横須賀市地球温暖化対策地域協議会
平成 26 年度 事業報告

１．会議の開催
会議
総会

時期
４月 10 日

・第５期理事及び監事の選出
・規約の改正
・平成 26 年度事業計画及び予算の報告

４月 10 日

・会長及び副会長の選出

５月 21 日

理事会
10 月 28 日

１月 29 日
プロジェクトチーム会議

議案等

随時

・平成 25 年度事業報告及び決算報告の承認
・平成 26 年度一般会計予算補正案について
・協議会ニュースについて
・㈱ダイエーからの寄附受領式
・平成 26 年度上半期事業報告について
・冬季よこすか節電チャレンジの実施案について
・平成 26 年度一般会計予算補正案および上半期
予算執行状況について
・規約に基づく会員の退会について
・イオンリテール㈱からの寄附受領式
・平成 27 年度の事業予定について
・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 12 日）
・応募数
58 点（小学生 57 点、中学生１点）
・審査・表彰 審査会 10 月９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２点 優秀賞３点、佳作５点を選定

10 月 28 日に市役所正庁での表彰式で表彰した。
１校で 50 点の応募のあった望洋小学校に対し、特別に感謝状を授与した。

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、行政センターほかに配付した募集
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
９点
・審査・表彰 審査会 10 月９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５点を選定
10 月 28 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 12 日）
・応募数
73 点（小学生 69 点、中学生４点）
・審査・表彰 審査会 10 月９日
審査員 会長、省エネ推進 PT メンバー
節電特別賞１点を選定し、平成 27 年１月 31 日開催の「よこすか環境フ
ォーラム(市主催)」の環境ポスターコンクールで表彰した。
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
・報告期限
７月 18 日

・報告数
家庭２件、事業所 23 件
⑤節電の啓蒙活動
27 年度からの実施に向け、使用テキスト、実施方法等の調査を行い、以下の方針を
策定した。
・使用テキスト 市販および行政のパンフレット
・実施方法
各種行事で上記パンフレット配布
（緑のカーテン講習会、節電コンクール等）
・出前講習
上記パンフレット配布後に、別途要請のあった場合等に実施。
（２）再生可能エネルギー普及促進プロジェクトチーム
横須賀市全体としてのソーラー発電量と、それによる年間の推定 CO2 削減量等を継続的に
把握している。
（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
・開催日
第１回：８月 20 日、第２回：10 月 15 日、第３回：３月 30 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
ＤＶＤとクイズによる地球温暖化の学習とソーラーランタンの工作
・対 象
第１回：小学校４年生～６年生、第２回・３回：小学校３年生～６年生
・参加者
８月 20 日 22 名、10 月 15 日 19 名、3 月 30 日 15 名
②神奈川県環境・エネルギー学校派遣事業の実施
・実施日
７月７日
・内 容
神奈川県が行っている「かながわ環境教室」の講師派遣の依頼により、
小学生を対象にエコ学習トランクを活用した環境教育を実施
・実施校
野比東小学校（対象：４年生２クラス 62 名、クラスごとに実施）

３．節電に関する啓発事業
（１）見える化機器の貸し出し
・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 ９件、累計＊52 件
省エネナビ
４件、累計 25 件
＊平成 24 年 6 月 29 日から貸し出しを開始

（２）緑のカーテン講習会の開催
・開催時期
５月 13 日
・参加者数
53 名
（３）よこすか節電チャレンジの募集
・内
容
夏季または冬季の電気使用量が
昨年を超えなかった市民に抽選
で各 50 名にＬＥＤ電球をプレ
ゼントする。
・募集期間
夏季：９月１日～10 月 15 日
冬季：平成 27 年２月２日～３月 13 日
・応募件数
夏季：199 件（86 世帯）
冬季：210 件（90 世帯）
（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 2014 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 11 日
・対 象
来場の親子（約 40 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 18 日
・対 象
来場者（約 200 名）

４．協議会ニュースの発行
・発行月
７月
・発行数
800 部
・配布先
会員、市出先機関等
５．協議会ホームページの保守・運用
・開設月
４月
・内容
協議会の活動内容、プロジェクトチームの活動紹介など
６．エコポイント事業の実施
・内 容
平成 26 年４月～12 月に、住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池コ
ージェネレーションシステム（エネファーム）、家庭用エネルギー管理シス
テム（HEMS）のいずれか１点以上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
・受付期間
５月１日～平成 27 年１月 30 日
・受付件数
316 件
≪内訳≫太陽光：169 件（723.6kW）
、エネファーム：83 件、HEMS：64 件
・交換商品
１件につき、8,000 円のよこすかポートマーケットで使える商品券
・ポイント交換件数
300 件（交換期間：平成 27 年２月９日～３月 31 日）
７．㈱ダイエー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
178,068 円
・寄附受領式
平成 26 年 10 月 28 日開催の第３回理事会で、ダイエー横須賀店店長より、
協議会会長あてへの受領式を実施

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
67,246 円
・寄附受領式
平成 27 年１月 29 日開催の第４回理事会で、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

