
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 27 日（土）の 20 時 30 分から世界規模の消灯アクション『EARTH HOUR（アースアワー）』がオ

ンラインにて実施されます。「アースアワー」に共感する、市内の 146 企業・団体の皆様が、ライトダ

ウンなど様々な形で参加・協力します。（３月 17 日現在）（別紙１のとおり） 

コロナ禍にあっても脱炭素化への歩みを止めることはできません。 

気候変動、そして新型コロナウイルスという、私たちが直面する大きな課題を乗り越え、すばらし

い未来を将来につないでいくため、アースアワーを通じて、ここ横浜からメッセージを発信します。 

 

EARTH HOUR とは 

世界中の人々が、同日同時間に電気を消すアクションを通じて、「地球の環境を 

守りたい」という想いをわかちあう世界各地をつなぐ消灯リレー。 

2007 年に WWF オーストラリアで始まりました。2020 年は全世界で 190 の国と地域が「EARTH HOUR」へ参加

しました。今年、日本では、横浜市をはじめ東京都や広島県、広島市など様々な都市が参加し、世界とつな

がります。 

 

EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA 
3 月 27 日のアースアワー当日は、消灯カウントダウンなどのイベントをオンラインで開催します。 

 

■ライトダウンイベント 

日時 令和３年３月 27 日（土）11 時から 20 時 40 分まで（予定） 

消灯は 20 時 30 分から。 

場所 オンライン （横浜市役所１階アトリウムから配信） 

内容 ・若者世代による環境メッセージの発信 

    ・他会場（東京・鹿児島など）との中継 

    ・温暖化対策に取り組む若者による新たなネットワーク「チーム ZERO YOUTH 横浜」※の設立宣言 

・消灯カウントダウン など 

当日プログラム案については別紙２をご参照ください。 

詳細：EARTH HOUR 2021 特設ページ（視聴方法など、随時情報を更新します） 

http://yokohama.localgood.jp/earthhour2021/   

 取材：ご希望の場合は 3 月 26 日（金）17 時までに温暖化対策統括本部調整課（裏面、「お問合せ先」参

照）までご連絡ください。 

 

※2050 年までの脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」の実現に向けた市内の大学生を中心とするメンバーに 

よるネットワーク。横浜市との連携により、温暖化対策に関するアンバサダー活動、SNS を活用した情報 

発信、各種イベント・セミナー開催、海外との連携などの活動を予定。 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 2 2 日 
温 暖 化 対 策 統 括 本 部 調 整 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

3 月 27 日（土）『EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA』 

オンラインにて開催します！ 

裏面あり 



 

  

 

 

★消灯時間に合わせ、横浜港の船舶が汽笛を鳴らします！  

アースアワー当日の３月 27 日（土）20 時 30 分の消灯開始に合わせて、帆船日本丸、日本郵船氷川丸、 

マリーンルージュ、ロイヤルウイング（50 音順）の各船が汽笛を吹鳴します。 

協力：公益財団法人帆船日本丸記念財団、日本郵船株式会社、株式会社ポートサービス、 

株式会社ロイヤルウイング 

 

★コスモクロック 21 が SDGs 色に染まります！ 

アースアワー当日の３月 27 日（土）に、みなとみらい 21 地区に所在する観覧車である

コスモクロック 21 が SDGs 色にライトアップされます。 

協力：泉陽興業株式会社 

 

 

EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA 事前イベント 

アースアワー当日に向けた事前イベントが開催中です。 

 

■EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA 連続プレセミナー 

３月上旬から実施していたオンラインセミナーの最終回が開催されます。 

 ・第６回セミナー「私たちが出した炭素のゆくえ～生態系を活用した気候変動緩和策～」 

  ３月 26 日（金）13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

詳細：http://yokohama.localgood.jp/earthhour2021/   

 

 ※第１回～第５回セミナーは、YouTube のアースアワー特設チャンネルからご覧になれます。 

  https://www.youtube.com/channel/UCyHSnTCLEJM8sc1tVPfklpw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

（EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA に関すること） 
温暖化対策統括本部調整課担当課長   宮島 弘樹 Tel: 045-671-2336 

070-2612-4470（当日のご連絡はこちら） 

（EARTH HOUR 2021 全体に関すること） 
WWF ジャパン ブランド・コミュニケーション室プレス担当 新井秀子 Email: press@wwf.or.jp 

SDGs カラーホイール 



 

  

 

 

 

 

 

★みなとみらい２１地区においては、（一社）横浜みなとみらい21 が会員企業の皆様等に、消灯へ

の参加を呼びかけています。 

 

 

キングの塔(神奈川県庁)、クィーンの塔(横浜税関)、THE BAYS（旧関東財務局）、ジャックの塔(横浜市

開港記念会館)、象の鼻テラス、鶴見つばさ橋、横浜ベイブリッジ(首都高速道路㈱)、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）、人形の家、BUKATSUDO、大佛次郎記念館、PLOT48、

山手西洋館（（公財）横浜市緑の協会)、M.M.TOWERS にお住まいの皆様、M.M.TOWERS FORESIS にお住

まいの皆様、M.M. MID SQUARE にお住まいの皆様、Brillia Grande みなとみらい にお住まいの皆様、

横浜美術館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）、横浜マリンタワー、スターバックス コーヒー 

ジャパン株式会社（横浜市役所ラクシスフロント店、横浜ビブレ店、横浜ハンマーヘッド店、みなとみ

らい東急スクエア店、横浜ベイクォーター店、横浜公園店、横浜アイマークプレイス店、横浜スカイビ

ル店、日吉店、横浜モアーズ 8 階店、エトモ綱島店、鎌倉店）、台湾甜商店横浜みなとみらい店、プリ

ンス電機株式会社本社 本社工場、日総工産ビル新館 3 階・4 階、株式会社イーツー・インフォ、横浜

野村ビル（野村不動産）、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜、川本工業ビル、OCEAN GATE MINATO MIRAI

（株式会社ザイマックスアルファ）、富士ゼロックス株式会社 横浜みなとみらい事業所、クイーンズ

スクエア横浜、日経管財株式会社、丸忠建工株式会社、日生発條株式会社、エルゴテック株式会社、帆

船日本丸（公益財団法人 帆船日本丸記念財団）、よこはまコスモワールド 大観覧車「コスモクロック

21」、日産グローバル本社／日産グローバル本社ギャラリー、ヨコハマ グランド インターコンチネン

タル ホテル、みなとみらい東急スクエア（株式会社みなとみらい東急スクエア）、南設備工業株式会

社、みなとみらい二十一熱供給 センタープラント（みなとみらい二十一熱供給株式会社）、横浜シテ

ィ・エア・ターミナル株式会社、富士ソフト本社ビル（富士ソフト株式会社）、株式会社 ライフ・コ

ア横浜 本社、有限会社 鴨居造園、有限会社プラスエヌ、株式会社横浜セイビ、株式会社興友社本

社、株式会社コア・エレクトロニックシステム、株式会社大山組建材、旭建設株式会社、株式会社シュ

ービ、大雄建設株式会社、株式会社中原建設、生駒造園土木株式会社 本社、清美工営株式会社、株式

会社 立花屋、株式会社 大相建設、株式会社日興タカラコーポレーション 横浜本店、株式会社グリ

ーン・パートナーズ、第一白井ビル（白井組）、千代田建設株式会社、高尾工業株式会社、メルビック

電工株式会社、向洋電機土木株式会社、株式会社大川印刷、株式会社 KN コーポレーション、飯塚行政

書士事務所、株式会社ヘルツ、株式会社ルミネ 横浜店、ナトリ電設株式会社、ハマボール EAS、汲

沢電設有限会社、キンセイ食品株式会社 本社工場・中里工場・横浜営業所、株式会社アクアパルス、

株式会社 新世、株式会社港薬品造園、イケア・ジャパン株式会社 IKEA 港北、株式会社崎陽軒、横浜

モアーズ、パシフィックマークス新横浜 10F、横浜環境デザイン、株式会社ヤマソウヨコハマ、株式会

社ヤマヤ土建、株式会社 東邦製作所、株式会社栄港建設、株式会社山本建設、今井建設株式会社、吉

川海事興業株式会社、秋葉メンテナンス株式会社、株式会社協進印刷、株式会社チュウバチ、MINATO 株

式会社横浜オフィス、プロジェクトチーム 2030 事務局、株式会社横山電気工業、株式会社長野工務店、

南州ビル、株式会社タスクフォース、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ、株式会社アシスト、株

式会社キクシマ、日本エンジニアリング株式会社、株式会社 Sansei 本社事務所、横浜武道館（株式会

社ＹＯＫＯＨＡＭＡ文体）、渡辺組関内ビル（株式会社渡辺組）、横浜市中スポーツセンター、横浜市西

スポーツセンター、横浜市南スポーツセンター、横浜市港南スポーツセンター、横浜市保土ケ谷スポー

ツセンター、横浜市金沢スポーツセンター、横浜市都筑スポーツセンター、横浜市栄公会堂及び栄スポ

ーツセンター、ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター、株式会社カツマタ、お母さん業界新聞社、 

 

 

 

 

参加施設等一覧（順不同） 
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三菱電機（株）神奈川支社、ルーデンス株式会社、横浜ベイホテル東急、日産スタジアム（（公財）横

浜市体育協会）、株式会社ニコン 横浜地区、株式会社大塚商会、愛光電気株式会社、相模鉄道株式会

社、相鉄ステーションリテール株式会社、相鉄企業株式会社、相鉄ビジネスサービス株式会社、相鉄ホ

ールディングス株式会社、相鉄フレッサイン（横浜戸塚、横浜桜木町、横浜駅東口）、新相鉄ビル 相

鉄ジョイナス、相鉄本社ビル、相鉄港南台ビル 港南台バーズ部分、二俣川駅北口共同ビル 相鉄ライ

フ二俣川、コプレ二俣川ビル ジョイナステラス二俣川、三ツ境ビル 相鉄ライフ三ツ境、相鉄緑園都

市共同ビル 相鉄ライフ緑園都市、相鉄いずみ野駅北口ビル 相鉄ライフいずみ野、相鉄いずみ中央

ビル 相鉄ライフいずみ中央、そうてつローゼン（希望が丘店、三ツ境店、緑園都市店、いずみ中央

店、ジョイナステラス二俣川店）、マツダオートザム港南、横浜三井ビルディング（三井不動産株式会

社）、楽ヨガ、櫻井造園土木株式会社、横浜ワールドポーターズ（株式会社横浜インポートマート）、

みなとみらい学園、ことぶき協働スペース、有限会社ドラドンシステム、株式会社 Woo-By.Style オフ

ィス、横浜市旭スポーツセンター、CIAL 桜木町（株式会社横浜ステーシヨンビル）、河野建設株式会

社本社・現場詰所・置場、蒲工株式会社 

（その他、非公開希望８社） 
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EARTH HOUR 2021 in YOKOHAMA 3月27日(土) オンラインイベント・プログラム 
 

時間 タイトル 登壇者 

11:00 オープニング・セッション  

11:30 
 

① 高校生・大学生による温暖化対策の取組み提案 
・フェリス女学院大学、神奈川県立希望ケ丘高校 
② 市内小学校の取り組み紹介【動画紹介】 
・本町小学校（中区）、羽沢小学校（神奈川区）、相沢小学校（瀬谷区）からのビデオメッセージ 

横浜市地球温暖化対策推進協議
会、横浜すぱいす、神奈川県立希
望ケ丘高校、東京都市大学、横浜
国立大学、フェリス女学院大学、
大川印刷 ほか 

13:00 
 
 

「One Health 地球温暖化と健康」 
・「動物由来感染症（人獣共通感染症）」への対策強化に向けて、医師、獣医師など、人・動物・環境の各分野に携
わる専門家が連携して取り組むOne Healthの普及に向け、ディスカッションを行います。 

横浜国立大学 

13:30 
 

鹿児島市からの中継 
・WWFとの連携によりアースアワーに参画する鹿児島市と中継し、かごしま環境未来館からのオンライン映像をライ
ブ放映します。 

鹿児島市 かごしま環境未来館 

14:00 
 

「横濱OneMMが語る”みなとみらい”と”みんな”と”みらい”」 
・みなとみらい21地区の企業に在籍する若手社員による団体「横濱OneMM（通称、おねむ）」による、エコをテー
マにしたトークイベント 

横濱OneMM ほか 

15:00 
 
 

[チームZERO YOUTH 横浜] 設立宣言〜若者たちのメッセージ〜 
・ゼロカーボンヨコハマの実現に向けた、市内の大学生を中心とするメンバーによるネットワーク『チームZERO YO

UTH 横浜』の設立宣言と、未来の活動に向けたビジョンを発信します。 

「チームZERO YOUTH 横浜」、
横浜市 ほか 

別紙２ 
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15:40 
 

＜15分＞横浜市立大学 ReLife 
「企業の廃棄問題と社会問題を同時に解決」 
ビジネスコンテストグランプリ「よこはまアイディアチャレンジ」最優秀賞を受賞した横浜市立大学芦澤研究室によ
る発表をお届けします。 

横浜市立大学 芦澤研究室メンバ
ー 

16:00 
 

AEA横浜支部による、訪日外国人を案内する子どもによる日本語と英語での発表 
・子どもと保護者に向け、英語を学ぶ「実践の場」を提供するNPO法人「AEA（All Education Academy）横浜支
部」による、子どもたちによるメッセージをお届けします。 

AEA横浜支部 

16:30 
 

関内まちづくり振興会セッション 
・歴史・文化・自然と共生しながら国際港横浜の玄関口にふさわしい、国際色豊かなまちづくりを進める「関内まち
づくり振興会」による、エコタウン化プロジェクトに関する情報を発信します。 

・環境関連の取り組み紹介：一戸町との連携ほか 
・関内の子どもたちからのメッセージ 

関内まちづくり振興会 

17：00 休憩  

18:00 
 
 

「若者たちのアクション－ヨーロッパで日本で」 
・イクレイジャパン、横浜市、学生などのメンバーにより、ゼロカーボンの実現に向けた若者の役割や、海外におけ
る若者によるムーブメントなどに関するトークイベント。 

イクレイ日本、横浜市、「チームZ
ERO YOUTH 横浜 ほか 

20:00〜
20:40 
 

まもなくライトダウン 各地中継 
（東京・広島・鹿児島など） 
消灯直前 ライトダウンカウントダウン 

 

※プログラムは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください 


