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「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」に参加する県所管施設および 

ライトダウン参加施設・関連イベント等の応募状況(6月 20日時点)について 

 

 

１ 環境省では、平成 15 年度から地球温暖化防止対策の一環として、広く国民、

自治体、企業等に呼びかけて、夏至の時期の夜間に消灯し、地球温暖化問題に思

いをめぐらすという趣旨の「CO2 削減/ライトダウンキャンペーン」を行っている。 

今年は、6 月 21 日（火：夏至の日）～7 月 7 日（木：クールアース・デー）を

対象に、不必要な照明を消灯するよう呼びかけを行う「ライトダウンキャンペー

ン」を実施することとしている。 

 

 

２ 県では、この取組の趣旨に賛同し、特別実施日である 6 月 21 日（火：夏至の

日）、7 月 7 日（木：クールアース・デー）に、通常ライトアップしている次の

県所管関係施設（9 施設）について一斉消灯することとする。（両日とも 20～22

時の 2時間程度の消灯を基本とする） 

 

   石川県政しいのき迎賓館、石川四高記念文化交流館、石川県立歴史博物館、

石川県立歴史博物館石引分室、石川県立美術館、金沢城公園、町民文化館

（金沢市尾張町）、内灘大橋、鞍月モニュメント 
   

 

 

３ 市町や各種団体を通じ、ライトダウンに参加する施設および県内で開催される

ライトダウン関連イベント等の情報を募集した結果、6 月 20 日時点での応募状

況は次のとおりとなっている。 

① 県内の参加登録施設数…320施設 

→環境省「ライトダウンキャンペーン」ホームページにて順次公開予定 

 （URL http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/list/17/a） 

② ライトダウン関連イベントの応募件数…15件（詳細は別紙のとおり） 

 →これらのイベントは県ホームページにて紹介する予定 

 (URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/lightdown/index.html） 



別　紙

県内で開催されるライトダウン関連イベント

名称 １００万人のキャンドルナイト IN 金沢市民芸術村
主催 金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会
日時 場所 金沢市民芸術村

内容

名称 白鳥路ホタル観賞の夕べ
主催 金沢市環境政策課

内容

名称 金沢城公園・兼六園四季物語　夏の段　ホタル舞う名園散策
主催 石川の四季観光キャンペーン実行委員会

日時 場所 兼六園

内容

名称 あじさい花灯り回廊
主催 あじさい花灯り回廊実行委員会
日時 場所 平等寺（能登町字寺分）

内容

名称 七夕の星を見る会
主催 石川県柳田星の観察館「満天星」
日時 場所 石川県柳田星の観察館「満天星」

内容

名称 ほたる観察会
主催 白山市
日時 場所 吉野谷セミナーハウス

内容

名称 ペルセウス座流星群観望会
主催 石川県柳田星の観察館「満天星」
日時 8月12日（金） 21時30分～23時 場所 石川県柳田星の観察館「満天星」

内容

名称 キャンドルナイト'16 in 大聖寺川灯ろう流し
主催 かが市民環境会議
日時 場所 大聖寺ふれあい広場　古九谷の杜（加賀市）

内容

お問い合わせ先

2
日時

6月10日（金）～12日（日）
6月17日（金）～19日（日）　20時～21時30分

場所 金沢城外濠公園白鳥路

7月9日（土） 20時～22時

夏の風物詩「ペルセウス座流星群」を寝転がって観察する。
※参加費無料

お問い合わせ先 石川県柳田星の観察館「満天星」（TEL 0768-76-0101）

3
6月24日（金）、25日（土）、26日（日）、
7月1日（金）、2日（土）、3日（日）　20時～20時30分

普段見ることの出来ない兼六園のホタルの鑑賞、１０分間隔で出発するツアー方式（事前申込不要）

お問い合わせ先 石川の四季観光キャンペーン実行委員会（076-225-1542）

大型望遠鏡で織姫星や彦星、火星や土星を観察する。
※参加費無料

白鳥路の園路灯の照明を消して、行燈の灯りで足下を照らし、ホタルの幻想的な世界を楽しむ。
※雨天決行、事前申込不要

お問い合わせ先 金沢市環境政策課（TEL 076-220-2507）

1
6月2１日（火）　20時～22時
夏至の夜を照らす幾千ものキャンドルの揺らめきを見ながら、心地よい音楽を楽しんだり、語り合っ
たりする。※入場無料

お問い合わせ先 金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会（TEL 076-265-8300）

4
7月9日（土）

130種類、4,000株のあじさいが咲く平等寺境内に4,000個のキャンドルを灯し、幻想的な空間を演出
する。電燈ではない灯りの美しさを知ってもらい、ひいては環境について考える機会を創出する。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）

5

石川県柳田星の観察館「満天星」（TEL 0768-76-0101）

6 6月25日（土）19時30分～20時

環境講座として講師を招き、ほたるについての説明を受け、ほたる観察を行う。

お問い合わせ先 上黒丸ステキな散歩道実行委員会（TEL 0768-82-5813）

7

8
7月16日（土）19時～

廃食用油を再利用したエコろうそくでキャンドルアートやキャンドル小道をつくり、節電等の地球温暖
化防止啓発を行う。

お問い合わせ先 かが市民環境会議、加賀市（TEL 0761-72-7892）



名称 星空観察会
主催 根上学習センター
日時 場所 根上学習センター屋上

内容 屋上から季節に沿ったテーマをプラネタリウムと生解説で学習し、星空の観察を行う。

名称 こざれ祭り（キリコと灯りの祭典）
主催 こざれ祭り実行委員会
日時 場所 柳田植物公園（能登町字上町）

内容

名称 柳田植物公園　星空コンサート
主催 柳田植物公園
日時 場所 柳田植物公園（能登町字上町）

内容

名称 港町　宇出津灯りフェスティバル
主催 能登町商工会
日時 場所 宇出津地区
内容

名称 太鼓連響宵祭り
主催 能登町太鼓連響
日時 場所 上長尾地区（能登町字上長尾）

内容

名称 真脇遺跡弓張月コンサート
主催 真脇ウッドサークルプロジェクト実行委員会
日時 場所 真脇遺跡公園（能登町字真脇）
内容

名称 天体観望会

主催 石川県柳田星の観察館「満天星」

日時 木曜日以外毎日 20時～21時 場所 石川県柳田星の観察館「満天星」

内容

15
石川県最大の望遠鏡で宇宙をのぞく。
※電話予約（1名様でも可）

お問い合わせ先 石川県柳田星の観察館「満天星」（TEL 0768-76-0101）

9 7月9日（土）20時～21時

お問い合わせ先 能美市根上学習センター（TEL 0761-55-8560）

11
8月27日（土）、28日（日）

柳田植物公園内施設の照明を消して、金沢工業大学の先生や学生の協力のもと、星空などをイメー
ジした光のオブジェを展示して、光と音の祭典を楽しむ。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）

13
8月15日（月）

かがり火をたき、伝統太鼓、創作太鼓の団体がそれぞれ太鼓を演奏する祭り。電気を使用せず電池
式のＬＥＤライトで灯りを演出する。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）

10

8月20日（土）

柳田植物公園のお祭り広場に並ぶ数々のキノコ。夜には灯りがともされ幻想的な雰囲気に包まれ
る。特産品等が味わえるテナントやステージイベントもある。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）

14 9月19日（月・祝）
人工的な灯りをほとんど使用せず、月明かりのもとでコンサートを行う。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）

12 9月11日（日）
30，000個のキャンドルの灯りが宇出津の町を彩り、夕暮れに幻想的な雰囲気を演出する。

お問い合わせ先 能登町役場ふるさと振興課（TEL 0768-62-8532）


