横須賀市地球温暖化対策地域協議会

平成 25 年度

活動内容

１．会議の開催
会議

時期

定期総会

４月 17 日
４月９日
４月 17 日
５月 15 日

理事会
11 月５日

３月 27 日
プロジェクトチーム会議

随時

議案等
・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
・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
・平成 25 年度事業計画及び予算の承認
・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
・協議会ホームページの開設について
・平成 25 年度一般会計の修正について
・上半期事業報告及び予算執行状況について
・平成 26 年度事業計画案及び予算案について
・平成 26 年度総会への報告事項について
・各プロジェクトチームでの活動内容の検討等

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節電コンクールの実施
・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）

・審査・表彰 審査会 10 月 11 日
審査員 会長、副会長、省エネ推進 PT メンバー
結果

最優秀賞 １点、 優秀賞

４点

佳作 ５点を選定

11 月５日に市役所正庁での表彰式で表彰した
②緑のカーテンコンテストの実施
・対 象

緑のカーテン講習会に参加した市民、および行政センター、他に配布した
募集チラシを見て応募した市民

・募集期間

６月～９月（募集期限は、９月 10 日）

・応募数

14 点

・審査・表彰 審査会 10 月 11 日
審査員 会長、省エネ推進 PT メンバー
結果

最優秀賞 １点、 優秀賞

３点 佳作 10 点を選定

11 月５日に市役所正庁での表彰式で表彰した
③環境ポスターでの「節電特別賞」の表彰
・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）

・審査・表彰 審査会 10 月 11 日
審査員 会長、省エネ推進 PT メンバー
節電特別別賞 １点を選定し、平成 26 年２月１日のよこすか環境フォーラ
ムでの、環境ポスターコンクールの表彰式で表彰した。
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省エネセミナー
・対 象

一般市民、他

・実施状況

未実施
実施を模索したが、多くの市民の参加が見込めず、未実施とした。

（２）再生可能エネルギー普及促進プロジェクトチーム
①平成 25 年５月に「浮島太陽光発電所」
（平成 23 年８月運転開始）を見学した。発電所の
設備諸元（最大出力：7,000ｋＷ、推定年間発電量：約 740 万 kWh、CO2 年間排出削減量：
3,100ｔ）を実地に確認することができた。
②Ｔ家ソーラー発電所（定格出力：５kW）は、平成 22 年１月から運転開始し、順調に発電
を続け平成 26 年３月 15 日までに、発電積算 23,183kWh を記録している。これにより CO2
を 7.3ｔ削減したことになる。
③横須賀市の廃校跡地にＰＦＩ方式にて、メガソーラーを設置することを計画提案したが、
横須賀市は、当該地は売却を前提にしているとのことで実現せず。
（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：３回
・開催日

第１回：８月９日、 第２回：10 月 15 日、
第３回：平成 26 年 3 月 31 日

・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
①第１回：温暖化の学習とペットボトルを使った風力発電機の工作
②第２回：温暖化の学習とソーラーランタンの工作
③第３回：温暖化の学習とソーラーランタンの工作

・対 象

小学３年生～６年生

・参加者

計 47 名（第１回 11 名、第２回 18 名、第３回 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（市内池上）
・対 象

来場の親子、他ブース出展者
（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を超えなかった市民に抽選で 50 名にＬＥＤ電球の
プレゼントを行った。

・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
・貸出件数

ワットモニター

10 台

省エネナビ

４台

ワットモニター

７件（２月現在）累計※43 件

省エネナビ

５件（ 〃

）累計 21 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 2013 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．協議会ホームページの開設準備
平成26年度より協議会活動の情報発信を行うことを目的とした協議会独自のホームページを
開設するため、専用サーバーによるホームページを構築
・開設月

平成26年４月予定

・URL

http://ecoyoko.com/

７．エコポイント事業の実施
・内

容

平成 25 年４月～平成 26 年３月に 1kW 以上の住宅用太陽光発電システムを
設置した市民に対しポイントを交付し、ポイントと交換に商品を進呈

・受付件数

318 件（1326.5kW）

・交換商品

１件につき 10,000 円の PASMO（パスモ）

８．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
・内

容

レジ袋を有料で販売した収益金の一部のご寄附

・寄附金額

346,196 円

・寄附受領式

平成 26 年１月 16 日に横須賀市役所正庁で、イオン久里浜店店長より、協
議会会長あてへの受領式を実施

