
UNCCAのあゆみ

年　　度 記　　　　　　　事

平成１３年度 （2001年度） ・宇部市地球温暖化対策ネットワーク(仮称）設立起案 2月

平成１４年度 （2002年度） ・設立準備会（５回開催） 5～10月

○設立総会＆交流会（於：宇部フロンティア大学大講堂）
　ネットワーク加盟：92団体
　〔審議〕・規約・事業計画・予算案承認
　　　　　・役員選任　代表：中西弘山口大学名誉教授　顧問：藤田市長

10月12日

・第1回幹事会（幹事：24名）　幹事長に中村安弘氏選出 11月

・ノーマイカーデーワーキンググループ(以下ＷＧ）検討会開催(２回） 12～1月

・「省エネナビモニター｣｢燃費ナビモニター｣実施 12～2月

・宇部市民パワー祭ＷＧ検討会(1回） 1月

・宇部市民パワー祭に参加（於：シルバーふれあいセンター） 2月

・市内一斉ノーマイカーデー：交通量調査・アンケート調査実施 3月

平成１５年度 （2003年度） ・「市内一斉ノーマイカーデーアンケート結果」を「広報宇部」に掲載 6月

・「100万人のキャンドルナイト」実施（協賛） 6月

・平成15年度総会(於：宇部市リサイクルフェアー会場）
　地球温暖化対策セミナー、事業報告、講演会

10月

・加盟団体へアンケート調査実施 11月

・ノーマイカー月間キャンペーン「ノーマイカーチャレンジ宣言」実施 12月

・提供番組をＦＭきららから放送(毎週月曜55分18回) 12～3月

・「地球となかよし県民運動」環境家計簿を実施 1～3月

・市民共同発電プロジェクト協議会開催（5回） 1～3月

・宇部市民パワー祭（第３回）に参加 2月

平成１６年度（2004年度） ・100万人のキャンドルキャンペーン実施 ６月

・平成16年度総会(於：男女共同参画センターフォーユー）
　フォーラム、講演会、パネルディスカッション

６月

・地球温暖化防止キャンペーン土曜夜市を開催 ７～８月

・地球温暖化対策パネル･環境パネル展「みんなで考えよう地球のこと」開催
(於：フジグラン宇部）

８月

・環境教育WG第1回協議会を開催 １１月

平成１７年度（2005年度） ・事務所を現在地に移転 6月

・平成17年度総会(於：文化会館） 7月

・西岐波ふれあいセンター緑化・エコ計画企画委員会に参加 8月

・なの花プロジェクト（種まき・移植・施肥） 9～3月

・「チームマイナス6パーセント」参加申請書を提出 9～3月

・宇部市リサイクルフェアに参加
　リターナブル食器の使用･普及を行う

10月

・宇部まつりに参加
　地球温暖化パネル展示　太陽光発電･自転車発電などの展示･実演

11月

・HPがスタートする　http://ubeondanka.net 11月

・環境教育支援事業５団体に助成金 12月

第5回市民パワー祭に参加
・活動紹介、リターナブル食器
・普及フォーラムを開催(うべ環境倶楽部、エコ・ファイターズと共催)

2月

・市民共同発電に関する勉強会を実施
　講師：気候ネットワーク事務局長田浦健朗氏

2月

写真１：設立総会 

写真2：平成15年度総会 

写真3：フジグランでパネル展示 

写真4：市民共同発電勉強会 



年　　度 記　　　　　　　事

平成１８年度 （2006年度） ・なの花プロジェクト「なの花まつり2006　in下岡」写真コンテスト 4月

・なの花プロジェクト「なの花まつり　写真コンテスト」入賞者表彰 5月

・平成18年度　総会(於：宇部市文化会館） 6月

・フィフティーフィフティー事業による環境教育実施（小学校３校、中学校１
校）

6～11月

・環境省チーム・マイナス６％支援事業：メディアとの連携事業（MD事業）内
定

7月

・レジ袋実態調査 8～9月

・グリーンコンシュマー度の調査 8～11月

・マイバッグコンテスト開催 9～10月

・「めざせマイバッグ党1000人運動」実施 9～10月

・宇部市リサイクルフェアー
　温暖化対策啓発パネル展示、オリジナルマイバッグの作成ブース、
　リユース食器の使用推進（山大エコファイターズと協力）

10月

・マイバッグ手作り教室開催(２回） 10月

・マイバッグコンテスト 10月

・宇部まつり（於：エコ広場）　会員出展：19団体
　UNCCA：温暖化対策啓発パネル（YCCCAと協同）、オリジナルマイバッグ
の作成
　特設スタジオ：マイバッグコンテスト表彰式、　環境クイズ

11月

・マイバッグ展示会開催（於：宇部市文化会館、宇部日報社共催）

・環境教育支援事業５団体に助成金 3月

平成１９年度 （2007年度） ・2007年なの花プロジェクト　なの花写真・標語コンテスト実施 5月

・ほたるマップUBE２００７　共催 5月

・フィフティ・フィフティ事業による環境教育（小学校１校、中学校１校） 5～10月

・平成19年総会(於：宇部市文化会館） 6月

・平成19年度環境省「ソーラー・マイレージクラブ委託事業」内定 7月

・「下水道環境フォーラムinうべ実施業務」受託 8月

・平成19年度「わたしがつくったマイバッグ環境大臣賞」に応募
　消費者部門（カサ利用以外）優秀賞奥橋にチヱ子さん受賞

9月

・下水道環境フォーラムｉｎうべ　パネラー会議開催 9，10月

・宇部市リサイクルフェアーに参加
　地球温暖化防止の啓発（山口県地球温暖化防止活動推進センターと協
同）

9月

・下水道環境フォーラムinうべ開催
　特別講演：見城美枝子氏、パネルディスカッション

10月

・温暖化トメリンピックinやまぐち発表会参加
　「2006年度スタイリッシュなマイバッグ推進運動」が奨励賞を受賞

10月

・マイバッグ月間（共催：宇部市、宇部日報社　協力：チーム・マイナス6%、山
口大学大学院理工学研究所 ）
　市内販売店にポスター掲示し、マイバッグの普及・促進を呼びかけ

11月

・宇部まつり
　UNCCA：オリジナルマイバッグの作成、地球温暖化防止の啓発（YCCCAと
協同）
　会員：丸太切りの体験、ネイチャークラフト

11月

・宇部市グローバル５００賞受賞10周年記念事業　「環境首都を目指す自治
体　全国フォーラムin宇部」開催(宇部市）

11月

・廃傘の布地を使ったマイバッグ手作り教室開催(2回） 11月

・「桜の森」植樹祭（後援）に参加：真締川ダム 12月

写真5：宇部市リサイクルフェア 

写真6：宇部市リサイクルフェア 
     マイバック作成ブース 

写真７：なの花プロジェクト写真コ

写真9：宇部まつり 
地球温暖化防止啓発パネル展示 

写真8：下水道環境フォーラムinう
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・白熱電球から省エネ電球交換を促進する｢省エネキャンペーン」実施（地域
連携による省エネ電球促進事業、主催：宇部電器商組合、エフエムきらら、
UNCCA　共催：宇部市グローバル500賞受賞10周年記念事業実行委員会、
宇部市）
　省エネ電球の半額販売、省エネモニター募集、私のチャレンジ宣言等

12～3月

・エコサイクル事業モニター講習会、健康チェック（宇部市と共催） 2月

・こどもエコ倶楽部体験講座にて「温暖化防止スペシャルスクール」DVD上
映

3月

・宇部マテ　ECO　CONCERT後援 3月

平成２０年度 （2008年度） ・E-cycleクラブ事業委託事業に内定 4月

・2008年度環境教育支援事業助成金交付団体に決定 5月

・地球温暖化防止キックオフイベント『宇部・山陽小野田・美祢　地域連携に
よるストップザ温暖化！！』実施

6月

・2008年度環境省ソーラー・マイレージクラブ委託事業に採択 6月

・フィフティ・フィフティ事業による環境教育（小学校２校、中学校１校） 6～9月

・平成20年度総会(於：宇部市文化会館） 7月

・Ｅ－Ｃｙｃｌｅセミナー開催 7月

・うべ・ソーラーマイレージクラブ会員会議開催 9月

・うべ・ソーラーマイレージクラブ太陽光発電設備見学会を実施（再春館製薬
所）

9月

・地球温暖化防止トメリンピック１次審査入選 9月

・宇部市リサイクルフェアーに参加 10月

・省エネ家電普及促進事業：省エネマイスター養成研修会実施 10月

・マイバッグ手作り教室開催（於：宇部市環境保全センター） 10月

・省エネ診断実施方法説明会開催 10月

・地球温暖化防止トメリンピック最終審査　　ピカッと地域連携賞 10月

・宇部まつり参加 11月

・省エネ家電普及促進事業セミナー開催 12月

E-サイクルモニター体験記録報告会 1月

フィフティ・フィフティ事業：選奨事業優秀校表彰（2中学、4小学校） 2月

省エネ家電普及促進事業：全国大会参加
・溝田忠人氏が省エネ事例発表・マイレージトップ表彰で7名受賞

3月

宇部マテ　ＥＣＯ　ＣＯＮＣＥＲＴ後援(グリーン電力証書購入） 3月

平成２１年度 （2009年度） ・地球温暖化防止活動推進事業委託契約 4月

・ほたるマップＵＢＥ2009 4月

・２００９年度省エネ家電普及促進事業の助成決定 4月

・宇部港港湾セミナー開催（グリーン電力証書つき） 5月

・平成２１年度総会（於：宇部市文化会館） 5月

・省エネ相談窓口を設置 6月

・エコ学習トランク環境講座開催（於：福祉会館・２回） 6月

・低炭素地域づくり面的対策事業を受諾 6月

・ほたるマップＵＢＥ2009　ほたるフォトコンテスト２００９審査会 7月

・ＥＣＯ学習トランク環境講座開催（於：図書館・２回） 8月

・省エネ家電普及促進：省エネマイスター勉強会開催 8月

・低炭素地域づくり面的対策事業：協議会開催(３回） 8～2月

・フィフティー・フィフティー事業による環境教育実施（小学校２校、中学校２
校）

9～1月

・グリーン電力証書購入による宇部興産チャリティーコンサート開催 10月

・宇部市リサイクルフェア参加 10月

写真10：フィフティ・フィフティ事業に
よる環境教育 

写真11：省エネマイスター養成研修

写真12：ＥＣＯ学習トランク環境
講座（図書館） 

写真14：「スマート通勤キャンペー
ン」広告 
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・宇部まつりに参加
　地球温暖化対策啓発パネル、自転車発電･太陽光発電などの展示･実演

11月

・太陽光発電所ネットワーク山口地域協議会設立準備会（Ｐｒｅ－ＰＶＮＹ）設
立承認

11月

・「スマート通勤キャンペーン」インフォマーシャルをFMきららにて放送 12月

・「スマート通勤キャンペーン」広告を宇部日報に掲載 12月

・ＰＶＮＹ（ＰV－Ｎｅｔ山口）会員募集（７市地球温暖化対策地域協議会を訪
問）

12～2月

・低炭素地域づくり面的対策事業：アンケート調査 1月

・省エネ家電普及促進事業報告会開催（電器商組合、環境共生課、ＵＮＣ
CA)

3月

・グリーン電力証書購入による宇部マテECO　CONCERT開催(後援） 3月

・Ｅーサイクルモニター体験記録報告会開催 3月

平成２２年度 ・地球温暖化防止活動推進事業契約 4月

（2010年度） ・「カーボン・オフセットの森づくり推進事業」契約 5月

・「交通によるＣＯ２見える化事業」契約 6月

・フィフティ・フィフティ事業による環境教育（小学校２校） 6～1月

・平成２２年度総会(於：宇部市文化会館）オフセット募金実施 7月

・カーボン・オフセットの森づくり推進委員会開催(５回） 7～3月

・低炭素地域づくり面的対策協議会開催(４回） 7～2月

・エコ学習トランクによる環境講座開催（東喜和学童保育クラブ） 7月

・夏休みエコトランク環境学習講座（２回、４講座） 8月

・カーボン・オフセットの森づくり推進ＣＯＦ啓発セミナー開催 8月

・やまぐちいきいきエコフェアに出展 10月

・グリーン電力証書購入による宇部興産グループチャリティーコンサート開催
10月

・カーボン・オフセットの森づくり：どんぐり拾いを実施 10月

「エコフェアー２０１０ in  UBE」に出展 10月

・宇部まつりに出展(グリーン電力証書購入） 11月

・スマート通勤協力要請の企業訪問を実施 11月

・FMきららより「エコキッズ･アワー」を放送(６回） 1～3月

・低炭素杯２０１１出場（於：東大安田講堂） 2月

・臨時省エネ相談・診断窓口を開設（於：宇部市役所） 2月

・交通によるＣＯ２見える化：モニター体験報告会及び低炭素交通セミナー 2月

・「第1回エコなかまの集い｣に参加 2月

・「ＣＯ2吸収源の森づくり植樹祭」を開催(於：亀浦公園） 3月

・俵田翁体育館リニューアルオープン記念事業に参加 3月

・グリーン電力証書購入による宇部マテECO　CONCERT開催(後援） 3月

平成２３年度 （2011年度） ・省エネ教育推進業務契約 4月

・地球温暖化防止活動推進業務契約 4月

・自転車発電機見える化装置購入 5月

・省エネ教育推進業務小中学校省エネ環境教育実施（小学校４校、中学校
１校）

5～9月

・「環境にやさしい交通づくり推進事業」契約 5月

・フジグラン宇部にて省エネ相談・診断窓口開設(３日間） 6月

・「カーボン・オフセット推進事業」（COF)契約 6月

・エコ学習トランク出前講座開催（９回） 7～1月

・平成２３年度総会(於：宇部市文化会館）　活動報告、講演会 7月

写真15：Ｅーサイクルモニター体験

記録報告会-福祉会館駐車場で自

転車利用をアピール 

写真17：交通によるCO2見える化
モニター体験報告会及び低炭素

写真16：低炭素杯２０１１出場 

写真18：省エネ出張相談・診断 
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・ゆめタウン宇部にて省エネ相談・診断窓口開設（３日間） 7月

・宇部スマート通勤協議会開催(３回） 7～3月

・夏休みエコ学習トランク環境講座（於：市立図書館、２日、４回） 7～8月

・レンタサイクル先進地調査を実施（下関、福岡、水俣） 7～2月

・FMきらら「エコキッズアワー」を放送(２回） 8月

・カーボン・オフセット推進事業　:COF委員会開催 (５回） 8～3月

・カーボン・オフセット推進出前講座開催（５回） 8～1月

・カーボン・オフセット推進セミナー開催（於：男女共同参画センターフォー・
ユー）

9月

・やまぐちいきいきエコフェア出展(於：阿知須きららドーム、２日） 9月

・グリーン電力証書購入による宇部興産グループチャリティーコンサート開催
9月

・レンタサイクル社会実験：駅チャリ・うべ実施 10～12月

・エコフェア２０１１　in  UBEに出展、環境セミナー開催（２講座） 10月

・エコ通勤優良事業所認証登録（山口県第1号） 10月

・グリーン電力証書購入による宇部日報社１００周年プレイベント開催 11月

・宇部まつり出展（グリーン電力証書購入） 11月

・第一回くすのき元気フェスタにカーボン・オフセット出展 11月

・県内一斉ノーマイカーデー参加 11月

・図書館にて省エネ相談・診断実施（３日間） 12月

・地球温暖化対策・省エネ出前講座実施 12月

・「新春エコ学習トランクによる環境講座と講師講習会」（於：ヒストリア宇部） 1月

・交通まちづくりセミナー開催（於：図書館） 2月

・エコなかまの集いに参加（於：湖水ホール） 2月

・CO2吸収源の森づくり植樹祭(於：亀浦公園） 3月

・FMきららエコキッズアワー放送 3月

・グリーン電力証書購入による宇部マテＥＣＯ　CONCERT開催(後援） 3月

平成２４年度 （2012年度） 省エネ教育推進事業契約 4月
・やまぐちバス博に出展(於：ときわ公園） 4月
第1回省エネ教育実施（藤山小学校、講師：曽我則雄） 5月
平成24年度総会＆設立10周年記念｢市民環境講演会｣開催(於：宇部市文
化会館）
議事、会員の活動報告、記念講演会

6月

写真19：エコフェア2011in UBEに出
展 

写真20：自転車マナー教室開催 
 

写真21：CO2吸収源の森づくり植樹
祭(於：亀浦公園） 


