
横須賀市地球温暖化対策地域協議会 

平成 25年度 第４回理事会 次第 

 

日時：平成 25年 11月５日（火）午後１時 30分 

場所：横須賀市役所  301会議室（３号館３階） 

 

 

１．開 会 

 

 

２．議 題 

 

（１）協議会ホームページの開設について 

 

（２）平成 25年度一般会計予算の修正について 

 

（３）上半期事業報告及び予算執行状況について 

 

 

３．その他 

 

（１）理事会のスケジュールについて 

 

（２）イオンリテール㈱イオン久里浜店様からのご寄附について 

 

（３）アメニティーグッズの購入について 

 

 

４．閉 会 



横須賀市地球温暖化対策地域協議会 役員名簿 

                      平成 25年 11月５日現在 

 

※ 役員の任期は、平成 24年 4月 19日から２年間 

 

役職名 団 体 名 氏 名 プロジェクトチーム/単独 

会 長 
一般財団法人電力中央研究所 

横須賀運営センター 
境  賢二 単独 

副会長 横須賀「水と環境」研究会 高橋 弘二 
環境教育・環境学習ＰＴ 

（リーダー） 

理 事 個人会員 高橋 正明 
省エネ推進ＰＴ 

（リーダー） 

〃 株式会社クリーンパトロール 木村 哲夫 
省エネ推進ＰＴ 

（サブリーダー） 

〃 東芝ライテック株式会社 鈴木  衛 
省エネ推進ＰＴ 

（サブリーダー） 

〃 個人会員 寺澤 克徳 
再エネ普及促進ＰＴ 

（リーダー） 

〃 企業組合ロハス環境コンサル 榎本  裕 
環境教育・環境学習ＰＴ 

（サブリーダー） 

〃 
東京電力株式会社藤沢支社 

横須賀営業センター 
下田 一彦 

環境教育・環境学習ＰＴ 

（サブリーダー） 

〃 京浜急行電鉄株式会社 横内 千明 単独 

〃 東京ガス株式会社横浜支店 酒井 克人 単独 

〃 横須賀商工会議所 袖山 信彦 単独 

〃 横須賀商店街連合会 森   昭 単独 

〃 公益社団法人横須賀青年会議所 小林 幹人 単独 

〃 株式会社横須賀建具アルミセンター 金野 雅雄 単独 

監 事 横須賀市消費生活研究会 佐々木 道子 環境教育・環境学習ＰＴ 

〃 個人会員 大友 洋子 
環境教育・環境学習ＰＴ 

省エネ推進ＰＴ 



資料 １ 

協議会ホームページの開設（案）について 

 

１ 事業内容 

（１）概要 

  平成25年度に協議会独自のホームページを専用サーバーに構築し、平成26年度以

降、協議会活動の情報発信を行うためのホームページを開設する。 

 

（２）目的 

  ホームページから情報発信を行うことで、より幅広い層に協会の活動内容等をア

ピールする。また、会員自らがホームページを更新可能とすることで、協議会活動

の活性化、及び、情報共有の場としての役割を担うことが期待できる。 

  将来的には、各種講座等、協会事業の受付を行うことも検討していく。 

 

２ 予算額 

（１）算出根拠 

  ①初期導入費用（平成25年度協議会予算から支出 25年度末払い） 

210,000円（５％税込）ホームページ構築費 

100,000円      協議会パソコンの購入費 

  ②運用・維持費（平成26年度以降協議会予算から支出 毎年度末払い） 

   108,000円/年（８％税込）ドメイン費、サーバーメンテナンス 

    72,000円/年       協議会パソコンの通信費 

 

（２）財源 

  横須賀市地球温暖化対策地域協議会 市交付金及び自主財源 

 

３ スケジュール（11/5 理事会での承認以降） 

  2013/11 作成開始  （サーバー、ドメイン取得、各頁の作成） 

  2014/02 テスト版稼働（一般公開はしません、確認、手直し等を行います） 

      /04  公開開始  （市ホームページからリンクをはる等、一般公開します） 

 

４ その他 

参考資料：横須賀市地球温暖化対策地域協議会ホームページ階層図



横須賀市地球温暖化対策地域協議会

概 要
・協議会の概要
・協議会規約
・入会案内

活動内容
・活動報告（年度毎）
・総会・理事会の開催状況

協議会
ニュース

・バックナンバーの公開

イベント
情 報

・エコクッキング教室開催
・みどりのカーテン講座
・エコポイント募集中 etc

トピックス

・計測器貸出中
・夏の打ち水
・エコポイント募集中

・
・
・
・ etc

（ページ①）

（ページ②）

（ページ③）

（ページ④）

エコポイント募集中！

対象：期間中にエコな・・・・・・・・
期間：○月○日～○日
応募方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（トップページ）

（トピックスページ）

横須賀市地球温暖化対策地域協議会ホームページ階層図
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【収入の部】 （単位：円）

交　付　金 700,000 700,000 0 市からの交付金

雑　収　入 346,000 0 346,000 預金利息、参加費

寄附金 346,000 0 346,000 イオンからの寄附金

繰　越　金 2,071,069 2,071,069 0 前年度からの繰越金

3,117,069 2,771,069 346,000

【支出の部】

事　業　費 1,304,000 994,000 310,000

省エネ推進PT 240,000 240,000 0 節電コンクール等

再エネ普及促進
PT

150,000 150,000 0 事業経費

環境教育・環境学
習PT

300,000 300,000 0
子ども環境体験教室
ゆめコープイベント日当

エコクッキング 24,000 24,000 0 参加費助成

節電啓発事業 220,000 220,000 0
LED電球購入費、緑のカーテン
講習会講師謝礼等

協議会ニュース５
周年記念号

60,000 60,000 0 印刷費

ホームページ 310,000 0 310,000
ホームページ構築費
パソコン購入費

事　務　費 50,000 50,000 0 郵送代、用紙代

予　備　費 1,763,069 1,727,069 36,000

3,117,069 2,771,069 346,000

25年度
修　正

予算額(A)

25年度
年度当初

予算額(Ｂ)

増減額
（A-B） 説　　明

合　　　計

合　　　計

科　　　目

横須賀市地球温暖化対策地域協議会
平成25年度 一般会計予算 修正（案）

年度当初予算額比較表

25年度
修　正

予算額(A)

25年度
年度当初

予算額(Ｂ)

増減額
（A-B）科　　　目 説　　明

資料 ３－１



【収入の部】 （単位：円）

交　付　金 700,000 800,000 △ 100,000 市からの交付金

雑　収　入 346,000 0 346,000 預金利息、参加費

寄附金 346,000 0 346,000 イオンからの寄附金

繰　越　金 2,071,069 1,585,267 485,802 前年度からの繰越金

3,117,069 2,385,267 731,802

【支出の部】

事　業　費 1,304,000 1,040,000 264,000

省エネ推進PT 240,000 240,000 0 節電コンクール等

再エネ普及促進
PT

150,000 150,000 0 事業経費

環境教育・環境学
習PT

300,000 300,000 0
子ども環境体験教室
ゆめコープイベント日当

エコクッキング 24,000 0 24,000 参加費助成

節電啓発事業 220,000 150,000 70,000
LED電球購入費、緑のカーテン
講習会講師謝礼等

協議会ニュース５
周年記念号

60,000 100,000 △ 40,000 印刷費

５周年記念イベン
ト

0 100,000 △ 100,000

ホームページ 310,000 0 310,000
ホームページ構築費
パソコン購入費

事　務　費 50,000 50,000 0 郵送代、用紙代

予　備　費 1,763,069 1,295,267 467,802

3,117,069 2,385,267 731,802

25年度
修　正

予算額(A)

24年度

予算額(Ｂ)

増減額
（A-B） 説　　明

合　　　計

合　　　計

科　　　目

横須賀市地球温暖化対策地域協議会
平成25年度 一般会計予算 修正（案）

前年度予算額比較表

25年度
修　正

予算額(A)

24年度

予算額(Ｂ)

増減額
（A-B）科　　　目 説　　明

資料 ３－２



 

 

 

資料 ４ 

横須賀市地球温暖化対策地域協議会 

平成 25年度 上半期事業報告 

１．会議の開催 

 

２．プロジェクトチーム事業 

（１）省エネルギー推進プロジェクトチーム 

 ①節電コンクールの募集催 

      ・対 象   市内の小・中学生 

・募集期間  ７月～９月（募集期限は、９月 13日） 

・応募数   19点（小学生 19点、中学生０点） 

 ②緑のカーテンコンテストの募集 

      ・対 象   緑のカーテン講習会に参加した市民 

・募集期間  ６月～９月（募集期限は、９月 10日） 

・応募数   14点 

 ③環境ポスターでの「節電特別賞」の募集 

      ・対 象   市内の小・中学生 

・募集期間  ７月～９月（募集期限は、９月 13日） 

・応募数   104点（小学生 101点、中学生３点） 

 ④よこすかライトダウンの実施 

      ・対 象   温暖化対策協議会会員および一般市民 

・実施日   ７月７日（事業所は、７月８日） 

・報告期限  ７月 19日 

・報告数   家庭２件、事業所 33件 

⑤節電コンクール・緑のカーテンコンテスト・環境ポスター「節電特別賞」審査会の開催 

・開催日   10月 11日 

・審査員   会長、副会長及び省エネ PTチーム 

・審査結果  節電コンクール 最優秀賞１点 優秀賞４点 佳作５点 

       緑のカーテン  最優秀賞１点 優秀賞３点 佳作 10点 

・表彰式   節電コンクール、緑のカーテン 11月５日 市役所 正庁 

       環境ポスター  平成 26年２月「環境フォーラム」（市主催）で表彰予定 

会議 時期 議案等 

定期総会 ４月 17日 
・平成 24年度事業報告及び決算報告 

・平成 25年度事業計画案及び予算案報告 

理事会 

４月９日 
・平成 24年度事業報告及び決算報告の承認 

・平成 25年度事業計画案及び予算案の審議 

４月 17日 ・平成 25年度事業計画及び予算の承認 

５月 15日 
・よこすかエコポイント事業について 

・協議会ニュースについて 

プロジェクトチーム会議 随時 ・各プロジェクトチームでの活動内容の検討等 



 

 

 

（２）再生可能エネルギー普及促進プロジェクトチーム 

    より広いスペースを確保できる公共施設のソーラー発電実施推進への橋渡しの検討を行った。 

 

（３）環境教育・環境学習プロジェクトチーム 

 ①子ども環境体験教室の開催 

  ・内 容    地球温暖化について教材や工作により体験的に学ぶ教室の開催 

・対 象    小学３年生～６年生 

  ・開催日    ８月９日、10月 15日 

  ・参加者    計 29名（８月９日 11名、10月 15日  18名） 

②市内で開催されたイベントへの出展 

      ・内  容    エコトランクを活用した環境啓発 

・出展イベント ゆめコープまつり 

・対 象    来場の親子（約 50名） 

・出展日    ９月７日 

 

３．エコクッキング体験 

   ・内 容    東京ガスと連携し、食を通じて環境を考える体験教室の開催 

   ・対 象    小中学生 

   ・開催日    ８月６日、８月 22日 

   ・参加者    計 27名（８月６日 17名、８月 22日 10名） 

 

４．節電に関する啓発事業 

（１）よこすか節電チャレンジの募集 

   ・内 容     夏季の電気使用量が昨年または一昨年を超えなかった市民に抽選で 50名に

ＬＥＤ電球をプレゼントする。 

   ・募集期間    ９月２日～10月 15日 

   ・応募件数   130件（57世帯） 

 

（２）見える化機器の貸出し 

      ・貸出機器   ワットモニター    10台 

省エネナビ       ４台 

   ・貸出件数   ワットモニター    ４件（９月 30日現在）累計※39件 

省エネナビ      ４件（   〃   ）累計 20件 

            ※平成 24年 6月 29日から貸し出しを開始 

 

（３）緑のカーテン講習会の開催 

・開催時期   ５月１４日 

  ・募 集 数   52名 

 

（４）市内で開催されたイベントへの出展 

      ①よこすか子育て教育フェア 2012への出展 



 

 

 

・内  容    キャンドルナイト用グラスペイントによる環境啓発 

・出展日    ５月 12日 

・対 象    来場の親子（約 30名） 

 

     ②電力中央研究所公開への出展 

・内 容    キャンドルナイト用グラスペイントと環境クイズによる環境啓発 

   ・出展日    10月 19日 

   ・対 象    来場者（約 100名） 

 

５．協議会ニュースの発行 

   ・発行月     ６月 

   ・発行数     800部 

・配布先     会員、市出先機関等 

 

６．エコポイント事業の実施 

   ・内  容       住宅用太陽光発電システムを設置した市民に対し１万円の PASMOを進呈 

   ・受付開始   ６月 20日 

   ・受付件数   108件（９月 30日現在） 



 

 

 

【収入の部】 （単位：円）

予算額(A) 上半期 予算残額 説明
収入済額（B) （A-B)

交　付　金 700,000 700,000 0 市からの交付金

雑　収　入 0 5,705 △ 5,705 預金利息、参加費

繰　越　金 2,071,069 2,071,069 0 前年度からの繰越金

合　　　計 2,771,069 2,776,774 △ 5,705

【支出の部】

予算額(A) 上半期 予算残額 説明
支出額（B) （A-B)

事　業　費 994,000 219,004 774,996

省エネ推進PT 240,000 6,155 233,845 節電コンクール等

再エネ普及促進
PT

150,000 0 150,000 事業経費

環境教育・環境学
習PT

300,000 84,609 215,391
子ども環境体験教室
ゆめコープイベント日当

エコクッキング 24,000 13,500 10,500 参加費助成

節電啓発事業 220,000 58,040 161,960
LED電球購入費、緑のカーテン
講習会講師謝礼等

協議会ニュース５
周年記念号

60,000 56,700 3,300 印刷費

事　務　費 50,000 63,180 △ 13,180 郵送代、用紙代

予　備　費 1,727,069 0 1,727,069

合　　　計 2,771,069 282,184 2,488,885

上半期収入　　上半期支出

　2,776,774　　－　　282,184　　＝ 2,494,590 （単位：円）

横須賀市地球温暖化対策地域協議会
平成25年度 上半期予算執行状況

科　　　目

科　　　目

資料 ５

 



 

 

 

資料 ６ 

 

団体会員名：京浜急行電鉄株式会社 

 

平成２５年度上半期事業報告書 

 

１．電車の客室内にＬＥＤ照明を導入 

 【概要】 

平成 25年の新造車両「新 1000形」３編成 20両の客室内にＬＥＤ照明を導入する

予定だが，上期では１編成８両が竣工した。 

また、更新車両４編成 24 両の客室内のＬＥＤ照明を導入する予定だが，上期では１

編成８両が竣工した。これらにより、消費電力を約３割削減し環境負荷の低減を図る。 

【費用】 

   当社が負担した。 

 

２．「京急ファミリーフェスタ 2013」で京急環境活動紹介コーナーを出展 

【概要】 

 平成 25年５月 26日（日）に京急ファインテック久里浜事業所で開催した「京急フ

ァミリーフェスタ 2013」において，京急環境活動紹介コーナーを出展し，京急グルー

プの環境活動や京急電車のエコ情報を紹介した。 

  【費用】 

   当社が負担した。 


