
行事・事業名 主催 期日 場所 行事・事業内容 問合せ先 問合せ先電話 URL

1 鹿児島市 5月11日～6月30日 市内各所

ゼロカーボンシティか
ごしまパートナーと連
携し市民のライフスタ
イルの行動変容を促す
イベントを開催

鹿児島市環境政策課 099-216-1296

https://www.city.ka
goshima.lg.jp/kankyo
/kankyo/kanseisaku
/zerokabon/lifestyle
designproject2022.h
tml

2 鹿児島市 6月18日、19日
マルヤガーデンズ５階
Open MUJI(無印良品店
内)

目指せ‼家庭ごみマイナ
ス１００グラム
ごみゲンジャーの缶
バッチづくり（ワーク
ショップ）、分別アプ
リの利用案内、水切り
器等の配布

鹿児島市資源政策課 099-216-1290

3 環境月間企画展 かごしま環境未来館 6月1日～6月19日 かごしま環境未来館

「たべものがたり～
MOTTAINAIは∞～」を
テーマに、環境につい
て楽しく学べる展示・
体験を実施

かごしま環境未来館 099-806-6666

4

(株)山形屋が主催する
環境奉仕イベントにて
燃料電池自動車及び再
生可能エネルギー関連
のパネル展示等を実施

鹿児島市再生可能エネ
ルギー推進課

099-216-1479

5

目指せ‼家庭ごみマイナ
ス１００グラム
ごみゲンジャーの缶
バッチづくり（ワーク
ショップ）、分別アプ
リの利用案内、水切り
器等の配布

鹿児島市資源政策課 099-216-1290

6
地球温暖化と再生可
能エネルギー展

鹿児島市 6月27日～7月1日
鹿児島市役所東別館１
階市民ギャラリー

地球温暖化と再生可能
エネルギーに関するパ
ネル展示を実施

鹿児島市再生可能エネ
ルギー推進課

099-216-1479

7 広報かのや掲載 鹿屋市 ６月13日 市内全戸配布 広報誌掲載による啓発 鹿屋市生活環境課 0994-31-1115

8
鹿屋市ホームページ
掲載

鹿屋市 ６月１日～ 鹿屋市ホームページ
ホームページによる啓
発

鹿屋市生活環境課 0994-31-1115
https://www.city.ka
noya.lg.jp/hozen/ka
nkyogekkkan.html

9
ごみ減量・リサイク
ル推進週間パネル展

鹿屋市
５月30日～
　６月３日

鹿屋市役所１階市民
ホール

パネル展による啓発 鹿屋市生活環境課 0994-31-1115

令和４年度「環境の日」及び「環境月間」行事等（市町村）

OKかごしまライフス
タイルデザインプロ
ジェクト

環境フェアin山形屋 株式会社山形屋 6月5日
山形屋（天文館ベルク
広場）

https://www.city.ka
https://www.city.ka
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10 クールビズ 枕崎市 5月1日～10月31日 枕崎市役所庁舎内
職員によるクールビズ
の実施

枕崎市総務課 0993-72-1111 -

11 馬追川清掃活動 清流を取り戻す会 6月18日 馬追川河岸 馬追川河岸の清掃活動
馬追川河岸各自治公民
館

- -

12
環境月間広報まくら
ざき掲載

枕崎市 6月7日 市内全戸配布
広報誌掲載による環境
月間啓発

枕崎市市民生活課環境
整備係

0993-76-1097
kankyoseibi@city.ma
kurazaki.lg.jp

13
ごみ問題に関する出
前講座

枕崎市 6月14日～6月17日 枕崎小学校

枕崎小学校児童（5～6
年生）を対象としたご
み問題に関する出前講
座の実施

枕崎市市民生活課環境
整備係

0993-76-1097
kankyoseibi@city.ma
kurazaki.lg.jp

14 クールビズ 阿久根市 ５月～10月
阿久根市役所・支所・
出張所

職員等によるクールビ
ズの実施

阿久根市市民環境課環
境対策係

0996-73-1219

15 環境美化推進員研修 阿久根市 ６月27日 阿久根市役所

環境美化及びごみ減量
化の指導を行う環境美
化推進委員に対する研
修会の実施

阿久根市市民環境課環
境対策係

0996-73-1219

16
あくねクリーンアッ
プ運動

阿久根市 ７月17日 市内一円
市内の清掃を実施し,環
境美化を推進する。

阿久根市市民環境課環
境対策係

0996-73-1219

17 IBUSUKI環境展 指宿市 6/1～6/30
指宿市役所指宿庁舎
１階ロビー

市民向けに環境に関す
るパネル展示等

指宿市市民生活部
環境政策課

0993-22-2111

18 クールビズ 垂水市 ５月～10月 垂水市役所

冷房温度の適正化（概
ね28℃）と軽装（ノー
ネクタイ，ノー上着）
での執務スタイル

垂水市生活環境課 0994-32-1297

19 広報たるみず掲載 垂水市 ６月～ 市内全戸配布
広報誌掲載による環境
の日及び環境月間の啓
発

垂水市生活環境課 0994-32-1297

20 ホームページ掲載 垂水市 通年 －
ホームページ掲載によ
る環境の日及び環境月
間の啓発

垂水市生活環境課 0994-32-1297

http://www.city.taru
mizu.lg.jp/kankyoeis
ei/kurashi/machi/ka
nkyo/environment_p
rotection/kankyogek
kan.html

21 環境月間啓発 薩摩川内市 通年 市ホームページ上
市ホームページ掲載に
よる啓発

薩摩川内市市民安全部
環境課

0996-23-5111

https://www.city.sat
sumasendai.lg.jp/ww
w/contents/158632
5263755/index.html

22 クールビズ 薩摩川内市 5月1日～10月31日
薩摩川内市役所（出先
機関を含む）

冷房温度の適正化（概
ね28℃）と軽装（ノー
ネクタイ，ノー上着）
での執務スタイル

薩摩川内市行政管理部
総務課、財産マネジメ
ント課

0996-23-5111

mailto:kankyoseibi@city.ma
mailto:kankyoseibi@city.ma
http://www.city.taru
https://www.city.sat
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23
全国ごみ不法投棄監
視ウイーク啓発

薩摩川内市 5月25日～ 市内全戸配布 広報紙掲載による啓発
薩摩川内市市民安全部
環境課

0996-23-5111

24
全国ごみ不法投棄監
視ウイークパトロー
ル

薩摩川内市 5月30日～6月6日 市内本土全域
不法投棄重点監視箇所
等のパトロール

薩摩川内市市民安全部
環境課

0996-23-5111

25
ウミガメ保護パト
ロール

鹿児島県 －
市内のウミガメが上陸
する海岸

ウミガメ保護パトロー
ル

薩摩川内市市民安全部
環境課

0996-23-5111

26 クールビズ 曽於市 5月～10月 曽於市役所・各支所
職員によるクールビズ
の実施

曽於市市民課環境係 0986-76-8805

27 3010運動 曽於市 10月中 曽於市役所・各種団体
食品ロス削減のための
食べきり運動

曽於市市民課環境係 0986-76-8805

28 ごみ減量呼びかけ 曽於市 5月中 曽於市内全域
市民に対するごみ減量
の呼びかけ（ＦＭ放送
等）

曽於市市民課環境係 0986-76-8805

29
霧島の環境を守るパ
ネル展

霧島市 ６月1日～6月14日
国分シビックセンター1
階共通ロビー

市役所を訪れる市民の
方に環境保全に対する
意識啓発を図る

霧島市環境衛生課 0995-64-0950

30
照島小学校
施設見学

いちき串木野市 ６月８日 串木野環境センター 環境学習
いちき串木野市市民生
活課環境衛生係

0996-33-5614
kankyo1@city.ichikik
ushikino.lg.jp

31
コスモス
出前講座

いちき串木野市 ６月10日 小瀬公民館 ごみ分別・リサイクル
いちき串木野市市民生
活課環境衛生係

0996-33-5614
kankyo1@city.ichikik
ushikino.lg.jp

32
市リサイクル推進員
分別研修会

いちき串木野市 ６月21日 串木野環境センター ごみ分別・リサイクル
いちき串木野市市民生
活課環境衛生係

0996-33-5614
kankyo1@city.ichikik
ushikino.lg.jp

33
生福小学校
施設見学

いちき串木野市 ６月24日 串木野環境センター 環境学習
いちき串木野市市民生
活課環境衛生係

0996-33-5614
kankyo1@city.ichikik
ushikino.lg.jp

34 環境月間啓発 南さつま市 ５月20日 全戸配布 広報紙掲載
南さつま市市民環境課
生活環境係

0993-76-1521

35 クールビズ 南さつま市 ５月～10月 庁舎及び各施設
職員によるクールビズ
の実施

南さつま市市民環境課
生活環境係

0993-76-1521

36
ウミガメ保護パト
ロール

鹿児島県 ５月20日 通山海岸
ウミガメ保護パトロー
ル

志布志市市民環境課環
境政策係

099-474-1111

37
環境月間に関する市
報記事

志布志市 ６月中 －
　環境月間啓発のため
市報の記事に載せた

志布志市市民環境課環
境政策係

099-474-1111

38
「住みよい環境を守
る」標語・ポスター
作品展

奄美市(後援：教育委
員会）

６月～８月 奄美市役所他

　環境に対する市民の
理解と意識啓発に役立
てるとともに、環境教
育の推進を図るため、
市内小中学校から作品
を募集し、市内各所で
展示を行う。

奄美市環境対策課
0997-52-1111(内
線5322）

39
環境月間特集
(新聞記事)

南海日日新聞(協賛：
奄美大島リサイクル
協議会)

６月４日 －
南海日日新聞社の「環
境月間特集」記事の協
賛を行った。

奄美市市民部環境対策
課

0997-52-1111

40 クールビズ 南九州市 ５月～10月 庁舎内
職員のクールビズの実
施

南九州市市民生活課 0993-56-1111

mailto:kankyo1@city.ichikik
mailto:kankyo1@city.ichikik
mailto:kankyo1@city.ichikik
mailto:kankyo1@city.ichikik
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41
ウミガメ保護パト
ロール

鹿児島県 ５月～９月
頴娃町・知覧町のウミ
ガメが上陸する海岸

ウミガメ保護パトロー
ル

南九州市市民生活課 0993-56-1111

42 広報紙掲載 伊佐市 ６月１日 市内各戸配布
家庭ごみの焼却禁止や
分別についての啓発

伊佐市環境政策課 0995-22-1060

43 クールビズ 姶良市 ５月～10月 姶良市役所庁舎内
職員によるクールビズ
の実施

姶良市総務課 0995-66-3111

44 クールビズ 大崎町 ５月～10月 大崎町役場，野方支所
冷房温度の適正化（概
ね28℃）

大崎町住民環境課環境
対策係

099-476-1111

45 緑のカーテン事業 大崎町 5月7日 大崎町役場，野方支所

庁舎窓の外にゴーヤの
苗を植え，夏場の日差
しを抑え，庁舎内の温
度上昇の抑制を目指す

大崎町住民環境課環境
対策係

099-476-1111

46 環境学習会 大崎町 5月24日～27日
大崎有機工場
そおリサイクルセンター
清掃センター

リサイクルの取り組み
等について，大崎町衛
生自治会班長に対して
説明を行った。

大崎町住民環境課環境
対策係

099-476-1111

47
集落一斉
ボランティア清掃作業

大崎町 5月29日 大崎町内一円
大崎町各集落の公民館
や周辺道路の清掃活動

大崎町住民環境課環境
対策係

099-476-1111

48
大崎リサイクルシス
テムパネル展

良品計画，大崎町 5月30日～6月2日 マルヤガーデンズ５階
大崎リサイクルシステ
ムのパネル展示等

大崎町住民環境課環境
対策係

099-476-1111

49 クールビズ 南大隅町 ５月～10月
南大隅町役場・佐多支
所

職員等によるクールビ
スの実施

南大隅町民保健課環境
衛生係

0994-24-3125

50 クールビズ 瀬戸内町 3月22日～11月30日 瀬戸内町役場

冷房温度の適正化（概
ね28℃）と軽装（ノー
ネクタイ，ノー上着）
での執務スタイル

瀬戸内町総務課 0997-72-1111

51 クールビズ 喜界町 5月1日～10月30日 喜界町役場

冷房温度の適正化（概
ね28℃）と軽装（ノー
ネクタイ，ノー上着）
での執務スタイル

喜界町総務課 0997-65-1111
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52
町内一斉ボランティ
ア作業

喜界町及び
集落区長会

7月17日 喜界町一円
各集落道路にポイ捨て
されている空き缶・
ペットボトル等の回収

喜界町町民税務課 0997-65-3687

53
沖泊海浜公園ボラン
ティア清掃

知名町 4月24日 沖泊海浜公園

地域住民への呼びかけ
を行い、海岸漂着ごみ
及び軽石の回収をボラ
ンティア活動にて実施

知名町企画振興課 0997-84-3162

54 クールビズ 与論町 ５月～10月 与論町役場
与論町役場職員による
クールビズの実施、ポ
スター掲示

与論町環境課 0997-97-4712

55
与論町クリーン大作
戦(夏)

与論町子供会育成連
絡協議会

6月19日，７月３日 町内一円海岸
全集落で、道路、海
岸、公共広場等の清掃

与論町教育委員会 0997-97-2441

56
海岸清掃ボランティ
ア

海謝美 通年 町内一円海岸
ボランティアグループ
による海岸清掃

海謝美  Facebook「海謝美」で検索


