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温暖化防止うらやす 3 月度例会議事録 

 

日 時   2015 年 3 月 19日  15:00～17:00 

場 所   うらやす市民大学  教室 

出 席   江澤・倉光・小川・島野・大西・市坪・林・杉村・川島（順不同） 

 

議 事 

① 環境家計簿集計について 

1 月例会で会として環境家計簿をつけることを決めたが、今年 4月度より、共通のデータ項目集計表

によりデータを取ることにし（改めて集計表を送付します）、会員はその集計表に該当データを記載し、

とりあえず半年分（４～9 月）を 10 月に提出する。同時に、その間の課題や気づきを報告し、今後の

普及に向けた参考とする。 

 

② あなたの身近な場所の桜の開花日を観察し報告 

今年度の桜（ソメイヨシノ）の開花日は 3月 22 日の週週前半くらいとの予想が出ている。 

小川さんの提案で、浦安市内の住まい近くで『あなたの標本木』を決めてその開花日を観察し写真

とともに報告することにした。 

今年から始め、継続して観察記録することで、環境フェア等の市内のイベントでの発表材料にする

ことをめざす。 

  開花日の判定は『標本木で５～６輪の花が咲いたとき』とします。  

 自分の標本木を持つなんて素敵なことですね！ 

 

③ 今年の浦安市環境フェアは 6月 28 日（日）10:00～16:00 新浦安駅前、で開催予定。 

参加することとし、テーマは今後検討するが、参加のスケジュール化を依頼。 

 

④ 温防うらやすの Website が大西さんのおかげで開設。 

会員より、今後に向けて気づいた点を知らせることと、情報提供を申し合わせた。 

http:/ / ohnishi.ecnet.jp/ dummy/ OnBouUrayasu  をクリックしてご覧ください 

 うらやす市民活動センター、活動団体紹介の『温暖化防止うらやす』から閲覧が可能。 

 

以上 

 

（作成 川島） 



温暖化防止うらやす 3月度例会資料      ３月 19日 15:00～17:00  市民大学教室 
 

① 新規活動『環境家計簿の普及』について  
1 月度例会 『環境家計簿の普及』を温暖化防止うらやすの活動のひとつとして取り入れ、

“協働”活動として市内に普及させていきたいと提案に対し以下の意見が出た後、会の活動とし

て取り上げることが了解された。 

 

・市民活動の原点はまず“自分が動く“である、自分たちがやる前に他への普及を考る（協働あ

りき）は本末転倒。 

・『環境家計簿』がなぜ普及しないのか、それは面倒くさいから。それを知っておくことが重要。 

・『環境家計簿』をつけることによっていろいろな気づきを得ることができ地球温暖化防止推進の

一歩となる、面倒くさい作業であるが、会としてやるならお互いに工夫しあうことができる。とはい

っても、最低 1年間みんなでやってみてしくみを理解し効果を把握・実感することが重要。『環

境家計簿』のしくみを、まず会員が理解するためには説明会が必要。 

 

①温暖化防止活動をめざす市民団体としての啓発活動の柱に一つとする  

 

②啓発の柱とするに、まず会員が『環境家計簿』をつけ、自家のエネルギー消費実態を把

握する。 

 電気（東京電力）・ガス（京葉ガス）・水道・ガソリン・灯油の月次使用量を記録。 

 東京電力・京葉ガスのホームページに登録すれば過去 2年分のデータ入手とともに各種

啓発資料を入手する。 

 上記各種データによる『環境家計簿』をまず今後 1年間会員がつける 

 

③『環境家計簿』データから温暖化防止に結びつく工夫・テーマを見つけ、会の活動テー

マをみんなで考える。 

 ・エネルギー使用量から CO2 排出量を把握する：『我が家の消費エネルギーを知る』 

 ・節電・節ガス・節水の削減実施による料金の節約による”家計にやさしいエコ生活の

工夫”を導き出す。 

   

④一人で行うのは長続きしないがみんなでやれば継続する。 
 ・データ数が多いほど説得力があり、活動テーマの発見にも結びつく。 

 ・そのほかの環境保全に関わる啓発のしくみを考え、定着させて、市主催のイベントや

公民館講座等で啓発活動を行い、会員を増やす。 

  

 

 

 



参考資料① 環境家計簿 （環境省主導） 全員でエコファミリーに参加しましょう！ 

http://www.eco-family.jpn.com/top/index_noflash.html 

 

ＵＲＬをクリックして、下段のユーザー登録。その際、 

・ニックネーム 

・ＩＤ 

・パスワード   が必要。事前に用意してください。 

 

・クリックして、指示に従って記入・登録してください。 

・「エコファミリーとは？」「サイトの使い方」で内容を確認ください。 

・登録後、「環境家計簿」毎月入力ください。 

・入力項目は、電気・都市ガス・ガソリン・水道です。 

・ガソリンは給油したときの給油量にしましょう。 

・暖房に灯油を使用の方は灯油購入量。 

・電気は検針の際投函される「電気ご使用量のお知らせ」に昨年の使用量も表示されています。 

・都市ガスも京葉瓦斯から投函される「ガスご使用量のお知らせ」に前年同月の使用量が表示されています。これ

で 2年分の使用量を入力できます。 

 

団体登録も可能です。 

 



東京電力は下記ホームページの「電気家計簿」に登録すると 2 年分の使用量・電気料金のグラフと明細を見る

ことが出来ます。 

東京電力ホームページ ；http://www.tepco.co.jp/index-j.html 

京葉ガスも同様の内容がホームページ上の確認されます。ただし、登録が必要です。 

京葉ガスホームページ ；http://www.keiyogas.co.jp/home/ 

・「ご契約中の料金メニューとガスご利用料金」をクリックして 

■ウィズ京葉ガス※（会員制ウェブサイト） 

お客さまが現在ご契約中の料金メニュー、ガスご利用料金、ガスご使用量などをインターネット上で確認できます。 

※ご利用にあたりましてはご入会（無料）が必要。 

（例）我が家の２年間のガス使用量実績、ガス料金を確認。 

 

 

② 情報共有基盤としてホームページについて 
 会活動の活性化のために、会員間の情報共有の共有のため、ホームページ「温うらWebSite」

（試作版）により、会員間の情報共有に加え、会の活動を外部に発信 

・ホームページによる会の内外への情報発信・共有化は賛成。 

・会員間のクローズな運営でなく、外部へのオープンな運営とする場合、情報の内容及び著作権を

含めた責任信情報への責任が生じる。 

・オープンにした場合連絡先メールアドレス等の個人情報の取り扱いに注意を要する。 

➡これらの意見を踏まえ、以下の方向観で「温うらWebSite」を開設することとした。 

(1)）会員限定ページとオープンページの双方で運営する。 

   (2) 当面、技術的な運営は大西さんにお願いし、他に「運営委員」を選任する 

 

   「温うらWebSite」 http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu  

   （市民活動センター 温防うらやすページからもアクセス可能） 

 

会員のページ：へアクセスするにはパスワード入力が必要 

  パスワードは ondanka 

   ユーザー名は member    

トップページの「会員のページ」をクリックすれば 

・ 初めに左上に パスワード入力蘭 が表示されるので、ここに上記のパスワードを入力して「OK」を押す 

・ 次に中央に ユーザー名とパスワードの入力蘭 が表示されますので、ここにも上記のパスワード、ユーザー名を

入力する 



 これで「会員のページ」へアクセスできます。現在、いくつかの事項を試みに書き込んであります。 

 

「温暖化防止うらやす」ウエブサイトの運用と管理に関する申合せ（案） 

2015 年○月○○日 

・当会ウエブサイト（ホームページ）は、当会会員による「温暖化防止」に係る活動の計画、実践、結果と成果な

どを発信し、 

１． 当会の社会的存在の意義と活動の重要性とを広く広報すること 

２． 会員間での情報の共有と伝達に供すること 

３． 当会に対する社会の関心を誘起し、一般からの入会を促すこと 

などを目的とする 

 

・当ウエブサイトの「運営委員」は当会代表、事務局長、ウエブマスターの３名によって構成する 

 

・当会代表および事務局長はウエブサイトの方向性と内容に関し、ウエブマスターは内容の（著作権などをふく

む）倫理的側面および技術的側面に関して責任を持つ 

 

・当該ウエブサイトの「ページ」の新設や削除、各ページへの記事投稿、新規記事に関する要望などの、当会

会員からのウエブサイト内容更新に関する事項への対処は「運営委員」の任とする 

 

・「運営委員」は各「ページ」に関する新規情報を収集・整理して逐次、各ページに掲載するとともに、会員に対

して記事投稿の勧誘も行い、サイトの活性化と新規化をはかる 

 

・投稿記事は本文、（エクセル、パワーポイント他による）図表、写真、ヴィデオなど（の全部または一部）からな

るものとし、掲載の可否は当会代表と事務局長の判断による。倫理的側面の判断はウエブマスターによる 

 

・投稿記事のサイト用画面へのアレンジとサイト掲載の技術的取扱いはウエブマスターが行う 

 

注 ・現時点での運営委員は川島、広田、大西（ウエブマスター）の 3 名とする 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



【温暖化防止うらやす 1月度例会議事録】 
  
日 時  1月 15日 16:00～18:00 
場 所  美浜公民館 

新年会 さくら水産 にて 

 

参加者  倉光・小川・島野・江澤・市坪・團・林・川島（順不同） 

 

議 事 

① 新規活動『環境家計簿の普及』について  
島野さん・團さん・川島より、26 年度市民大学環境講座受講生の行動計画『環境家計簿の

普及』の説明があり、その後『環境家計簿の普及』を温暖化防止うらやすの活動として取り入

れ、“協働”活動として市内に普及させていきたいと提案があった。それに対し以下の意見が出

た後、会の活動として取り上げることが了解された。 

 

・市民活動の原点はまず“自分が動く“である、自分たちがやる前に他への普及を考る（協働あ

りき）は本末転倒。 

・『環境家計簿』がなぜ普及しないのか、それは面倒くさいから。それを知っておくことが重要。 

・『環境家計簿』をつけることによっていろいろな気づきを得ることができ地球温暖化防止推進

の一歩となる、面倒くさい作業であるが、会としてやるならお互いに工夫しあうことができる。と

はいっても、最低 1年間みんなでやってみてしくみを理解し効果を把握・実感することが重要。

『環境家計簿』のしくみを、まず会員が理解するためには説明会が必要。 

 
参考資料① 環境家計簿 （環境省主導） を参照ください。  

全員でエコファミリーに参加しましょう！ 
http://www.eco-family.jpn.com/top/index_noflash.html 

 
 

② 情報共有基盤として大西さんによるホームページの試作版について 
   「温うらWebSite」http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnDankaUra/OnUra.html  
  

  かねてから、会活動の活性化のために、会員間の情報共有の共有が必要との意見があった

が、大西さんよりホームページ「温うら WebSite」の試作版の提示があり、会員間の情報共有に加

え、会の活動を外部に発信してはどうかとの提案があった。それに対し以下の意見があった。 

・ホームページによる会の内外への情報発信・共有化は賛成。 

・会員間のクローズな運営でなく、外部へのオープンな運営とする場合、情報の内容及び著作権

を含めた責任信情報への責任が生じる。 

・オープンにした場合連絡先メールアドレス等の個人情報の取り扱いに注意を要する。 



➡これらの意見を踏まえ、以下の方向観で「温うら WebSite」を開設することとした。 

(1)）会員限定ページとオープンページの双方で運営する。 

   (2) 当面、技術的な運営は大西さんにお願いし、他に「運営委員」を選任する 

 

＊以上の検討を踏まえ、後日大西さんより、以下の(案)の提示があった。 

参考資料②「温暖化防止うらやす」ウエブサイトの運用と管理に関する申合せ（案）を参照くださ

い。 

＊川島よりのお願い 

・運営もさることながら、ホームページを立ち上げるからには、情報の更新が重要です。 

   会員の皆様の積極的な情報発信をお願いします。 

 

 

③ その他  
  次回例会   ３月１９日（木） １５：００～１７：００  （改めてご案内します。ご予定ください。） 
 （予定議題） 
 ・４月１６日総会に向けて２７年度運営の検討 
 ・分科会報告 
 ・ウエブサイト運営・管理申し合わせ(案)の検討・承認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考資料① 環境家計簿 （環境省主導） 全員でエコファミリーに参加しましょう！ 
http://www.eco-family.jpn.com/top/index_noflash.html 

 
ＵＲＬをクリックして、下段のユーザー登録をしてください。その際、 
・ニックネーム 
・ＩＤ 
・パスワード   が必要です。事前に用意してください。 

 
・クリックして、指示に従って記入・登録してください。 
・「エコファミリーとは？」「サイトの使い方」で内容を確認ください。 
・登録後、「環境家計簿」毎月入力ください。 
・入力項目は、電気・都市ガス・ガソリン・水道です。 
・ガソリンは給油したときの給油量にしましょう。 
・暖房に灯油を使用の方は灯油購入量。 
・電気は検針の際投函される「電気ご使用量のお知らせ」に昨年の使用量も表示されています。 
・都市ガスも京葉瓦斯から投函される「ガスご使用量のお知らせ」に前年同月の使用量が表示されてい

ます。これで 2年分の使用量を入力できます。 

 
団体登録も可能です。次のステップで登録しましょう。 
まずは皆さまそれぞれの登録とデータの入力から始めます。 



 
 
参考までに東京電力は下記ホームページの「電気家計簿」に登録すると 2 年分の使用量・電気料金の
グラフと明細を見ることが出来ます。 
東京電力ホームページ ；http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
 
京葉ガスも同様の内容がホームページ上の確認されます。ただし、登録が必要です。 
京葉ガスホームページ ；http://www.keiyogas.co.jp/home/ 

・「ご契約中の料金メニューとガスご利用料金」をクリックして 
■ウィズ京葉ガス※（会員制ウェブサイト） 

お客さまが現在ご契約中の料金メニュー、ガスご利用料金、ガスご使用量などをインターネット上で確認できま

す。 ※ご利用にあたりましてはご入会（無料）が必要です。 

 （例）我が家の２年間のガス使用量実績、ガス料金を確認したい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料②「温暖化防止うらやす」ウエブサイトの運用と管理に関する申合せ（案） 
 

2015年○月ＯＯ日 
 
・当会ウエブサイト（ホームページ）は、当会会員による「温暖化防止をはじめとする地域における環

境問題」に係る活動の計画、実践、結果と成果などを発信し、 
１．当会の社会的存在の意義と活動の重要性とを広く広報すること 
２．会員間での情報の共有と伝達に供すること 
３．当会に対する社会の関心を誘起し、一般からの入会を促すこと 
などを目的とする 
 
・当ウエブサイトの「運営委員」は当会代表、事務局長、ウエブマスターの３名によって構成する 
 
・当会代表および事務局長はウエブサイトの方向性と内容に関し、ウエブマスターは内容の（著作権な

どをふくむ）倫理的側面および技術的側面に関して責任を持つ 
 
・当該ウエブサイトの「ページ」の新設や削除、各ページへの記事投稿、新規記事に関する要望などの、

当会会員からのウエブサイト内容更新に関する事項への対処は「運営委員」の任とする 
 
・「運営委員」は各「ページ」に関する新規情報を収集・整理して逐次、各ページに掲載するとともに、

会員に対して記事投稿の勧誘も行い、サイトの活性化と新規化をはかる 
 
・投稿記事は本文、（エクセル、パワーポイント他による）図表、写真、ヴィデオなど（の全部または一

部）からなるものとし、掲載の可否は当会代表と事務局長の判断による。倫理的側面の判断はウエブマ

スターによる 
 
・投稿記事のサイト用画面へのアレンジとサイト掲載の技術的取扱いはウエブマスターが行う 
・現時点での運営委員は川島、広田、大西（ウエブマスター）の 3名とする 
・パスワードにてのみアクセス可能な会員専用のページを新設する 
・現時点での URLは http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu 
 

 

 



温暖化防止うらやす １１月定例会議事録 

 

日 程：平成２６年１１月２０日（木） 1５時～１７時 

場 所：高洲公民館 

出 席：團さん・大西さん・小川さん・川島 

  

議 題： 

① 今後の温暖化防止うらやすの運営について 
a)会員間情報共有の強化（提案 川島） 

   ・『気になる話題・ニュース解説』『環境』などの情報提供を会員輪番で実施したい。 

   ・今までの成果を発表。オープンな情報とクローズ情報の区分が必要。 

   ・大西さんが、市民活動センター団体紹介Ｗｅｂ、各種ブログ等の情報共有基盤の活用を研究。 

  

  b)見学会の実施 

   近隣の公共や企業の環境啓発・関連施設を見学する。 

   会員のみなさんで興味のある又は推薦される施設があれば提案ください。 

 

  c)浦安市の環境啓発制度の把握 

   エコファミリー、エコカンパニーや環境学習アドバイザー制度を把握し会の活動に結びつくかを 

検討し環境保全課とジョイントを考える。 

      

②環境問題研究会（分科会）報告 

 ・各研究会よりの報告 

 ・環境学習研究会：3月末に報告することを目標にとりまとめ中 

 ・新規提案（團さん）：温暖化防止活動を進めるためのツールとして、環境家計簿を展開する。 

まず、会員が記録し自分の家の環境会計を把握し、次に広く啓発していくという手順を踏む。 

（自家の状況・立ち位置を把握するためには、参加者を増やすことが有効。今年度、市民大学環 

境講座の行動計画発表テーマにとりあげる。これともリンクすれば規模が拡大する。 

会員・市民の理解を得るためには、意味と効果を分かりやすく説明する方策が必要。 

（直接的には CO2 は電気を作る会社が出している、それを使う人に振り分けるため原単位という 

考え方を使っている 等々・・） 

 ・既存研究会への参加表明、並びに新研究会の提案をお願いします。  

 

③連絡・その他 

 ・千葉県温暖化防止推進員登録更新および新規登録案内の件 

  ２７年度から２８年度の記推進員の登録更新及び新規登録が始まっています。 

  12 月 26 日が締め切り日です。既に登録されている方は忘れずに更新手続きをしてください。 

  まだ登録されていない方は以下を参照して、是非登録申請を行ってください。 



次をクリックして千葉県のホームページにアクセスください。 

次期地球温暖化防止活動推進員（委嘱期間：平成 27年 4月から 2年間）を募集しています。 

応募申請様式ダウンロード  

 

千葉県地球温暖化防止活動推進員設置要綱（PDF：107KB） 

報告様式（ワード：37KB）  報告様式の記載例（PDF：93KB） 

 

・千葉県温暖化防止推進員研修会参加報告 

 『しんきゅうさん』：省エネ製品買い換えナビゲーションの説明がありました。 

  きゅう：今まで使用している製品と、しん:新しく買い替える予定の製品の消費電力が、インターネ

ットで製品番号をインプットすれば把握でき、省エネにつながります。 

   

 『一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット JCCCA』環境啓発ツール紹介 
  今年度の市民活動フェスティバルで展示用に使用した掲示パネルや昨年度の“もてるかな”各国の

CO2排出量を鞄で実感してもらうツールをお借りしたJCCCAより新しい環境啓発ツールの紹介があり

ました。これからもお世話になると思います。 



 

       

 

・市民大学活動団体交流会開催の報告 

   11 月 25 日 13:00～15:00 美浜公民館で実施 

『市民のための、市民による、市民の創る大学』を趣旨に、学生の自主活動・協働事業の起業・参 

画の実現を目指し設立され市民大学が開校し5年がたちました。この間に市民大学生が立ち上げた、 

又は参加している市民活動団体が集まり、各団体の活動紹介を行いました。今後も継続して交流を 

行う予定です。 

 

 ・1 月度例会 1 月 15 日 16:00～18:00 美浜公民館第１会議室 終了後、新年会を行います 



温暖化防止うらやす ６月定例会記録 

日 程：平成２６年６月５日（木） 16 時半～17 時半（勉強会）、17 時半～（定例会） 

場 所：青少年館 １階ロビー  

出席： 川島、小川、林、杉村、江澤、團、倉光、大西、市坪、島野、大高、廣田 

欠席：大村、高橋、服部、種本、横山、杉岡、佐藤 

 

●手回し充電カー勉強会・・・16時半～17時半 

  小川さんによる勉強会が行われた。環境フェアにおいて、手回し充電カーを使用する。 

  環境フェア当日は、小川さんが欠席のため、取扱いについて学んだ。 

 

１． 環境フェアについて 

  出展計画書の内容を出席者全員で確認した。 

 

日時：６月２２日（日）１０時～１６時（会場設営９時～） 

当日参加者確認： ＡＭ・・・大西、市坪、島野 

         ＰＭ・・・ 

         一日・・・川島、倉光、林 

詳細は、出展計画書を確認のこと。 

 

節電のチラシが間に合えば、２００部送ってもらえるので、当日の配布資料とする。 

 

２．ワーキングについて 

  （分科会の活動状況について） 

   ・環境学習分科会は、月１で集まり、目標を決めて進めている。 

  （分科会のあり方について） 

   ・ゆるやかに、強制力なく進めていく。行っているうちに休止するテーマや、 

    新たなテーマで始まることもあっていいのではないか。 

   ・もっと研究して進めてはどうか。会としての目標設定を決めるのはいかがか。 

   ・新たなテーマを立ち上げたい。来月に提案する。 

   ・年度ごとに半日くらいかけた発表会を行うのはどうか。 

   

  分科会のありかた、進め方についての意見は、合意を得たわけではない。 

  今後、考えていく。 

 

３． その他 

・協働提案の可能性について 

    将来、市で募集している協働事業への参加を検討してみてはどうか。 

  ・公民館で利用できるように、美浜公民館第１～３会議室を登録した。 

 次回定例会  

  ７月３日 １８時～２０時 

予約がとれれば、美浜公民館で定例会を行う。 

   



温暖化防止うらやす ５月定例会記録 

日 程：平成２６年５月１日（木）  

場 所：日の出公民館 19 時～  

出席： 大村、川島、倉光、島野、大西、杉村、種本、小川、團、市坪、杉岡、江澤、服部、廣田 

欠席： 高橋、大高、林、佐藤、横山、後藤 

 

１．環境フェアについて 

●浦安市環境フェア「6／22（日）」の申込控えについて、 
 ＊FAX にて申込致しましたので、当日控えを皆様に回覧させて頂きます。 
（申込書には、ソーラーカーを出すことを明記されていたため、チラシに載る前に変更する旨を 

 代表に確認した） 

 

●浦安市環境フェアにおける、掲示物について。 
 IPPC レポートなどの、最近の温暖化問題についての掲示物とのご提案について。 
 ＊6／13（金）に低酸素社会にむけて「公開シンポジウム」「国立環境研究所主催」 
 に参加予定。掲示物等が入手で来た場合、掲示を行う。  
 

 ・「浦安の温暖化」を掲示してはどうか。 

    

 

２．ワーキングについて 

●本年度開催 IPPC に関して、我々の今後の認識課題等を、議論希望の方がいらっしゃれば 
  ワーキング課題に取り上げて頂きたい。 

   大村さん、種本さん が取り組む。 

 

3．その他 

●,環境問題に関しての講演会の開催について・・・島野さんより説明 

 

  保全課との協働―――フェア当日、翌月など、まだ未定。 



温暖化防止うらやす ４月定例会記録 

日 程：平成２６年４月３日（木）1７時３０分～  

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 大村、川島、市坪、江澤、大西、杉村、倉光、團、廣田 

欠席： 横山、島野、小川、佐藤、久保、高橋、大高、後藤、種本、服部、杉岡、林 

 

1.第 17 回浦安市環境フェア「6／22（日）」参加について。 

 ①.実行委員長（当会における窓口、担当者）の決定 

    大村さんが、窓口として担当する。申請書も、保全課に提出する。 

    ※大村さんにお願い 

      提出された用紙を、みなさんに送付ください。よろしくお願いします。 

 

 ②.会場でのデモンストレーション 

 ＊会員が全員で協力出来るような企画 

 ＊環境問題の地域性とグローバル性をアピール出来るような企画 

  具体案：①これまでの省エネアンケートを実施・・・川島さん 

      ②手回し発電カー・・・小川さんに打診 

       （フェアに小川さんは出席できないが、ミニカーを準備してくれるとのこと） 

      ③ＩＰＣＣレポートなど、最近の温暖化問題についての掲示物・・・大村さん？ 

        

 ③.環境講演会の企画「市との協賛」 

   ＊環境省＆経産省等への協力要請。 

   環境フェアで何かできないか、提案する予定。 

 

2.総会開催についての準備について。 

 ＊規約改正の草案その他 

   定例会の後、役員会で話し合う。 

 

3.ワーキンググループ活動の活性化についての提案。・・・提案のみ 

＊新規課題提案の募集 

＊IPPC 横浜総会「3／25～3／29」についての我々の考察勉強会。 

＊その他の提案 

     

4.その他。 

  ＨＰについて 

  やってきたことの記録や、団体紹介など活用してみてはどうか。 

  市民活動センターＨＰに団体のページがあるので、活用できるように検討したい。 

  出席会員から賛同を得、大西さんがＨＰ更新を検討することになりました。 



5.次回の定例会の日程。 

   次回：５月１日（木）１８時～ 日の出公民館／総会 

    ※総会後、19 時 45 分～さくら水産で軽い懇親会を行います。 

      

 

 

 

 

     



温暖化防止うらやす ３月定例会議事録 

日 程：平成２６年３月６日（木）1７時３０分～  

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 杉村、大村、倉光、島野、杉岡、江澤、川島、團、廣田 

欠席： 横山、小川、大西、市坪、高橋、佐藤、服部、種本、林、後藤、大高、久保 

 

１.（独）海洋研究開発機構見学会の件・・・4 月以降 
 ＊浦安市環境保全課との協賛 
 ＊温暖化防止うらやす会員＆一般市民対象 

 

２.”日本における再生可能エネルギーの課題”講演会・・・7 月以降 
 ＊（独）産業技術総合研究所よりの講師派遣「平日でも OK」 
 ＊浦安市環境保全課との協賛＊一般市民対象 

 

３.地球温暖化防止についての講演会（第 2回目）・・・平成 27年 1月～2月 
 ＊（独）国立環境研究所よりの講師派遣「平日でも OK」 
 ＊うらやす市民大学との協賛＊一般市民対象 

 

４．温暖化防止うらやすとして市民大学学生会企画オープン講座に対応するか。 

する場合の内容について。 

   学生会の事業部会から、今回の市民大学の講座に参加している世話人に声をかけている。 

   内容としては、活動紹介、学んだことなど何でもＯＫ。1時間半程度を予定。 

   温暖化防止うらやすの団体の活動紹介をしてはどうか。 

   島野さん、川島さんで対応。日程（4/15～5/15 までの間） 

  

５.年次総会の予定＆次年度役員選任について。 

   総会準備のために、役員会を開催する。 

   来年度の役員も、今年度と同様で、と提案あり。 

   総会に諮る。 

 

６.千葉県地球温暖化防止活動関連団体連絡調整会からの連絡事項。 
 

７．市民大学ＯＢ諸兄の温暖化防止うらやすへの入会案内について 

   卒業の発表→行動へ結び付ける為に、温暖化防止うらやすとして具体的によびかけをする。 

    

    現状としては進んでいない。 

   市民大学に関わらず、環境ゼミはもちろんのこと市内の環境団体が集まって、浦安の環境につい

てサミットを行うのはどうか。団体同士の交流を希望。 

 
提案事項として話題

があった。 

 

 

市民大学に提案して

いる 



 ８．各種報告 

 ・分科会について・・・各分科会リーダー 

   環境学習部会：3月 17日（月）午後 5時 30分～7時に行う。 

 

９．次回以降の定例会について 

   次回：４月３日（木）１７時半～ 青少年館１Ｆ 

 

１０．その他 

   ４月に１２日に復興祈念のつどいが行われる。出展ならびに手伝ってくれる人を募集している。 

   詳細は、杉村さんまで。（川島副代表がＷＳを担当する予定） 

 

 

     



温暖化防止うらやす ２月定例会議事録 

 

日 程：平成２６年２月６日（木）1７時３０分～  

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 杉村、杉岡、大村、種本、林、島野、高橋、倉光、江澤、小川、川島、廣田（順不同・１２名） 

欠席： 大西、佐藤、後藤、横山、服部、久保、大高、團、市坪 

 

１． 本年の環境活動の目標（一人三分間程度）・・・各自１分 

林：千葉県環境学習指導者養成講座に参加し、「もったいない」をテーマにしたプログラムを作成した。 

  これを使って環境学習を行いたい。環境学習グループに入ることを希望。 

島野：テーマの継続。学習が進んでいないので、今年こそちゃんと行いたい。 

高橋：環境問題に関心を持っている。エコライフ実践の記録をとり、具体化したい。エネルギー問題に興味。 

倉光：ＥＶ、車、交通をテーマに、情報を仕入れながら今後も行っていく。 

江澤：お米の話をまとめているが、まだ半ばである。農業政策の話題に興味関心。たんぼ＝ダム、米。 

小川：環境学習に関心。リクエストがあるのは一般的なもの。温暖化はまだ難しい。テクニックを磨きたい。 

川島：今年はフリーになり、環境省の勉強会やエコ診断に参加しながら環境学習を進めていく。 

杉村：環境学習プログラムに関心。 

杉岡：１月８日の新聞で温暖化の話題。このままいくと、４．８℃上昇することが懸念される。ひとりひとりが 

意識を持って、エコライフを進めていきたい。 

   大村：温暖化問題をお金に換算した話をしていきたい。新聞記事をまとめているが、グループワーキングの

ひとつにつながるのではないだろうか。（現在、ゼミで実施している） 

   廣田：環境学習をライフワークとして今まで以上に広く行っていく。 

 

２．温暖化防止うらやすＮＰＯ法人化の提案・・・大村 

   「まだ時期が早い、活動資金や事業も明確になってから行えばよいのではないか。」 

「事業が出来てきちんと活動が出来てから改めて考えたい。」「目標としていく」 

等の意見があり、すぐに動くことは見送られた。 

 

３．市民大学ＯＢ諸兄の温暖化防止うらやすへの入会案内について・・・大村 

   卒業の発表→行動へ結び付ける為に、温暖化防止うらやすとして具体的によびかけをする。 

   現在、「資料のみ送付を希望」が２名いる。 

 

４．総会について 

 ・日程：５月１日（木）１８時～１９時  ←定例会を総会とする。 

 ・準備資料について 

    

 

 



５．各種報告 

 ・分科会について・・・各分科会リーダー 

                再度リストを作り、他にも参加希望をとる。 

 ・国立環境研究所＆産業技術総合研究所「筑波学園都市」見学会実施結果・・・種本 

               好評だった。スーパーコンピューターを見学。３２名参加。 

 ・地球温暖化講演会「1／25（土)・2／8（土)・2／22（土)」の件・・・島野 

                最終日に、温暖化防止うらやすのリーフレットを配れるようにしたい。 

 

 

6．次回以降の定例会について 

   次回：３月６日（木）１７時半～青少年館１Ｆ 

       ４月３日（木）１７時半～青少年館１Ｆ 

       ５月１日（木）１８時～ 日の出公民館／総会 

 

７．その他 

   ３月に復興祈念のつどいが行われる。出展ならびに手伝ってくれる人を募集している。 

   詳細は、杉村さんまで。 

 

 

     



温暖化防止うらやす １１月定例会議事録 

 

日 程：１１月７日（木）1７時３０分～ 

場 所：青少年館１階  

出席： 大村、倉光、杉村、杉岡、團、江澤、市坪、川島、廣田（9 人）   

欠席： 佐藤、島野、種本、林、高橋、後藤、大高、横山、服部、小川、久保 

 

 

報告事項 

●市民活動フェスティバル参加について（川島） 

日程;１０月２７日(日)／イトーヨーカドー 

   昨年と比較して、参加者が増えた。（4000 人→4500 人）参加団体も増えた。 

11 月 8 日に最後の実行委員会があり、出席の予定。 

（川島さん、フェスティバルの実行委員長、お疲れ様でした！） 

 

○市民活動フェスティバルの今後の企画とその他に出た意見・感想 

 ・「動くもの」を展示に取り入れてみてはどうか。→パソコンの動画は、あまり見てもらえなかった 

 ・５分～１０分のパフォーマンスはどうか。 

 ・「エネルギーのカバン」は、前半組・後半組それぞれで持ち味を出していて、そこそこ良かったの 

ではないかと感じた。 

 ・このような場は、いかにいろいろな人に見てもらい、自分達を知ってもらう「いかに仲間を作るか」

ということにつながる。今後も取り組んでいきたい。 

 

後援イベント等 

●ストップ地球温暖化千葉推進会議/「うらやす市民環境講座」→台風により、中止 

日程：１０月２６日（土）文化会館  13:30～16:30 

①  省エネ・節電対策についての講演・・・担当：團さん「30分」 

②  温暖化防止うらやすの活動紹介・・・担当：島野さん「20 分」 

③ 受付業務応援・・・2 名要請有り 

講演内容を発表してもらうのはどうか？ 

團さん→１２月にディスカッションの場を設ける。 
 島野さん→年明けにお願いしてはどうか。 

 

●市民大学における公開講座について（市民大学主催） →うらやす市民大学・温暖化防止うらやす協賛 

 2014 年 1月 25 日 、2 月 8日（土）、2 月 22 日（土）・・・島野 

うらやす市民大学主催、温暖化防止うらやす後援 →協賛 

      →次の定例会では、パンフ、申込書を用意する。 

        講座の開催時間は、いずれも午後２時―４時、１８０人募集 



●国立環境研究所＆産業技術総合研究所「筑波学園都市」見学会 

・・・2014 年 1月 21 日（火）午前８時～午後４時 

温暖化防止うらやす・市民大学学生会協賛によるツアー「バスは浦安市よりご提供頂きます」・・・大村 
    ・・・募集人数（２８人）、公募しない。 

 

●その他 

 とくになし。 

 

 

●分科会進捗状況（各リーダー） 

 

   ※分科会は、必ずしも入らなければならないわけではない。 

    興味のあるテーマは今後も募集し、この指とまれ方式で活動を続ける。 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、杉村、広田） 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、種本、市坪、（服部） 

   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

   ・浦安の温暖化―大西、大村、島野、川島、杉岡 

   ・温暖化と稲作についてー江澤  ←新！！賛同者募集！！ 

 

   ・・・各リーダーで会を開催し、動きがあれば定例会で報告する。 

●次回以降の定例会について （定例会は、毎月第一木曜日開催） 

１１月定例会：１２月５日（木）１７時半～  

日の出公民館 第２会議室（会議室は１７時より予約） 

 

 

 

 

     



温暖化防止うらやす ９月定例会議事案 

 

日 程：９月５日（木）1７時３０分～ 

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 大村、島野、大西、川島、江澤、杉村、杉岡、種本、林、團、広田   

欠席： 横山、服部、倉光、久保、市坪、小川、高橋、大高、佐藤、倉光 

 

●市民活動フェスティバル参加について（川島） 

日程;１０月２７日(日)／イトーヨーカドー 

第２回実行委員会・・・９月２７日     

企画書（別紙資料参照）提案の通りで進める。待ち受け型のプログラムを用意したい。 

景品の提供について  持参者はなし。今後も川島さんにて受け付ける。 

展示提案について（江澤） 

「お米を食べて温暖化防止に協力しましょう」の展示提案がされたが、今回は展示を見送り、 

まずは分科会活動として賛同者を募ることになった。 

 

●ストップ地球温暖化千葉推進会議/「うらやす市民環境講座」の協力について（大村） 

日程：１０月２６日（土）予定/文化会館  13:30～16:30 

チラシ配布について・・・ポスティング等配布 

当日スタッフについて 

 

●その他 

「温暖化と稲作について」研究の成果を発表したい。（江澤） 

１０月または１１月の定例会で３０分ほど時間を作れないか。→１０月に実施。 

現在、まとめ途中であるが、フェスティバルで掲示したい。→今回は、なし。 

 

●分科会進捗状況（各リーダー） 

 

   ※分科会は、必ずしも入らなければならないわけではない。 

    興味のあるテーマは今後も募集し、この指とまれ方式で活動を続ける。 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、杉村、広田） 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、種本、市坪、（服部） 

   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

   ・浦安の温暖化―大西、大村、島野、川島、杉岡 

●次回以降の定例会について （定例会は、毎月第一木曜日開催） 

９月定例会：１０月３日（木）１７時半～ 高洲公民館 第３会議室 ←（注意！）     



温暖化防止うらやす ８月定例会記録 

 

日 程：８月１日（木）1７時３０分～ 

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 大村、大西、種本、川島、江澤、倉光、林、小川、市坪、杉岡、広田   

欠席： 横山、杉村、團、高橋、佐藤、島野、大高、服部、久保 

 

●市民活動フェスティバル参加について（川島） 

日程;１０月２７日(日)／イトーヨーカドー 

第１回実行委員会・・・７月１９日 １８時半～市民活動センター    

実行委員会出席の報告（別紙資料参照） 

出展内容についての意見 

・次回、9月にどのようなものにするか提案してほしい。 

・テーマはこれから決めたい。 

・また、シールはり（エコチェック）をやりたい。 

・子どもを惹きつける、魅力ある出し物があるとよい。 

・テーブル上の体験展示を次回に希望する。 

 

●千葉県温暖化防止活動関連団体調整会議の報告（大村） 

温暖化防止関連団体の各代表あてに千葉県センターより連絡があり、当会は大村代表が会議構成員とな 

ります。7月３０日（水）に第一回会議が開催。 

 

連携を各団体でとれるように集められた。 

活動資金をお手伝い費用として配布できるようになった。 

 

●ストップ地球温暖化千葉推進会議/「うらやす市民環境講座」の協力について（大村） 

日程：１０月２６日（土）予定/文化会館  13:30～16:30 

協力できることとは何か？―――①イベントスタッフ 

                     ②発表者 2 名？（1名につき 1万円と交通費が出る） 

 

●エコメッセについて（広田） 

千葉県センターに不参加の返事をしました。 

 

●次回以降の定例会について （定例会は、毎月第一木曜日開催） 

９月定例会：９月５日（木）１７時半～ 青少年館１Ｆ   

 

 



●分科会進捗状況（報告あり） 

 

      

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、杉村、広田） 

１．今後の日程 

・テーマの絞り込みは 9月に行う。 

・次回チーム打合せはは 9月 5日の定例会で決定する。 

２．次回までのアクションアイテム 

・各自、CO2の排出量算出データに関して情報ソースを調査する。 

・参考資料など環境保全課所有のものなどは閲覧の予定。 

 

 



温暖化防止うらやす ７月定例会議事録（案） 

2013 年 7 月 31 日 朱記 種本 

 

日 程：７月４日（木）1７時３０分～ 

場 所：青少年館１Ｆ  

出席： 大村、島野、市坪、大西、團、杉村、種本、佐藤、川島、江澤、広田 （11 名）  

欠席： 倉光、横山、杉岡、服部、久保、小川、高橋 

 

●分科会進捗状況（リーダーは太字） 

（進展報告は特に聞いておりません。前月までの進捗を参考までに残します） 

   ※分科会は、必ずしも入らなければならないわけではない。 

    興味のあるテーマは今後も募集し、この指とまれ方式で活動を続ける。 

 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、杉村、広田） 

      浦安市環境保全課に面談し、環境学習についての実態ヒアリングを終え、6月中旬、市内小学校

で環境学習を見学及びアシスタントとして現場の経験を行い、それを基本に、具体的な環境学習

教材作りの検討に入る。 

        環境学習現場の見学：6/6、11 北部小学校 4年生、買い物ゲーム 

                       6/13、18 高洲北小学校 4年生、買い物ゲーム 

                       6/25 美浜南小学校 5年、市民の森について 

         （広田：当日は、見学ではなく協力をしていただけたため、授業を進める上で大変ありがたかった

ことを付け加えます。） 

 

 

 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、種本、市坪、（服部） 

      ８４枚のアンケートの集計結果の報告があった。 

市坪さんが新たにメンバーとして参加することになった。 

倉光さんに代わって種本が次の報告をした。 

① 6 月 26 日（水）に千葉トヨペット市川塩浜店を訪問してＰＨＶに関するヒアリン

グを行い、また、温防うらやすのＥＶ・ＰＨＶアンケート結果を説明した。 

② 6 月 27 日（木）に浦安市環境保全課（平林係長）を訪問して、ＥＶに関する情報

交換を行った。 

③ 6 月 27 日（木）に千葉日産浦安支店を訪問してＥＶに関するヒアリングを行い、

また、温防うらやすのＥＶ・ＰＨＶアンケート結果を説明した。 

④ ７月１１日に倉光さん、市坪さん、種本の３人で今後の活動について意見交換する

予定 

 



   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

 

          

   ・浦安の温暖化―大西、大村、島野、川島、杉岡 

      パワーポイントを使い、島野さんより報告があった。          

      杉岡さんが新たにメンバーとして参加することになった。 

      これから作戦会議の予定。来月には、もう少し発表の予定。 

 

      

●市民活動フェスティバル参加について 

日程;１０月２７日(日)／イトーヨーカドー 

第１回実行委員会・・・７月１９日 １８時半～市民活動センター    

参加の有無―――――参加する。川島さんが実行委員会として参加する。 

参加申込書について―――川島さんが記入、市民活動センターに送付。 

出展内容について 

 

 

●ストップ地球温暖化千葉推進会議/「うらやす市民環境講座」の協力について 

日程：１０月２６日（土）予定/文化会館  13:30～16:30 

協力できることとは何か？―――①イベントスタッフ 

                     ②発表者 

    ※「温暖化防止うらやす」として出る場合、謝金は会にプールしてはどうか。 

今後、会則に入れることを検討したい。 

    ※10 月２６，２７日とイベントが続きます。 

この 2 日間は、ぜひ参加できるようにスケジュールを空けておいてください。 

 

●その他 

エコメッセに出るかどうか？―――発表内容がないのではないか？ 

                      今年は見送ってはどうか。 

 

●次回以降の定例会について （定例会は、毎月第一木曜日開催） 

８月定例会：８月１日（木）１７時半～１８時半 青少年館１Ｆ 

    ※定例会終了後（１９時から）、「ＨＵＢ」または「はなの舞」にて懇親会の予定 

     会費：3500 円 

懇親会参加者確認：「さくら水産」ということで合意。 



温暖化防止うらやす ６月定例会議事案 

 

日 程：６月６日（木）19 時～21 時 

場 所：日の出公民館  

出席： 大村、倉光、島野、広田、市坪、大西、佐藤、杉岡、杉村、江澤、種本、高橋  

欠席： 川島、服部、横山、團、小川 

不明： 久保、大高 

 

●環境フェア全体報告 

・環境保全課に提出した環境フェアのアンケートを簡単に回覧した。 

・数について・・・全体数は不明。数については最初から数えるという話ではなかったため、

数えていない。 

        ＥＶアンケートと節電については数がわかるので、ある程度の推察は可能 

・手回し充電カーについては小川氏より報告あり。添付のとおり。 

 

●分科会進捗状況（リーダーは太字） 

   ※分科会は、必ずしも入らなければならないわけではない。 

    興味のあるテーマは今後も募集し、この指とまれ方式で活動を続ける。 

 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、杉村、広田） 

      浦安市環境保全課に面談し、環境学習についての実態ヒアリングを終え、6月中旬、

市内小学校で環境学習を見学及びアシスタントとして現場を経験を行い、それを基本

に、具体的な環境学習教材作りの検討に入る。 

 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、種本、市坪、（服部） 

      ８４枚のアンケートの集計結果の報告があった。 

      市坪さんが新たにメンバーとして参加することになった。 

 

   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

          

   ・浦安の温暖化―大西、大村、島野、川島、杉岡 

      パワーポイントを使い、島野さんより報告があった。          

      杉岡さんが新たにメンバーとして参加することになった。 

 

   ・環境の基本を学ぶ―倉光 

      取り下げ 

   ※今後、進展があった場合は、資料提示されたい。 



●その他 

    ストップ地球温暖化千葉推進会議/「うらやす市民環境講座」の協力について 

日程：１０月２６日（土）予定/文化会館 

５月２９日に、スト温代表の内野氏が環境保全課に相談、浦安市で大人向けの環境講座を行う方向で進ん

でいる。（主催：スト温、後援：浦安市：申請中） 

プログラムの詳細は、別添参照。 

 

 今後、大村さんが窓口となってスト温代表である内野さんと連絡を取り合う。 

 協力依頼等があった場合は、大村さんより会に連絡をし、進める。 

 

 （内野氏より送付のプログラム案を添付しますので、ご確認ください／事務局） 

 

●新メンバーの紹介 

杉岡さん・・・浦安の放射能、浦安の環境を学びたい 

江澤さん・・・浦安に生まれ育ち、「浦安の温暖化」を体感している。 

市坪さん・・・ＥＶ・ＰＨＶ化の分科会に参加することになった。 

●次回以降の定例会について （定例会は、毎月第一木曜日開催） 

７月定例会：７月４日（木）１７時半～青少年館１Ｆ    

８月定例会：８月１日（木）１７時半～１８時半 青少年館１Ｆ 

    ※定例会終了後（１９時から）、新浦安駅周辺にて懇親会の予定 

      みなさま、どうぞご参加ください。 



温暖化防止うらやす ４月定例会議事録 

 

日 程：４月４日（木）19 時～21 時 

場 所：日の出公民館 第 3 会議室（1Ｆ） 

出席： 大村、大西、川島、倉光、佐藤、島野、種本、広田  

欠席： 小川、服部、横山、久保 

 

●報告事項 

  ①環境フェアについて 

   ・環境保全課との環境フェア打ち合わせ：４月８日（月）１９時～ 

       →川島副代表が出席予定。 

    ・３月２１日の打ち合わせ報告 

       １）日時 Ｈ25.3.21（木）１４時５分～１４時３５分 

２）場所 新浦安駅前 コメダコーヒー 

３）出席者 久保、種本、島野、倉光（前段の一部出席）、小川 

４）打ち合わせ結果（企画、準備は別添） 

         ・事前にメールで周知してあった添付資料にもとづき調整。 

         ・結果（実施内容、業務分担など）は、添付資料に追記したとおり。 

         ・特記事項、ペンディグ事項は、以下のとおり。 

           ａ．テーマは、分かり易さから「手回し発電機自動車レース」とする。 

           ｂ．参加者の具体的張り付けは、４日の定例会で決定してもらう。 

           ｃ．２７日夜の展示品の保管（保安）方法は、市に確認する。 

              ＊市との打合会で確認して貰う 

           ｄ．掲示ポスター（Ａ１版）の掲示は、何枚可能か、それによって枚数を決定

する。 ＊市との打合会で確認して貰う 

           ｅ．節電シールと朝ごはんのＣＯ２の掲示の説明員は誰かの確認、 

             また、説明員へのガイダンス要否などは、４日の定例会で確認してもらう。 

＊レース要員との兼務可否も含め 

  ○当日参加予定 

４／２７am小川、大村、島野、種本、倉光 

     ｐm小川、島野、大西、種本、高橋  （久保） 

      ４／２８am小川、大村、川島、杉村 

              pm小川、大村、大西、川島、倉光、 

   ○出展内容 

      手回し充電カー（小川さん作）２枚 

      節電シールはり（川島さん）  川島さんより送付済み：意見募集（２枚） 

      朝ごはんのＣＯ２（大村さん） →辞退          

      ＥＶアンケート（要検討／倉光） アンケート確認 

            （大型プリンターでの印刷担当：広田） 

 

○.貸与されるテント「2間×3間」にポスター等を張り出すための、パネルは浦安市の方で準備。 

   



  ②会計監査について（倉光さん） 

    添付資料（議事案とともに送付済み）を確認。 

 

③分科会その後について 

   ・環境家計簿の普及―（大村、佐藤） 

（３月）市民大学で発表したものに佐藤さんの意見をすり合わせたい。 

             現段階においては、２人で内容を確認した。 

         （４月）温暖化防止のための意味や方向付けが分からなくなってきた。 

             なぜ低炭素社会が必要なのかはっきりしない。疑問が出てきたため、「原

点にもどる」ということで方向転換をした。 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、広田） 

         （３月）３人で集まった。２つのテーマであるが、１つで検討したい。 

             まずは環境学習を知るために、４月中旬に環境保全課に聞きに行く。現場

を見たい。できれば、再来年度に使えるツールづくりを行いたい。 

         （４月）できれば、２６年度に使えるツール作りをめざし、まず環境学習の現状を

知るために市環境保全課にヒアリングを行い、小学校の環境学習の現場を

見る。（資料提示） 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、服部 

         （３月）話し合いはこれから。アンケートを取ることを希望。 

             ３月に市民大学で発表したものを中心に、市（環境保全課）に対して意見

を言いたかった。ここで進めるにあたっては、メンバーや市の意識をする

あわせる必要性を感じる。何を最終的なゴールと考えるのか？いい街にし

たいというアンケートを作成したい。 

         （４月）服部さんの提案されている「脱車」で「歩く」ことと、EV・PHV 化とは内容

が離れているのではないか。 

             ５月くらいに市に補助金の話を聞きにいきたい。何ができるのかを考えて

いきたい。 

   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

         （３月）富岡公民館で意識の摺合せを行った。 

２つのものが一緒にできるのかはまだわからないが、なるべく平行して進  

めていきたい。赤ちゃんとお母さんを対象とし、温暖化のキーワードで進め

ていく。 

         （４月）現在は、上記まで。 

   ・温暖化の生物指標―大西、大村 

         （３月）「浦安」は、どのくらい温暖化したのか、我々は何も知らない。どうして？

と聞かれると弱い。 



             過去、浦安という町が発展するにつれて温暖化がどのくらい進んだのか温

度なり、統計的に整理したい。データ収集。 

             桜の開花データ／大村さん、浦安の温度データ／川島さん 

             印刷物にまとめたい。 

         （４月）「浦安の温暖化―過去１００年間の検証」資料提示 

   ・環境の基本を学ぶ―倉光 

             これから進めていく。 

 

     ※今後、進展があった場合は、資料提示されたい。 

 

●その他 

①温暖化防止活動推進員委嘱式での団体紹介について 

   日程：４月２２日（月）・・・所要時間１０分～１５分程度（発表団体が多いと時間は少なくなる） 

   場所：千葉市民会館 

   方法：口頭、パワポ、資料などなんでもかまわないが、資料を配布の場合、あらかじめ財団に送付。 

   ※３月中に返事が欲しいと言われていましたが、まだお返事しておりません。 

 →大村代表による口頭での発表とのこと。 

 

②総会準備について 

   総会日程：５月２日（木）１９時～２１時 

    活動実績、会計、計画、予算など・・・４月１１日１７:３０～段取りを行う。 

    今後参加すると考えられるイベント：エコメッセ（９/２８）、市民活動フェスティバル 

    今後の分科会が活動計画のキーになると思われる。４月に分科会の進捗状況を確認、まとめる。 

     

 

●次回定例会について 

  ５月は定例会ではなく総会を行います 

：５月２日（木）19 時～21 時  



温暖化防止うらやす ３月定例会記録 

 

日 程：３月７日（木）19 時～21 時 

場 所：日の出公民館 第 3 会議室（1Ｆ） 

出席： 大村、大西、川島、倉光、佐藤、島野、杉村、種本、久保、広田  

欠席：小川、服部、高橋、横山、杉岡 

 

●連絡事項 

  ①新会員紹介 

    杉岡さん・・・市民大学より。 

   

  ②分科会その後について 

   ・環境家計簿の普及―（大村、佐藤） 

市民大学で発表したものに佐藤さんの意見をすり合わせたい。 

             現段階においては、２人で内容を確認した。 

   ・学習ツールの作成―（川島、島野、広田） 

             ３人で集まった。２つのテーマであるが、１つで検討したい。 

             まずは環境学習を知るために、４月中旬に環境保全課に聞きに

行く。現場を見たい。できれば、再来年度に使えるツールづく

りを行いたい。 

   ・自動車（ＥＶ・ＰＨＶ化）―倉光、服部 

             話し合いはこれから。アンケートを取ることを希望。 

             ３月に市民大学で発表したものを中心に、市（環境保全課）に

対して意見を言いたかった。ここで進めるにあたっては、メン

バーや市の意識をするあわせる必要性を感じる。何を最終的な

ゴールと考えるのか？いい街にしたいというアンケートを作

成したい。 

   ・他団体とのコラボレーションで創造される温暖化対策 

    鉄鋼団地のグリーン対策 ―佐藤、種本、川島 

             富岡公民館で意識の摺合せを行った。 

２つのものが一緒にできるのかはまだわからないが、なるべく

平行して進めていきたい。赤ちゃんとお母さんを対象とし、温

暖化のキーワードで進めていく。 

   ・温暖化の生物指標―大西、大村 

             「浦安」は、どのくらい温暖化したのか、我々は何も知らない。

どうして？と聞かれると弱い。 

             過去、浦安という町が発展するにつれて温暖化がどのくらい進

んだのか温度なり、統計的に整理したい。データ収集。 



             桜の開花データ／大村さん、浦安の温度データ／川島さん 

             印刷物にまとめたい。 

   ・環境の基本を学ぶ―倉光 

             これから進めていく。 

 

●協議事項 

①環境フェアについて 
  （出展内容、役割分担、当日参加者確認 など） 
    
○当日参加者 
４／２７ 小川、大村、島野、大西、久保、種本、（倉光）、（杉村） 

   ４／２８ 小川、大村、大西、川島、（倉光）、（杉村） 
   ○出展内容 
   手回し充電カー（小川さん作） 
   節電シールはり（川島さん） 
   朝ごはんのＣＯ２（大村さん） 
              （大型プリンターでの印刷担当：広田） 
   ＥＶアンケート（要検討／倉光） 
   ○その他役割分担や詳細について 
   環境フェア打ち合わせとして、３月２１日または２８日に話し合いたい。 
   小川さんの日程にあわせる。 
 
   ※定例会内で環境フェアについて疑問があり、後日確認されたので記載します。 
      ①.参加団体の全体会議等の、機会設定に就いて。 
      ＊3月下旬頃に、参加団体全体で集まり説明会を予定。 
      ②.貸与されるテント「2間×3間」にポスター等を張り出すための、パネルに就いては、 

浦安市の方で、準備。（大きさは、まだ未定） 
  
②総会準備について 

   総会日程：５月２日（木）１９時～２１時 

    活動実績、会計、計画、予算など・・・４月１１日１７:３０～段取りを行う。 

    今後参加すると考えられるイベント：エコメッセ（９/２８）、市民活動フェスティバル 

    今後の分科会が活動計画のキーになると思われる。４月に分科会の進捗状況を確認、まとめる。 

     

 

●次回定例会について 

  ４月定例会：４月４日（木）19 時～21 時  



温暖化防止うらやす ２月定例会議事 

 

日 程：２月７日（木）19 時～21時 

場 所：日の出公民館 第 3会議室（1Ｆ） 

出席： 大村、大西、川島、倉光、佐藤、島野、杉村、種本、服部  

 

① 添付資料に基づき活動グループの立ち上げ 
各人からテーマの補足説明後、各テーマ賛同者を確認。今後各テーマ毎に、リーダーや進め方・概略ス

ケジュール等を検討し 4 月度例会で報告。報告内容によって他メンバーの参加は可能。  （以下敬称略） 

活動テーマ 提案者 賛同者 

環境家計簿の普及 大村 佐藤 

環境学習ツールの作成 広田 島野 

うらやす環境マップで体験ウオーキング 川島 島野 

自動車（ＥＶ，ＰＨＶ化）中心に「低炭素化」推進を

考える。アンケートによる把握  

服部 

倉光  

種本・大西 

他団体と連携して温暖化対策  

（鉄鋼団地、子供と高齢者） 

佐藤 種本・川島 

生物季節など温暖化の進行度を指標で示す 大西 大村 

 

環境の基本を全員で学ぶ 倉光 月例会で勉強会を実施。テーマ・講師分担など手順をリード。 

 

② 市民大学環境第２期生の入会勧誘について 
・3 月 16 日 2 期生最終授業に大村・川島が出席し市民大学環境ゼミと合わせ勧誘する。 

・3 月 10 日 県温暖化防止推進員の会合で浦安市の推進員に大村会長が勧誘。 

新規会員は次回 3月からの参加は可とする。 

会員は温暖化防止を基本として入会しているので、できるだけ緩やかな活動を前提にするほうが長続

きするとの意見があり、その方向で運営していくことを確認した。 

 

③ ３月以降の年間スケジュールの確認 
定例会は毎月第 1木曜日１９：００～２１：００ とする 

（3/７、4/4、5/2、6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、12/5） 

④ 総会について 
5 月 2日とする。 

⑤  ３月１０日（日）「震災復興祈念のつどい」について杉村さんより説明 

 

●次回定例会について 

  ３月定例会：3 月７日（木）19 時～21 時  



温暖化防止うらやす １月定例会議事案 

 

日 程：１月１７日（木）18 時～19 時 

場 所：日の出公民館 

出席：大村、川島、佐藤、島野、種本、大西、広田 

新年会のみ出席：杉村、服部   

欠席：久保、後藤、小川、高橋、倉光、横山 

 

★プレゼンの続き 

佐藤さん 

・鉄鋼団地等市内企業と環境対策を共同で実践 
・他団体と連携して温暖化対策（子供と高齢者とつくるＣＯ２対策） 

 

 

※今後の予定 

皆様からの提案テーマにつきましては分科会方式で活動を進める 
ことを前提に、2月度定例会（2月 7日予定）で、改めて活動テーマの 
確認と分科会参加希望者の確認を行います。 
 

 

★その他 

・イベントの案内（川島さん） 

・新年会（19時～/四六時中） 


