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エコパートナーシップおかやま  
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岡山県環境文化部長     
（公 印  省 略）     

（ 公 印 省 略 ）  

 

クールビズ県民運動への取組について（依頼）  

 

  環境保全行政の推進につきましては、平素から御理解と御協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。  

県では、地球温暖化対策の取組を推進するため、国民運動「 COOL CHOICE」の

取組のひとつとして、クールビズ県民運動を実施します。  

なお、引き続き５月及び１０月を「移行月間」とし、気温や体調、業務上の

必要性等により、個人の判断で特に柔軟に取り組む期間としております。  

「クールシェアスポット」については、新型コロナウィルス感染防止のため、

今年度の取組の呼びかけは中止します。  

つきましては、この運動の取組に御理解、御協力いただきますとともに、貴

団体職員及び関係団体に周知していただきますよう、よろしくお願いします。  

 

記  

 

１ 県民運動について  

（１）実施期間  令和３年５月１日～１０月３１日  

   ※５月及び１０月は「移行月間」とする。  

 

（２）取組内容  

①事務所や会議室における冷房時の室温は28℃を目安とし、ノーネクタイ・

ノージャケット等の軽装に努めるなど、快適に過ごせるよう工夫をする。 

②家庭においても、冷房時の室温は28℃を目安とし、冷房に頼りすぎないラ

イフスタイルを心がける。 

③気温や体調、業務上の必要性等により個人の判断で柔軟に取り組む。  

 

 



 

２ 国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス）」について  

  国では、2030年度の温室効果ガスの排出量を 2013年度比で26％削減すると

いう目標達成のため、省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」「行動」な

ど、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す新しい国民運動「COOL 

CHOICE」を展開しています。 

  クールビズも「COOL CHOICE」の取組のひとつに位置づけられています。  

 

 
 
 
 
 
 
 

  [問い合わせ先] 

 〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６  

 岡山県環境文化部環境企画課  

 新エネルギー・温暖化対策室 安藤  

 ＴＥＬ：０８６－２２６－７２９８＜直通＞  

 ＦＡＸ：０８６－２３１－８０９４  
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おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業・団体について（依頼） 

 

 地球温暖化防止及び省エネルギーの推進につきましては、平素から御理解と御協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

  さて、県では平成２８年度まで「クールビズ・ウォームビズ宣言」を行う企業・団体を募集して

きたところですが、より広く地球温暖化対策に取り組む「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の普及及び取

組の推進を図るため、２９年度より「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言」を行う企業・団体を別添募

集要領により募集しております。 

 今年度も引き続き募集をいたしますので、貴団体におかれましても、参加登録いただいていな

い場合は是非登録していただきますとともに、関係団体への周知にも御協力いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

なお、宣言済みの企業・団体については、岡山県新エネルギー・温暖化対策室のウェブサイト

（http://www.pref.okayama.jp/page/513019.html）からご覧いただけます。 

  

 
 

 

岡山県環境文化部 新エネルギー・温暖化対策室  担当：安藤 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７２９８  ＦＡＸ：０８６－２３１－８０９４ 

国民運動「COOL CHOICE（クールチョイス／賢い選択）」とは？ 
 

日本の温室効果ガス排出量を2030年度に26％削減（2013年度 

比）する目標達成のため、省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」 

「行動」など、温暖化対策に資する、また快適な暮らしにつながる、 

あらゆる「賢い選択」をしていこうという国民運動です。 
ⓒ岡山県「ももっち」 



 

おかやまＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！宣言企業・団体 

募 集 要 領 

 

１ 目的 

国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛同し、積極的な取り組みを宣言す

る企業・団体を募集・登録して、広く県民に公表することにより、取組の推進

を図る。 

 

２ 募集対象者 

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛同し、以下の自主的な取組を行う企業・団

体。ただし、県内に事務所又は事業所があるものに限る。 

①「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛同し、温暖化防止対策に努める。 

②自社ホームページ等を活用し、「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の普及に努める。 

 

３ 開始時期 

平成２９年５月１日～ 

 

４ 応募方法 

参加申込書に記入のうえ、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールにより県新エネルギー・

温暖化対策室へ提出する。 

 

５ 公表 

「宣言」を行った企業・団体の名称、所在地（市町村名）、取組予定内容及

びホームページアドレスを県ホームページに掲載する。 

 

６ 提出先・問い合わせ先 

〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策室 

 電 話：086-226-7298  ＦＡＸ：086-231-8094 

      e-mail：ontai@pref.okayama.lg.jp 
 



おかやま COOL CHOICE!宣言企業・団体 募集中！ 

 

おかやま COOL CHOICE！宣言企業・団体とは？ 

岡山県内での取組みを広げていくため、国民運動「COOL CHOICE」に連動し、岡

山県独自の要素を加えて、地球温暖化対策に取り組む企業・団体を募集しています。 

登録申請いただくと、「おかやま COOL CHOICE！宣言企業」として登録されるほ

か、国民運動「COOL CHOICE」にも賛同登録されます。 

なお、すでに国に賛同登録されている場合も、下記の方法により別途、岡山県に申

請が必要になります。 

※宣言は一度限りで、毎年度の宣言登録は不要です。 

※平成 28 年度まで県が実施していた「クールビズ・ウォームビズ宣言」は本事業に統一してい

ます。 

登録するとこんな特典があります！ 

○岡山県オリジナルの PR 資材（ポスター・ステッカー）をご提供します。 

○環境省から地球温暖化対策に関する情報(メールマガジン)が届きます。 

○岡山県ホームページ上で宣言企業・団体様の取組内容をご紹介します。 

登録方法はこちら 

参加申込書に記入の上、下記の申込先に郵送、FAX、メールのいずれかの方法によ

りお申込みください。様式は岡山県のホームページからもダウンロード出来ます。 

＜岡山県ホームページ＞ http://www.pref.okayama.jp/page/513019.html 

 

お申込み先・お問い合わせ先 

岡山県環境文化部新エネルギー・温暖化対策室 

〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

 TEL 086-226-7298 

 FAX 086-231-8094 

 Mail ontai@pref.okayama.lg.jp 

 

岡山県では、地球温暖化防止の取組の一環として、国民運

動「COOL CHOICE（クールチョイス／賢い選択）」の輪を

県内に広めるため、「COOL CHOICE」に賛同いただける企

業・団体を募集しています。 

どこよりも環境に優しい「ふるさと岡山」を目指し、ぜひ

一緒に取り組んでください！ 

 

 

 

 

 

COOL CHOICE（クールチョイス／賢い選択） 
地球温暖化対策のため、省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」「行動」など、温暖化

対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す、環境省の提唱する国民運動。 
クールビズやウォームビズも「COOL CHOICE」の取組の一つです。 

 

環境省 COOL CHOICEホームページで 

最新情報やロゴマークを入手できます。 

 
クールチョイス 

©岡山県「ももっち」 



申込日： 年 月 日

　当社・団体は、次の取組を行うことを宣言します。

〔 〕 既に環境省の「COOL CHOICE」に賛同（宣言）しています。

以下、太枠の中を記入してください。 *印は、必須項目です

（ ）

 〒

名 名

ＦＡＸ：

※該当する項目の□にチェックをしてください。
冷房時の室温を28℃に設定し、冷房に頼らない工夫をする
ノーネクタイ、ノー上着の励行

暖房時の室温を20℃以下に設定し、暖房に頼らない工夫をする
カーディガンやひざかけ等の活用

LED照明や省エネ型の設備・機器の導入をすすめる
こまめなスイッチオフやノー残業など、節電に努める
両面印刷や電子化で紙を節約する
ふんわりアクセル、アイドリングストップ、エコドライブの実践
地域の環境ボランティア・イベントに参加する

社・団体内での周知方法*

一般の方に向けて、ホームページや配布物等でCOOL CHOICEをＰＲする

H31.3

http://

※同じ組織であって
も、場所が異なる場合
は、「場所ごと」にそ
れぞれ別の事業所とす
る

事業所

代表者

COOL
CHOICE
の普及

必須項目です。貴社・貴団体の社員・職員の方への具体的な周知方法をかっ
こ内に記載してください。

その他（　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所数*
28年度経済センサ
スに基づいて記入

社員･職員数*
（県外を含む）

(うち県内)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ｱﾄﾞﾚｽ

クール
ビズ

その他（　　　　 　　　　  　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ウォーム
ビズ

その他（　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他
COOL

CHOICE
の取組

その他（　   　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

E-mail*：

※   県ＨＰでの公開内容は、企業・団体名、所在地（市町村名のみ）、取組予定内容、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚ
    ｽとなります。

※   環境省への賛同登録のため、上記情報を環境省へ提供します（既に賛同している場合を除く）。
※   「COOL CHOICE」ロゴマークは環境省ホームページから入手できます。

「COOL CHOICE（クールチョイス）」取組予定内容

連 絡 先
担当者名
フ リ ガ ナ

*： 担当者所属部署：

ＴＥＬ*：

所　在　地*

おかやまCOOL CHOICE!宣言企業・団体　参加申込書

　社・団体を挙げて「COOL CHOICE（クールチョイス）」に賛同し、クール
ビズ、ウォームビズなどの地球温暖化対策に努めます。

　社・団体のホームページや製品、配布物等に「COOL CHOICE」ロゴマーク
を掲載するなど、県民への「COOL CHOICE」の普及に努めます。

※   既に環境省の「COOL CHOICE」賛同(宣言)している場合も、県独自の取組への宣言(申込み)を
　 お願いします。なお、その場合は下記〔　〕内に○印をご記入ください。

（フリガナ*）

企業･団体名*
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