
COOL CHOICE（賢い選択）普及啓発事業 事業メニューのご案内

環境省 地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業
（地方公共団体と連携したCO2排出削減促進事業）

日本充電インフラ株式会社

～地球温暖化対策は、待ったなしです～
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事業メニュー

１．ワクワクEV・PHEV 試乗会

２．COOL CHOICE

俳句・ポスターコンテスト

３．COOL CHOICEパネル展示

４．COOL CHOICE DE ストラックアウト

COOL CHOICE DE キックターゲット

５．COOL CHOICEでSTOP地球温暖化！

トークショー

６．環境戦隊ステレンジャーショー

７．コミック・サイエンス・ショー

８．COOL CHOICEエコクイズ大会

COOL CHOICEクイズラリー

９．ライトダウン線香花火大会・

キャンドルナイト＆フォトコンテスト



１．ワクワクEV・PHEV 試乗会

現在購入することの出来るEV・PHEVに直に触れ、ハンドルを握ることで、その魅力と優れた実用性を改めて認識できる「来場者体感型」

にこだわって実施します。電気自動車用充電器の設置された道の駅や公共施設等が望ましい会場です。

試乗体験 EVとPHEV、いろいろなメーカーの複数車種を同時に乗り比べできる貴重な機会となり、選択肢の広さを

実感頂きました。日産・トヨタ・三菱・ホンダ、BMW・VW と、国産車・輸入車を使用しました。

充電デモンストレーション
道の駅しもつま
（茨城県下妻市）

新型ﾘｰﾌ・ﾌﾟﾘｳｽPHV・
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰPHEVが一堂に

道の駅樋脇
（鹿児島県薩摩川内市）
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対象とする間接補助事業の内容
(8)  エコカーの普及促進

これまでの
実施例

ウォームシェアとは、ご家庭の中で一つの部屋に集まる、あるいは家庭外の、
暖かい場所に集まることで、家庭での暖房によるエネルギー消費を減らすと同
時に、寒さを楽しく乗り切ろうというアイデアです。弊社では電気自動車から
電気を取り出して地元鍋を作る地産地消ウォームシェアを電気自動車試乗会と
同時に実施することをお薦めしています。

同時開催 地元鍋でウォームシェア 台風・停電時に活躍した電気自動車・ＰＨＶ
令和元年は関東に続けて台風が直撃し、大規模・

長期間に渡る停電が発生しました。
電気が使えない地域に電気自動車やプラグインハイ
ブリッド車が最終的に64台派遣され、「走る蓄電
池・発電機」として大活躍しました。

受付風景
南飛騨健康道場
（岐阜県下呂市）

ＥＶ試乗 雪道でも安心
道の駅真狩ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ
（北海道真狩村）

親子で仲良く試乗
JAグリーンやえせ
（沖縄県八重瀬町）

運転しやすい小型ＥＶ

道の駅ﾗｲｽﾗﾝﾄﾞふかがわ
（北海道深川市）



COOL CHOICE、地球温暖化防止にちなむ俳句を募集し、応募作品を展示します。

一般の部、学生・児童の部に分け、特に学校で児童・学生に応募を呼び掛けます。
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２．COOL CHOICE俳句コンテスト・ポスターコンテスト展示
対象とする間接
補助事業の内容
11項目全て
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・応募には、
COOLCHOICE賛同
署名が必要とします。
右は賛同署名用紙、
俳句応募用紙を兼ね
たチラシです。
・表彰式を行い、最
優秀賞＝首長賞等、
受賞者を表彰し、副
賞（地元名産品また
はCOOL CHOICEに
ちなんだ賞品）を贈
呈します。

スケジュール（イメージ）
７月 募集開始

自治体広報、ホームページなど
で周知、小中学生夏休み課題

９月末 応募締切
１０月 選考委員会開催
１１月 表彰式
１２月~翌年２月 応募作品展示

応募作品展示場所

道の駅、役所・役場、
公民館等



３．COOL CHOICE パネル展示

どうやってCOOL CHOICEを実践していけばいいのか？

そのヒントとなるパネル展示を行います。

環境省指定の１１の事業メニュー全てをカバーします。
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対象とする間接
補助事業の内容

11項目全て



４．クールチョイス ＤＥ ストラックアウト

クールチョイス ＤＥ キックターゲット

ボールを投げ、または蹴り、

COOL CHOICEにちなんだ９枚のパネルを倒す競技です。

順番待ちの行列ができる人気イベントメニューです。
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対象とする間接
補助事業の内容
１１事業全て

クールチョイスに

ちなんだ９枚の

パネルは、１１の

事業メニューから

作成します。

対象とする間接補助事業の内容
(1)   クールビズ実施の推進（冷房時の室温28℃など）

(2)   ウォームビズ実施の推進（暖房時の室温20℃など）

(3)   省エネ機器の買換促進（LED他、省エネ機器への買換促進）

(4) 照明の効率的な利用促進（照度調整、電灯の間引き・

ライトダウンなど）

(5)   エコドライブの推進

(6)   カーシェアリングの利用促進

(7)   公共交通機関の利用促進

(8)   エコカーの普及促進

(9)   省エネ住宅の普及促進

(10) 低炭素物流の普及促進

(宅配便再配達防止の普及促進など）

(11）シェアリングエコノミーの普及促進

（バイクシェア、コミュニティサイクルなど）



５．みんなで考えよう! COOL CHOICEでSTOP地球温暖化！トークショー

まずは一人一人がこの問題に関心を持ち、ほんの少しでも貢献したいと思うことが大切。その1歩がCOOL CHOICE宣言です。

自治体首長様や、地域で活躍する地球温暖化防止コミュニケーター、あるいは環境

NPOの方々などをお招きし、地域や地球規模での温暖化対策について語り合います。

１．「みんなで考えよう！COOL CHOICE（賢い選択）で

ＳＴＯＰ地球温暖化！」

地域で活躍する地球温暖化防止コミュニケーター等にご登壇頂き、現在地球全体や日本国内、

地域で進行している温暖化の現状をお話し頂きました。来場者参加型・双方向性を重視し、

クイズ等を通して、一人一人がどんな行動や選択をしていけば良いのか、ともに考えます。

２． 来場者みんなで「COOL CHOICE」参加宣言！

可能であれば市長様にもご参加頂き、貴自治体での温暖化抑制に向けた取組をお話し

頂ければ幸いです。最後には、市長様の呼び掛けで来場者全員で「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ！」

を宣言。日々ご活用頂くCOOL CHOICEチェックシートやステッカーをお持ち帰り頂きます。

キーワードは「楽しみながら地球に貢献！」

町長もパネラーとして御出演
（竜王町公民館）

地球温暖化防止コミュニケーターの
田中和孝氏による解説（道の駅多古）
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対象とする間接
補助事業の内容

(3)省エネ機器の買換促進
(4)照明の効率的な利用促進
(7)公共交通機関の利用促進

など

一．イベントメニュー
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主に小学生以下、親子連れをターゲットに明るく、楽しく、

ためになるヒーローショーです。地球温暖化の仕組みと防

止対策を楽しく学べます。

６．環境戦隊ステレンジャー・ショー

環境戦隊ステレンジャー
『SAVE THE EARTH』この言葉の頭をつなげて『STE（ステ）レンジャー』。演目は、「地球温暖化編」「ゴミ減量編」「もったい
ない編」「省エネ編」など多数。さまざまな全国の環境イベントに出演するほか、NHK-BSプレミアム「ワラッチャオ！」に出演。

７．コミック・サイエンス・ショー

主に小学生以下、親子連れをターゲットに明るく、楽し

く、ためになる科学実験パフォーマンスショーです。大

きな風船等小道具と軽快なトークを駆使しながら、地球

温暖化の仕組みと防止対策を楽しく教えてくれます。

コミックサイエンスショー
劇団「集団田中’98」によるショー。博士と助手がコミカルなやり取りをしながら、空気の実験等をとおし、わかりやすく地球温暖化
問題を伝えます。全国でのステージ実績豊富。
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８．COOL CHOICEエコクイズ大会

COOL CHOICEクイズラリー

COOL CHOICEエコクイズ大会

COOL CHOICE、地球環境に関するエコクイズを

出題し、回答していただくものです。

実施パターンの例
①COOL CHOICEへの賛同署名を参加の条件とします。
②三択問題を出題し、不正解なら座っていただき、最後
まで立っていた方が優勝。賞状と副賞（地元銘産品また
はCOOL CHOICEにちなんだ品）を進呈します。

COOL CHOICEクイズラリー

COOL CHOICEや地元にちなんだクイズ

がある「クイズポイント」を探し、全問

正解者に素敵なプレゼントを差し上げる

イベントです。

対象とする間接
補助事業の内容
１１事業全て

フィールドアスレチックスやオリエンテーリングと

組み合わせての実施も出来ます。



９．ライトダウン線香花火大会・キャンドルナイト＆フォトコンテスト

夏の夜に、エアコンや照明を消して、家を出て、屋外で涼を取

りつつ、実施します。

タイムレースはもちろん、「フォトコンテスト」も開催し、

受賞した写真はパネルにして、「COOL CHOICE パネル展示」会

場で掲示します。
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対象とする間接
補助事業の内容

(4)照明の効率的な
利用促進、ライトダウン

Program１ 線香花火タイムレース

どれだけ長い時間、花火が消えないかを競います。

１．シングルスの部・・・おひとり様で参加

２．ダブルスの部 ・・・親子、夫婦、友達同士等

２人の合計タイムで競います

３．トリプルの部 ・・・おじいちゃん（おばあちゃん）

（三世代の部） +親子 ３人の合計タイムで競います

Program３ 首長杯

「フォトコンテスト」

受賞の写真はパネルに

して、「COOL CHOICE

パネル展示」会場に

掲示します。

Program２ ライトダウン キャンドルナイト
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1

北海道真狩村

群馬県太田市

岐阜県関市

茨城県下妻市

茨城県五霞町

日本充電インフラ（株）COOL CHOICE普及啓発事業受託自治体

私共はこれまで、以下の１５自治体 及び １FMコミュニティ局にて、COOL CHOICE普及啓発事業に
ご協力をさせて頂きました。

北海道深川市

岐阜県下呂市

滋賀県竜王町
FMさつませんだい
（鹿児島県
薩摩川内市）

日本充電インフラ
自治体受託案件
公募採択率
１００％達成

静岡県浜松市※

※ｱﾗｲｱﾝｽ企業が受注、弊社が協力

千葉県多古町

沖縄県八重瀬町

埼玉県さいたま市※

沖縄県本部町

沖縄県伊平屋村
香川県土庄町



日本充電インフラ株式会社 会社概要

平成27~31（令和元）年度
EV充電インフラ設置事業

道の駅
全国

２24箇所

平成31年度末時点で、
全国224ヶ所の道の駅に
計319基の電気自動車用
充電器を設置。

公共
施設

14箇所

役場、文化センター等の
公共施設に電気自動車用
充電器を14基設置

会社名 日本充電インフラ株式会社

代表取締役 橘 秀徳

所在地 〒100－0013 東京都千代田区霞ヶ関3‐6‐14 三久ビル4階

TEL ０３－５５４５－５３３３

FAX ０３－５５４５－５３６６

E-mail info@e-oasis.jp

URL http://www.e-oasis.jp/

設立 平成２７年４月８日

資本金 ６，０００万円

平成28～3１（令和元）年度
COOL CHOICE業務委託実績

北海道真狩村
北海道深川市
茨城県下妻市
茨城県五霞町
群馬県太田市
埼玉県さいたま市
千葉県多古町
静岡県浜松市

岐阜県関市
岐阜県下呂市
滋賀県竜王町
香川県土庄島
沖縄県八重瀬町
沖縄県本部町
沖縄県伊平屋村

FMさつませんだい

計１５自治体、１FM局

１．COOL CHOICE
業務委託事業

２．電気自動車用充電
インフラ設置運営事業


