30日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

毎週金曜日 ノー残業デーの実施

5月1日～9月30日 役場等公共施設でのクールビズの実施

6月～9月
役場庁舎・地区コミュニティセンター等におけるポス
ターの掲示

毎週金曜日 ノー残業デーの実施

毎日
17時30分に庁舎一斉消灯（残業が必要な課は各自点
灯）

5月7日～10月9日 役場等公共施設でのクールビズの推進

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

毎週水曜日 ノー残業デーの実施

5月1日～10月9日 クールビズの実施

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスター掲示

6月11日～9月下旬
グリーンカーテン大作戦
（役場庁舎、各小中学校等でのゴーヤ栽培）

8月
三川町広報へ地球温暖化防止についての記事を掲
載

5月1日～10月9日 クールビズの実施

5月1日～10月9日 役場庁舎へのポスターの掲示

7月～8月 町民節電所事業実施期間

7月～9月 小中学校省エネチャレンジ事業

5月1日～10月9日 庁内クールビズの実施

5月～9月
『緑のカーテン』プロジェクト第一段
・ゴーヤの苗と種,無料配布（5/15広報、5/20～実施）

5月～9月
『緑のカーテン』プロジェクト第二段
公共施設等の緑のカーテンプロジェクト（5/18～実施）

8月1日
『遊佐町地球温暖化対策地域協議会通信』発行（全戸
配布）

5月～8月 小学生省エネ標語・川柳・ポスターコンクール

5月～8月 我が家のエコ生活アイデア募集・エコポスト開設

7月24日
こども省エネ体験教室（廃油から作る手作り石けん教
室）

6月～12月 遊佐町小中学校エコ・チャレンジ事業

7月～8月 ゆざ町民省エネ節電所

5月～9月
県民運動チラシや再エネ補助等のチラシを会議等に
合せ、随時に配布

7月7日 ライトダウンデーとして一斉退庁・一斉消灯を実施 6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示
（村山総合支庁本庁舎、西村山地域振興局、北村山
地域振興局、保健福祉センター）

7月 「てっぽう町青空市場」での普及啓発

8月11～14日 ライトダウンウィークの設定（村山総合支庁）

遊佐町

村山総合
支庁

三川町

庄内町

川西町

小国町

白鷹町

飯豊町
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日程 内　　容 日程 内　　容

市町村等

ライトダウンウィーク期間中における取組み

※「ライトダウンウィーク(7/6～7/12)」
　（事業所での一斉消灯を呼びかける。）

関連する取組み
（庁舎等における省エネ活動、普及啓発活動　等） 関連ホーム

ページURL

7月7日
最上総合支庁ライトダウンデーとして一斉退庁・一
斉消灯を実施

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示
（最上総合支庁本庁舎､産地研究室、農村整備課、高
坂ダム管理課）

8月11日～8月14日
ライトダウンウィークの設定（総合支庁本庁舎、農村整
備課）

8月17日～8月21日
ライトダウンウィークの設定（高坂ダム管理課、産地研
究室）

7月
もがみエコポリス通信7月号へマイバッグ利用促進の
ＰＲ記事を掲載

https://www.pref.y
amagata.jp/regiona
l/mogami_bo/news
/news/7314001ec
o-polis.html

6月～9月
「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示（本庁舎・西置
賜地域振興局・各公所）

6月、8月 エフエムラジオによる省エネ・節電の呼びかけ

6月～8月
本庁舎売店及び西置賜地域振興局食堂において、マ
イバッグ利用普及啓発のためのポスターの掲示。

7月6日～7月10日
7月20日～7月22日
8月3日～8月7日

ライトダウンウィークへの参加
（置賜総合支庁本庁舎、西置賜地域振興局、置賜保
健所分庁舎、農業技術普及課、農業技術普及課産地
研究室、家畜保健衛生所、小国分所）
一斉退庁・一斉消灯の呼びかけ

8月11日～14日 ライトダウンウィークの設定（置賜総合支庁）

6月～9月 「夏の省エネ県民運動」ポスターの掲示

6月～9月 庄内総合支庁売店と連携したマイバッグ利用促進ＰＲ

7月6日～7月10日
7月20日～7月22日
8月3日～8月7日

ライトダウンウィークへの参加
（庄内総合支庁本庁舎、農業技術普及課、酒田農業
技術普及課、水産振興課、家畜保健衛生課、栽培漁
業センター、鶴岡分所、酒田分所）
一斉退庁・一斉消灯の呼びかけ

8月11日～8月14日 ライトダウンウィークの設定（総合支庁本庁舎）

7月7日
県庁ライトダウンデーとして一斉退庁・一斉消灯を
実施

6月1日～15日
県庁ロビーへのパネル・ポスターの展示、チラシ等の
配架

7月6日～7月10日
7月20日～7月22日
8月3日～8月7日

ライトダウンウィークの設定（県機関共通）
左記以外に１週間以上各部局が設定（部局独自）

6月～9月
県立図書館（山形市）や防災学習館（三川町）での展
示の実施（気候変動関係）

6/24～7/8
県庁地下売店前でマイバッグ利用普及啓発のための
展示を実施

6月～9月
県のワーク･ライフ･バランス推進本部と連携した定時
退庁等の取組みの推進

6月～9月 庁舎等へのポスターの掲示

6月～9月 ホームページ・新聞・ラジオ・テレビ等による広報

県庁

http://www.pref.ya
magata.jp/ou/kank
yoenergy/050015/
syou-energy/

7月7日

ライトダウンデーへの参加
（置賜総合支庁本庁舎、西置賜地域振興局、置賜
保健所分庁舎、農業技術普及課、農業技術普及
課産地研究室、家畜保健衛生所、小国分所）
一斉退庁・一斉消灯の呼びかけ

置賜総合
支庁

庄内総合
支庁

最上総合
支庁

ライトダウンデーへの参加
（農業技術普及課、酒田農業技術普及課、水産振
興課、家畜保健衛生課、栽培漁業センター、眺海
の森）

7月7日
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