
協議会設立10周年に寄せて
会長 ごあいさつ

横須賀市地球温暖化対策地域協議会  会長

元   木　　実

【発行】横須賀市地球温暖化対策地域協議会　　【発行日】平成28年７月

　 横須賀市

地球温暖化対策地域協議会ニュース
協議会設立10周年記念特別号

　横須賀市地球温暖化対策地域協議会は、温室効果ガスを削減するため、省エネなどの取り組みや啓発活動を市民・
市民団体・事業者などの会員が連携・協力し、実践していく市民団体です。
　協議会の活動は、「省エネルギーの推進」「再生可能エネルギーの導入と普及促進」「環境教育・環境学習の推
進」の３つのプロジェクトチームを中心に、会員主体で取り組みを推進していきます。

横須賀市地球温暖化対策地域協議会とは

会員の区分
正  会  員　　プロジェクトチームを中心とした協議会の活動を企画・実施します。

協賛会員　　協議会からの情報提供を受け、協議会活動を応援します。

　当協議会は、平成18年10月に設立し、お陰様を

もちまして今年で10周年を迎えることができまし

た。また、平成24年度からは、より実効性のある活

動を目指し、「省エネルギー推進」「再生可能エネル

ギー普及促進」「環境教育・環境学習」の３つのプロ

ジェクトチームを立ち上げ、会員が主体となって、省

エネ等の取組みを推進してまいりました。この体制

も今年度で5周年を迎えることになります。

　これもひとえに、会員の皆様をはじめ、関係各位、

そして何より市民の皆様のご協力の賜物であると深

く感謝いたします。

　10年のあゆみを、4〜5頁に掲載しましたので、こ

ちらをご覧いただければ、会員の地道な活動の一端

がおわかりいただける

ことと思います。

　地球温暖化の防止については、これまでの活動

を通じ、徐々に、市民の関心も高まっていると実感

しておりますが、さらに多くの方々の参加を求めて、

具体的な行動を実践し、結果に結びつけていくこと

が、今後の私たちの活動の大きな課題であると考え

ております。

　この節目の年を迎えまして、温暖化の防止を目指

し、思いも新たに、積極的に活動に取り組む所存で

すので、引き続き、当協議会へのご支援・ご協力を

よろしくお願い申し上げます。
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プロジェクトチームの活動を紹介します！

省エネルギー推進プロジェクトチーム
● 施策分野：省エネルギーの推進 ●

《チームリーダーからの一言》

　地球温暖化に危機感を持っている皆様、
当プロジェクトチームに是非参加して頂き、
温暖化対策を進め、子どもたちに、自然豊
かな、住み良い地球を残しましょう。

《チームリーダーからの一言》

　チームの目標　1. ささやかでも、地球
温暖化対策必達を目指す。2. 不都合や
無意味な我慢を遠ざけ、安全便利な暮ら
し向上を求め、着実、確実な具体案とな
ることを目指す。3. 市民ひとりひとりの
やる気と理解に期待して具体案を発信し
続けたい。

《チームリーダーからの一言》

　小学生を対象にした、体験教室の開催
を中心に活動しています。地球温暖化を
テーマとした、子ども環境体験教室（ビデ
オでの学習、クイズ、実験、工作など）が
活動の基盤です。
　より広く、また充実した活動内容での展
開を行うべく、皆様のご協力、ご参加をお
願いいたします。

再生可能エネルギー普及促進プロジェクトチーム
● 施策分野：再生可能エネルギーの導入と普及促進 ●

環境教育・環境学習プロジェクトチーム
● 施策分野：環境教育・環境学習の推進 ●

チームの紹介

チームの紹介

チームの紹介

　ひとりでも多くの市民や子どもたちが、環境に対して関
心を持ち、理解し、自ら進んで環境に配慮した取り組みを
実践するきっかけとなるように、環境教育や環境学習の指
導・支援を行っています。

　気温の上昇、異常気象の増加等、地球温暖化の影響が
ますます顕著になって来ました。
　私達の日々の活動が、炭酸ガスを増加させ、地球温暖化
に大きな影響を与えています。
　当プロジェクトチームでは、緑のカーテンコンテスト、節
電コンクール等を通じて、私達に出来る温暖化対策を一歩
一歩進めております。

　多様な視点から判じ、エネルギーを求めるなら太陽光利
用に極まるとは当チームメンバーの共通認識です。
　中でも、チーム内においては、光合成産物である食糧の
徹底利用、熱への変換、水力、火力、半導体による機械や
電気エネルギーへの変換、更なる化学（反応）エネルギー
としての蓄積など、様々な提案がなされています。

横須賀市地球温暖化対策地域協議会は、「省エネルギーの推進」「再生可能エネルギーの導入と普及促進」
「環境教育・環境学習の推進」の３つの施策分野に取り組む、プロジェクトチームを設置し活動しています。

一緒に活動していただける市民の皆さんのご参加をお待ちしています。
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平 成 27 年 度 の 主 な 活 動

●緑のカーテン作り方講習会を開催
　平成27年5月12日（火）、ヴェルクよこすか 6F ホールにて、緑の
カーテン作り方講習会を開催しました。
　講師に「緑のカーテン応援団」の三ツ口氏を迎え、緑のカーテン
の効果、ゴーヤーの苗の特徴から実際の育て方のご講演をいただ
きました。
　約80名が受講し、参加者にゴーヤーの苗を進呈しました。

●環境月間啓発イベントの共催
　横須賀市（環境企画課）との共催で、平成27年６月13日（土）、
ショッパーズプラザ横須賀内 ２Ｆセンタープラザにて、ＥＣＯ体験

「かんたん！オリジナルキャンドルホルダーづくり」を開催しました。
　キャンドルナイト用グラスへのペインティングコーナーや発電体
験コーナーに約280名が参加しました。

●西行政センター主催「夏休み親子体験教室」の開催
　横須賀市西行政センターの協力依頼により、平成27年８月10日

（月）、西行政センターにて、夏休み親子体験教室を実施しました。
　再生可能エネルギーによる発電体験や、ソーラーランタンの工作
等に12組24名の親子が参加しました。

●子ども環境体験教室を開催
　平成27年８月19日（水）、10月13日（火）、平成28年3月28日（月）、
子ども環境体験教室を開催しました。
　環境クイズや再生可能エネルギーによる発電体験、ソーラーラン
タンの工作等に計46名の児童が参加しました。

●節電コンクール・緑のカーテンコンテストの実施
　平成27年度も両コンクール等を実施し、34名、1団体の受賞者を
選定しました。
　平成27年10月30日(金) 横須賀市役所 正庁にて開催した表彰式
には30名、1団体が参加しました。
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協議会 10年のあゆみ
（平成18年度～平成2７年度）

平成18年 10月 設立総会・設立記念シンポジウムの開催
（2006年） 11月 会報紙「協議会ニュース」を創刊

　
平成19年 ５月 初めての出前講座の実施

（2007年） ７月 アイクルフェアに参加
 ８月 上町商盛会商店街 打ち水大作戦の実施
 ９月 設立１周年記念講演会の開催
 10月 日産追浜秋まつり「フェスタ追浜」に参加
 11月 子育てママの地球温暖化教室の開催
 12月 エコドライブ・キャンペーンの実施

 　
平成20年 ２月 アイクルフェアに参加

（2008年） ５月 緑のカーテン普及モデル事業の実施／大津幼稚園わくわくまつりに参加
 ６月 「ストップ温暖化2008 inよこすか」の開催
 ８月 打ち水大作戦の実施
 11月 アイクルフェアに参加
 12月 地球温暖化対策パネル展の開催

　
平成21年 ５月 緑のカーテン普及モデル事業の実施／大津幼稚園わくわくまつりに参加

（2009年） ７月 省エネセミナーの開催／子ども温暖化防止ポスターの募集／打ち水大作戦の実施
 10月 「ストップ温暖化2009 inよこすか」の開催
 11月 エコドライブ・キャンペーンの実施
 12月 新エネルギーセミナーの開催／地球温暖化対策パネル展の開催

　
平成22年 ２月 マボリシーハイツが「住民合意の力賞」を受賞／のたろんフェア2010に参加

（2010年） ５月 緑のカーテン作り方講習会の実施
 ６月 よこすか子育て教育フェアに参加
 ７月 Yokosukaライトダウンの実施／打ち水大作戦の実施
 ８月 親子料理教室の開催／夏休み子ども環境体験教室の開催
 ９月 ゆめコープよこすかセンターまつりに参加
 10月 日産追浜秋まつり「フェスタ追浜」に参加／秋休み子ども環境体験教室の開催
 11月 エコドライブ講習会の開催／地球温暖化防止月間パネル展の開催
 12月 地球温暖化防止月間講演会の開催

　
平成23年 ５月 緑のカーテン普及事業の実施／緑のカーテン作り方講習会の実施

（2011年） ６月 よこすか子育て教育フェアに参加
 ７月 よこすかキャンドルナイトの開催／節電アイデアコンクールの募集
 10月 わくわく環境教室の開催／Ｙ・フェスタ追浜に参加
 1１月 ちょい足し節電セミナーの開催
 12月 低炭素地域づくりサミット2011 inいちかわ（千葉県）に参加

年　度 主 な 活 動 内 容

設立総会
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平成24年 １月 よこすか環境フォーラムにて環境ポスター「節電特別賞」の表彰
（2012年） ５月 5周年記念イベント「みんなでエコ チャレンジ 2012」の開催

協議会ニュース5周年記念号の発行
 ６月 第１回緑のカーテンコンテストの募集

打ち水セットの貸出し実施
 ７月 Yokosukaライトダウンの実施

節電コンクールの募集
節電をテーマとした環境ポスターの募集

 ９月 ゆめコープ池上センターまつりに参加
 12月 すかっ子セミナー2012交流会に参加

　
平成25年 １月 よこすか環境フォーラムにて環境ポスター「節電特別賞」の表彰

あやせ環境ネットワークの視察受入れ（2013年）
 ５月 緑のカーテン作り方講習会の開催／よこすか子育て教育フェアに参加

 ６月 第２回緑のカーテンコンテストの募集
 ７月 Yokosukaライトダウンの実施／節電コンクールの募集／節電をテーマとした環境ポスター

の募集
 ８月 夏休み子ども環境体験教室の開催／エコクッキング体験教室の開催
 ９月 ゆめコープ池上センターまつりに参加
 10月 秋休み子ども環境体験教室の開催／電力中央研究所一般公開に参加
 11月 節電コンクール・緑のカーテンコンテスト表彰式

平成26年 １月 よこすか環境フォーラムにて環境ポスター「節電特別賞」の表彰
（2014年） ３月 春休み子ども環境体験教室の開催
 ４月 協議会のウェブサイト開設／よこすかエコポイント事業の実施
 ５月 緑のカーテン作り方講習会の開催／よこすか子育て教育フェアに参加／第3回緑のカーテン

コンテストの募集
 ７月 Yokosukaライトダウンの実施／節電コンクールの募集／節電をテーマとした環境ポスター

の募集／神奈川県・エネルギー学校派遣事業の実施
 ８月 夏休み子ども環境体験教室の開催
 10月 秋休み子ども環境体験教室の開催／電力中央研究所一般公開に参加／節電コンクール・

緑のカーテンコンテスト表彰式の開催
　　　

平成27年 １月 よこすか環境フォーラムにて環境ポスター「節電特別賞」の表彰
（2015年） ３月 春休み子ども環境体験教室の開催
 ５月 緑のカーテン作り方講習会の開催／よこすか子育て教育フェアに参加／第４回緑のカーテ

ンコンテストの募集／よこすかエコポイント事業の実施
 ６月 環境月間啓発イベントに参加
 ７月 Yokosukaライトダウンの実施／節電コンクールの募集／節電をテーマとした環境ポスター

の募集
 ８月 夏休み子ども環境体験教室の開催／西行政センター夏休み親子体験教室の開催
 10月 Ｙ・フェスタ追浜に参加／秋休み子ども環境体験教室の開催／節電コンクール・緑のカー

テンコンテスト表彰式の開催

平成28年 １月 よこすか環境フォーラムにて環境ポスター「節電特別賞」の表彰
（201６年） ３月 春休み子ども環境体験教室の開催

年　度 主 な 活 動 内 容

5周年記念イベント
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横須賀市環境ポスターコンクールへ協賛
　横須賀市地球温暖化対策地域協議会では、横須賀市主催の「環境ポスターコンクール」に協賛
し、省エネルギー推進プロジェクトチームは「節電特別賞」を設けています。
　また、当協議会の団体会員である、（株）クリーンパトロール、京浜急行電鉄（株）、（一財）電力
中央研究所、東京ガス（株）、東京電力パワーグリッド（株）、東芝ライテック（株）、（株）横須賀ア
ルミセンター (50音順)も、協賛企業賞を設けています。
　毎年、１月～２月頃に開催の「よこすか環境フォーラム」にて、受賞作品を掲示のうえ、表彰を行っ
ています。

※学年は受賞時のもの

■平成25年度

望洋小6年　田中 真 さん

■平成26年度■平成27年度

公郷小5年 三尾谷玲花 さん

田浦小6年 林 美里 さん

■平成24年度

馬堀小2年 渡辺ゆき さん

◇節電特別賞　歴代受賞作品のご紹介◇
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①太陽光発電システム、 ②家庭用燃料電池システム(エネファーム)、
③家庭用エネルギー管理システム（HEMS）を設置、または ④電動バイク
を購入した方に、よこすかポートマーケットで使える商品券と交換できる
「エコポイント券」を差し上げます。
対 象 者：横須賀市内の住宅に対象機器を設置・購入した人か、対象機器が設置されて

いる市内の住宅を購入した人
申込期間：平成28年5月16日（月）～平成29年2月3日（金）（消印有効）
申込方法：必要書類を、当協議会事務局（横須賀市環境政策部環境企画課内）へ郵送か窓口持参により

お申し込みください。
受付件数：450件。受付件数が予定数を超えた場合は抽選
　　　　　※当選者の発表は、エコポイント券の発送をもってかえさせていただきます。
ポイントの交付：１人につき、対象システム１件に対し１口応募できます。

応募１口につき、エコポイント券１枚（1ポイント）を差し上げます。
・対象製品をいずれか１つ設置、購入すれば応募できます。
・４つの対象製品をすべて設置、購入した場合、最大４口応募できます。
・各対象製品につき、１口しか応募できません。（例：太陽光発電システムを２つ設置し
　た場合、応募できるのは１口のみ）

地球温暖化について、体験的に学ぶ場として体験教室を
開催します。
日　  時：平成28年8月19日（金）13時～16時
場　  所：産業交流プラザ
対　  象：市内小学校高学年（3～6年生）　定員：抽選24名
費　  用：1人３00円（教材費一部）
申　  込：7月8日（金）～31日（日）　
申 込 先：電話でコールセンター（℡ (822)2500）へ

※秋休み、春休みにも「子ども環境体験教室」の開催を予定しております。

対象期間の電気使用量が昨年同月分を超えなかった市民の中から、抽選でLED電球をプレ
ゼントします。
対象期間：（夏季）平成28年７月～9月
　　　　  （冬季）平成28年12月～平成29年２月
募集期間：（夏季）平成28年９月１日（木）～10月17日（月）
　　　　  （冬季）平成29年２月１日（水）～３月15日（水）
応募方法：「電気ご使用量のお知らせ」（検針票）等の写しを当協議会事務局へ郵送か直接お持ちください。

※本年と前年同月の電気使用量、住所、氏名が分かるようにコピーしてください。
※電話番号及び世帯人数を写しの裏面、または空いている箇所に記入してください。

応募口数：1ヵ月分（1口）から応募できます。季節ごとに１世帯につき、3ヵ月分（3口）まで。

ソーラーランタン点灯時の様子

平成28年度 事業のお知らせ

よこすかエコポイント

よこすか節電チャレンジ（夏季・冬季）の実施

夏休み子ども環境体験教室
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本冊子は、印刷用の紙
にリサイクルできます。

〒238-8550  横須賀市小川町11番地 横須賀市環境政策部環境企画課内
TEL:046-822-8524　FAX:046-821-1523　E-mail:stop-ondanka@city.yokosuka.kanagawa.jp

ホームページURL：http://www.ecoyoko.com/

横須賀市地球温暖化対策地域協議会 事務局

応募方法：下記の①または②の方法で応募してください。
　　　　　①応募用紙（環境企画課・各行政センター・協議会のＨＰより入手可）を用いた作品を

本協議会事務局へ郵送、直接持参、またはＥメールに添付して提出してください。
　　　　　②電子メールに、写真データ（２点まで）を添付の上、メール本文に、氏名、フリガナ、住所、電話

番号、我が家の緑のカーテン自慢（省エネ効果や感想、自慢のポイントや工夫したところ
など）、写真のタイトルを記入し、earth_rescue@ecoyoko.com宛にお送りください。

対　　象：横須賀市在住の方
応募締切：平成２8年9月12日（月）
表　　彰：最優秀賞1点、優秀賞3点程度、佳作数点を予定。

表彰状及び副賞を贈呈します。
応募に当たってのご注意
　　　　・応募された写真などは、当協議会ホームペー

ジ 等で省エネのＰＲに使用させていただく
ことがありますので、予めご了承ください。

　　　　・原則、応募作品は返却しません。

上記以外にも、各種事業を予定しています。会員も随時募集中です。詳細は、下記事務局へ。

対　　象：横須賀市に住所を有している個人・企業・団体で、窓口で機器の受け取り・返却が可能な人
貸出機器：ワットモニター、省エネナビ

※貸し出しは、原則１回につき１個
貸出期間：ワットモニター　　２週間以内

省エネナビ　　　　１ヶ月以内
貸出場所：当協議会事務局（横須賀市役所2号館６階　環境企画課内）
受付時間：平日8時30分～17時（土・日曜日、祝・休日を除く）

 平成27年度最優秀賞の写真

省エネナビ
家全体の
使用電力が
見える!

ワットモニター
対象の家電製品
の消費電力が
見える!

平成28年度 事業のお知らせ

広げよう!! 緑のカーテンコンテスト

見える化機器（ワットモニター・省エネナビ）の貸し出し
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