
１．消灯アクションへの参加 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

□ 主旨 

世界約 100 か国で環境保全活動を行っている「WWF（世界自然保護基金）」（参考１）は、毎年 3 月

末に照明を消すアクションを通じて、「地球温暖化防止」などへの意思を表明する国際的な環境

キャンペーン「アースアワー（EARTH HOUR）」を実施しています。 

横浜市は、本キャンペーンが「温暖化問題」や「エネルギーのあり方」について、改めて市民

や事業者の皆様に考えていただける絶好の機会であることから、昨年に引き続き「アースアワー 

2015」に参加し、環境未来都市・横浜から世界へ向けて温暖化防止のメッセージを発信します。 

また、今年のアースアワー親善大使に「横浜 F・マリノス」が就任することが決定し、選手の皆さ

んが消灯アクションを呼びかけるなど、地球や地域の環境保全のための PR 活動を行います。 

 

 

アースアワー（Earth Hour）について 

 

○「 一人ひとりの力を合わせ、みんなの気持ちがつながれば、温暖化

は防げる」という思いのもと、2007 年にオーストラリアで始まった

誰もが参加できるライトダウンキャンペーンです。 

ＷＷＦの呼びかけで、世界中の人々が、同じ日・同じ時刻に照明を消

すアクションを行うなど、2014 年は世界 162 か国の人々が参加しています。日本では、ＷＷＦジャ

パンが「消灯アクション」と「東日本大震災の被災地への祈り」を捧げることを呼びかけています。 

〇 今年は新たに「自然エネルギーは、あてになる！」がテーマ。 

○「2015 年 3 月 28 日（土）20:30 から 21:30」までが消灯キャンペーンの時間帯。 

〇 横浜市は 2014 年 3 月、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）総会横浜開催を機に、「アースアワ

ー」に参加。みなとみらい 21 地区を中心として、市関連施設消灯だけでなく市民・事業者の皆さ

まに消灯アクションへの参加を呼びかけました。 

（WWF ジャパン特設サイト）http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/ 

 

 

 

 

みなとみらい 21 地区を中心として、市関連施設はもちろんのこと、一般社団法人横浜みなとみ

らい 21（参考２）の協力の下、横浜市の呼びかけで多くのモニュメント、事業所・ホテル等、市民の皆

様が 3月 28 日（土）20：30 からの消灯アクションに参加します。 

 

平 成 2 7 年 3 月 5 日
温暖化対策統括本部調整課

横 浜 市 記 者 発 表 資 料

裏面あり 

 

          



■日時：平成 27 年 3 月 28 日(土) 20:30～20:40［10 分間］  

■参加施設等（50 音順）                       

 

・アニヴェルセル みなとみらい横浜 

・M.M.TOWERS にお住いの皆様 

・M.M.TOWERS FORESIS にお住いの皆様 

・MM パークビル 

・大佛次郎記念館 

・神奈川県庁（キングの塔） 

・クイーンズタワーＡ 

・クイーンズタワーＢ 

・クイーンズタワーＣ 

・グランドオリエンタルみなとみらい 

・県民共済プラザビル 

・スーパーオートバックス横浜みなとみらい 

・象の鼻テラス 

・鶴見つばさ橋 

・ＴＯＣみなとみらい 

・東京藝術大学大学院映像研究科馬車道校舎（旧富士銀行横浜支店） 

・ナビオス横浜 

・日産自動車グローバル本社・日産グローバル本社ギャラリー 

・ニューオータニイン横浜 

・人形の家 

・BankART Studio NYK 

・富士ゼロックス 横浜みなとみらい事業所 

・Brillia Grande みなとみらい にお住いの皆様 

・MARK IS みなとみらい 

・三菱重工横浜ビル 

・みなとみらいグランドセントラルタワー 

・みなとみらいセンタービル 

・みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス にお住いの皆様 

・横浜アイマークプレイス 

・横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール 

・横浜 F・マリノス 

・ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

・よこはまコスモワールド（大観覧車「コスモクロック 21」） 

・横浜桜木町ワシントンホテル 

・横浜市開港記念会館（ジャックの塔）  

・横浜税関（クイーンの塔） 

・ヨコハマ創造都市センター（旧第一銀行横浜支店） 

・横浜美術館 

・横浜ベイブリッジ 

・横浜ベイホテル東急 

・横浜みなとみらい万葉倶楽部 

・横浜ランドマークタワー 

・横浜ロイヤルパークホテル 

・横浜ワールドポーターズ 

 
※ 営業上、安全上支障のない範囲での取組です。消灯アクションについては、10 分以上参加いただけるところもあります。 

（３月４日現在） 



「横浜 F・マリノス」

 

 

 

 ＷＷＦジャパンが消灯アクションのカウントダウンを含めた関連イベントを開催します。 

※イベントで使用する電力を自然エネルギーでまかなうなど、環境へ配慮したイベントを実施 

 

＜概要（予定）＞ 

■日時：平成 27 年 3 月 27 日(金)  17:00～21:30 

28 日(土) 14:00～21:30 

■場所：運河パーク（横浜市中区新港 2－1） 

    ※（参考３） 

■主催：ＷＷＦジャパン 

 後援：環境省、横浜市 

 協力：一般社団法人横浜みなとみらい 21 ほか 

■内容 

  アーティスト集団「ミラーボーラーズ」による 

参加型自転車発電アート作品の展示 

  ワークショップ  

  ①「ソーラーLED ライトでランタンを作ろう！」 ※実費数百円徴収予定 

  （実施：横浜みなとみらい 21、WWF ジャパン）［両日実施］ 

②自転車で発電した電力で造る  ※実費数百円徴収予定 

「グリーンエネルギーで作るグリーンスム―ジー」     

（実施：WWF ジャパン）［両日実施］  

③ハイブリッドソーラーカーを作ろう ※参加無料 

（実施：WWF ジャパン）［28 日(土)14:00～  2～3 回実施予定］  

 カウントダウンイベント （小雨決行、荒天中止） 

アースアワー2015 親善大使「横浜 F・マリノス 」 

チームキャラクター「マリノスケ」、公式チアリーディングチーム 

「トリコロールマーメイズ」と一緒に消灯カウントダウン 

［28 日(土)  20:00～20:40 予定（消灯は 20：30～）］ 

  など 

  ※詳細は、内容が固まり次第ＷＷＦジャパン特設サイトで紹介されます。 

   http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/ 

 

 

＜アースアワーのお問合せ・取材申込み＞ 

ＷＷＦジャパン広報室     Tel:03-3769-1714 ／ press@wwf.or.jp 

※ 3 月 27 日・28 日の当日に取材をご希望される場合は、直接会場（運河パーク）にお越しいただき、 

ＷＷＦジャパン広報担当（山本）まで、お声掛をお願い致します。 

 

＜横浜 F・マリノスの参加について＞ 

   横浜マリノス株式会社 広報室   Tel:045-277-2308 

 

お問合せ先 

温暖化対策統括本部 調整課長    伊藤 友道     Tel  045-671-4108   

■環境未来都市 
環境問題や超高齢化への対応などの様々な社会的課題に総合的に取

り組んで活力ある都市をつくる、国のプロジェクト。 

横浜市は、平成23年12月、国から「環境未来都市」に選定されました。

＜URL＞ http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/futurecity/ 

２．関連イベント 

＜昨年度の自転車発電アート作品＞

＜昨年度のカウントダウン風景＞ 

(c)GreenApple 

＜アースアワー2015 親善大使＞ 

(c) Y.F.M 



 
（参考１）ＷＷＦ（World Wide Fund for Nature、世界自然保護基金）について 

 

○ 約 100 カ国で活動している環境保全団体。1961 年に、絶滅のおそれのある 

野生生物を救うことから活動をスタートし、その後、野生生物が生きる上で 

必要とする、様々な自然環境、森や海、草原、湿地などの生態系の保全に活 

動の範囲を拡大。地球環境の保全を目指し、現在は温暖化を含めた多様な環 

境問題への取り組みを行っている。 

 ○ 日本では、1971 年に世界で 16 番目の支部として公益財団法人世界自然保護基金ジャパン

（ＷＷＦジャパン）が設立。（名誉総裁：秋篠宮文仁親王殿下、会長：德川恒孝） 

 

 

 

（参考２）一般社団法人横浜みなとみらい 21 について 
 

○ みなとみらい 21 地区内の土地・建物所有者、施設管理運営者等 

により構成され、みなとみらい 21 地区の魅力を高め、質の高い都 

市環境の維持・向上を図るため、街づくりや環境対策、文化・プ 

ロモーション活動などを通じて、みなとみらい 21 地区全体のエリ 

アマネジメントを行っている。 

 （横浜みなとみらい 21 公式サイト）http://www.minatomirai21.com/ 

 

 

（参考３）運河パーク（横浜市中区新港 2－1） 



 
ＷＷＦジャパン 
〒105-0014 
東京都港区芝3-1-14 
日本生命赤羽橋ビル６Ｆ 

 Tel: 03-3769-1711(代) 
Fax: 03-3769-1717 
www.wwf.or.jp 

 

 

 

このプレスリリースと関連資料はＷＷＦジャパンのウェブサイトでもご覧いただけます (http://www.wwf.or.jp) 

WWF(世界自然保護基金)は、世界約100カ国で活動している地球環境保全団体です 

WWF– World Wide Fund For Nature  
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世界最大の環境キャンペーン 

『アースアワー2015』を3月28日（土）に実施 
横浜F・マリノスが親善大使に！横浜市も消灯に参加 

 

世界各国に拠点をもつ WWF（世界自然保護基金）では、毎年恒例の

『アースアワー』を、3 月 28 日（土）に実施いたします。『アースア

ワー』は、午後 8 時 30 分～9 時 30 分の１時間、照明を消すことで、地

球温暖化防止の決意を表明する、世界最大の環境キャンペーンです。日

本では、今年も横浜市の後援を受け、アースアワーの時間にみなとみら

い地区の夜景が一斉に消灯します。また、アースアワーのイベント会場

である横浜市をホームタウンとして活動をしているプロサッカーチーム

横浜 F・マリノスがアースアワー親善大使に就任し、アースアワー2015

を盛りあげていきます。 

 

■『アースアワー（Earth Hour）』とは 

「一人一人の力を合わせ、みんなの気持ちがつながれば、必ず温暖化を防げる」という思いのもと、2007年にオースト

ラリアで始まった参加型キャンペーンです。世界各地の人々が、同じ日の同じ時刻に照明を消すことにより、温暖化防止

と環境保全の意志を示します。 
『アースアワー』はまず、日付変更線のすぐ西側に位置する南太平洋諸国で始まり（日本時間の午後5時30分～）、順

次、現地時間の午後8時30分を迎えた地域で実施されます。時差の関係から、東から順に消灯がぐるりと地球を一周しま

す。 

 

■昨年は162カ国・7000以上の都市や町が参加 

『アースアワー』は年々規模が拡大しており、昨年2014年は162カ国以上、7000を超える都市や町が参加しました。 
東京タワー、広島城、エンパイア・ステート・ビルディング（米国）、ゴールデンゲートブリッジ（米国）、タイペイ

101（台湾）、テーブルマウンテン（南ア）など世界のランドマークが毎年消灯しています。 

 

■今年もみなとみらいが消灯します！ 

日本でのイベント開催地となる横浜市は、自治体としてアースアワー参加を表

明しており、一般社団法人横浜みなとみらい21の協力のもと、コスモクロック21

や横浜ランドマークタワーなど、みなとみらい地区を象徴するランドマークをは

じめ、事業者・ホテル等の施設、市民の皆さまが消灯をおこないます。 

（消灯施設の詳細は別添資料参照）。 

 

 

 

 

次ページに続く 

消灯前 

消灯後 

▲2014年の消灯の様子 

http://www.wwf.or.jp/


 

 

このプレスリリースと関連資料はＷＷＦジャパンのウェブサイトでもご覧いただけます (http://www.wwf.or.jp) 

WWF– World Wide Fund For Nature (also known as World Wildlife Fund) 

■2015年、日本のアースアワー親善大使は横浜F・マリノス 

毎年著名人が務める親善大使には、今年はイベント会場でもある横浜市をホーム

タウンとして活動をしているプロサッカーチーム横浜F・マリノスが親善大使を務

め、国内外に広く日本のアースアワーを発信していきます。 

※横浜F・マリノスの地域貢献活動の一貫としてアースアワー親善大使を務めます。 

 

■イベント『Earth Hour 2015 in Yokohama』 

会場では、今年のテーマでもある「自然エネルギー」を身近に感じてもらえるワークショップを展開し、イベントで使用

する電力は全て自然エネルギーでまかない、環境へも配慮したイベントを実施します。 

 

日時：3月27日（金）17：00～21:30、3月28日（土）14：00～21：30(※消灯時間は3/28(土)20:30～20:40の10分間です。) 

会場：みなとみらい地区 運河パーク 

内容：●アーティスト集団「ミラーボーラーズ」による参加型自転車発電アート作品の展示 

●参加型ワークショップ 

1）ソーラーLEDライトでランタンを作ろう！（実費） 2）グリーンエネルギーで作るグリーンスムージー（実費） 

3）ハイブリッドソーラーカーを作ろう（28日14:00～ 2～3回実施予定、参加無料） 

●消灯カウントダウン（28日 20:00～20:40 の間を予定） 

アースアワー2015親善大使横浜F・マリノスのマスコットキャラクター「マリノスケ」、公式チアリーディングチ

ーム「トリコロールマーメイズ」と一緒にカウントダウン。 

 

主催：ＷＷＦジャパン    後援：環境省、横浜市 

協賛：株式会社エコリカ 

協力：一般社団法人横浜みなとみらい２１、日産自動車株式会社、パナソニック株式会社、株式会社モンベル、 

横浜F・マリノス 

 

■個人・企業・団体へのアースアワー参加よびかけ 

アースアワー特設サイトおよびFacebookページをプラットフォームに、参加呼びかけをおこなっています。国内の参加状

況や世界各国での様子、個人・企業の皆様からの投稿も歓迎しています。 

●特設サイト「アースアワー2015」http://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour/ 

●Facebookページ「Earth Hour Japan」https://www.facebook.com/EarthHourJapan 

 

■別添資料 

１）３月４日現在、アースアワーへの参加を表明している企業・団体・自治体リスト 

２）横浜市記者発表資料（同日配信） 

３）横浜F・マリノス記者発表資料（同日配信） 

※国内自治体・企業・団体等の今年の参加状況につきましては、上記のFacebookページにて随時発表します。 

※各企業・団体・自治体における参加の詳細につきましては、各々のご担当者様に直接お問い合わせください。 

 

■取材のお申込み・お問合せ先 

アースアワーについて：ＷＷＦジャパン広報室  Tel: 03-3769-1714 E-mail：press@wwf.or.jp 

横浜市の参加について：横浜市温暖化対策統括本部 調整課長 伊藤 友道: Tel 045-671-4108 

横浜F・マリノスの参加について：横浜マリノス株式会社 広報室 吉久 潤 Tel 045-277-2308 

（C）Y.F.M 

http://www.facebook.com/EarthHourJapan
mailto:press@wwf.or.jp


【別添資料①】　３月４日現在、アースアワーへの参加を表明している企業・団体・自治体リスト

（2015年3月4日現在　※掲載を承諾いただいた参加主体のみ）
参加主体名称

自治体等 （50音順） 神奈川県
多治見市

横浜市
横浜市 モニュメント 神奈川県庁（キングの塔）

（50音順） 鶴見つばさ橋
横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール
よこはまコスモワールド（大観覧車「コスモクロック21」）
横浜税関（クイーンの塔）
横浜市開港記念会館（ジャックの塔）      
横浜ベイブリッジ
横浜ランドマークタワー

企業・店舗・その他 アニヴェルセルみなとみらい横浜
（50音順） M.M.TOWERS にお住いの皆様

M.M.TOWERS FORESIS にお住いの皆様
MMパークビル
大佛次郎記念館
クイーンズタワーＡ
クイーンズタワーＢ
クイーンズタワーＣ
グランドオリエンタルみなとみらい
県民共済プラザビル
スーパーオートバックス横浜みなとみらい
象の鼻テラス
TOCみなとみらい

東京藝術大学大学院映像研究科馬車道校舎（旧富士銀行横浜支店）
ナビオス横浜
日産自動車グローバル本社・日産グローバル本社ギャラリー
ニューオータニイン横浜
人形の家
BankART Studio NYK
富士ゼロックス 横浜みなとみらい事業所
Brillia Grandeみなとみらいにお住いの皆様
MARK ISみなとみらい
三菱重工横浜ビル
みなとみらいグランドセントラルタワー
みなとみらいセンタービル

みなとみらいミッドスクエア　ザ・タワーレジデンス にお住いの皆様

横浜アイマークプレイス
横浜F・マリノス
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
横浜桜木町ワシントンホテル
ヨコハマ創造都市センター（旧第一銀行横浜支店）
横浜美術館
横浜ベイホテル東急
横浜みなとみらい万葉倶楽部

横浜ロイヤルパークホテル
横浜ワールドポーターズ

横浜市以外 モニュメント クロスランドタワー
（50音順） 五稜郭

ツインアーチ138
通天閣
東京タワー

企業・店舗・その他 イケア・ジャパン株式会社
（50音順） ウェスティンホテル東京

株式会社エコリカ
株式会社大塚商会

キリンビール株式会社

株式会社幸伸

株式会社島津製作所

株式会社白鳩

株式会社モンベル
(次頁に続く）
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企業・店舗・その他 シャングリ・ラ　ホテル　東京
（50音順） 日本郵船株式会社

パナソニック株式会社

ヒルトン福岡シーホーク
ホテルヴィラ　フォンテーヌ東京汐留

メルキュールホテル沖縄那覇

丸二倉庫株式会社

株式会社リアルメディアジャパン

※営業上、安全上支障のない範囲での取組です。
※消灯アクションについては、1時間に満たない範囲で参加いただけるとこ
ろもあります（横浜市みなとみらい21地区の施設に関しては20時30分から
10分間の消灯が多いと思われます）。


