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温暖化防止うらやす  平成２９年度総会 

 

1.日時   平成２９年４月２０日 １５：００～１６：３０ 

 

2.場所   浦安市市民活動センター 会議室 

 

3.総会次第              

1)代表挨拶 

2)議長選出 （候補 島野さん）                  

3)議事 

 第 1号議案 平成２８年度事業報告         

 第 2号議案 平成２８年度会計報告及び監査報告  

  第 3号議案 平成２９年度事業計画（案）     

 第 4号議案 平成２９年度予算（案）       

 第 5号議案 その他   

・役員選任            

・その他 

4)閉会 

                            

 

 

地球環境はこのままでは取り返しがつかないことになっていくことが分かってきました。自分たちの

作ったツケを子や孫に回さないために、それぞれが自分のできることをやっていくことが大切です。 

地球温暖化は間違いなく起こっており、その原因は人為的なもので、ＣＯＰ２1で締結された「パリ協

定」で全世界が協力して２℃未満(1.5℃)を目標として達成計画を立て実行する約束をしました。 

環境省のパリ協定を受けたアクションプランは中長期的には、今までの技術ではなくイノベーション

で全く発想を変えた技術・投資で未来を創ろうしていますが、まずは自分たちのできること、地域でで

きることをやるから始めるとしています。当面、環境省は『COOL CHOICE』を中心に展開すると思われ

ます。 

 温暖化防止うらやすは、千葉県温暖化防止推進員を中心に広く環境保全活動に関心ある浦安市民が会

員となって『ゆるやかな運営』を基本として『浦安市地域における地球温暖化防止活動に関し、地方自

治体、各種団体、企業、市民などとの連携により、その推進と普及を図る』という会の目的を果たすた

めに、『温暖化防止と地域における環境問題』をテーマに活動を行っています。 

 温暖化防止うらやすができることを、みなさんと共に考え、一歩進んだ行動をしたいと思います。 
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第 1号議案 平成 28年度事業報告 

 

① 定例会 

会の運営の検討及び進捗確認と会員相互の情報交換を行うために定例会を開催。 計 6回 

   4月 ７日 (木) 28年度総会 終了後懇親会 

   6月 16日（木） 定例会 環境フェア展示企画 

9月 15日 (木) 定例会 市民活動フェスティバル展示企画 

11月 17日（木） 定例会 

1月 18日（水） 定例会 研究発表（大西氏） 終了後新年懇親会 

3月 23日（木） 定例会  

② 市主催イベントに参加 

浦安市主催のイベントに参加し、市民に対し地球温暖化防止をテーマに啓発。 

6月 12日（日） 浦安市環境フェア (新浦安駅前) 

・手回し電動カーレースの展示 

   ・温暖化防止啓発パネル展示と説明、関連パンフレット配布 

10月 15日  浦安市民活動フェスティバル（イトーヨーカドー） 

 ・パワー君（車輪型発電機 手回し）、ワットメーター（白熱電灯・蛍光灯・ＬＥＤのアンペア

表示）の展示及び体験 

・温暖化防止啓発パネル展示とシールで気づく『あなたのエコタイプ』の参加 

③ 環境問題研究会 

環境問題研究会 テーマと進捗結果 メンバー 

学習ツールの作成 ・小学校向け環境学習プログラム作成 

・中央公民館への働きかけ実施 

島野 

広田・川島 

他団体と協働し 

温暖化対策を啓発 

・市民大学環境講座のサブコーディネーターを担当 

・市民大学公開環境講座の開催協力 

川島 

島野・神尾 

浦安の温暖化評価 ・浦安の生物暦研究 

「世帯形態の変容は家庭部門の電力消費量にどう影響 

するか？」（大西さん） 

江澤 

大西 

環境家計簿の普及 ・会員各自から半年間のデータ提出 

 

團 

会員 

④ 市民大学公開環境講座の企画・実施   参加者 72名 

・「地球温暖化、廃棄物、生物多様性など環境問題全般」南川秀樹氏（日本環境衛生センター理事長長、

環境省元事務次官）・「東京湾の生き物」佐々木淳氏（東京大学教授）の 2氏の講演実施。 

⑤ ホームページの活用 

会活動の活性化のために、会員間の情報共有と会の活動成果を発信する基盤を強化   

HPアドレス  http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu 

・「浦安におけるフードマイレージと CO2排出量の算定」レポート発信 

http://ohnishi.ecnet.jp/dummy/OnBouUrayasu
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⑥ その他  会員の桜マイ標本木の開花・満開日観測 

第 2号議案 平成 28年度会計報告及び監査報告  

１．活動計算書（平成２8 年４月１日～平成２9 年３月３１日）           （単位：円） 

     科 目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 増減(B-A) 摘     要 

Ⅰ経常収益     

  受取会費（年） 20,000 17,000 △3,000 @1,000 ×17 名 

  資料収入 6,000 ― △6,000  

 経常収益計   26,000 17,000 △9,000  

Ⅱ経常費用     

  賃借料 2,240 0 △2,240  

  消耗品費 8,000 3,565 △4,435 環境ﾌｪｱ 2,024、市民活動ﾌｪｽ 1,541 

  印刷費 8,000    0 △8,000  

  運送費 2,500      0  △2,500  

  諸謝金 5,000 2,000 △3,000 公開講座セミナー講師打合交通費 2,000 

 経常費用計 25,740    5,565 △20,175  

当期正味財産増減額  260 11,435 11,175  

前期繰越正味財産額  31,533 31,533     0   

次期繰越正味財産額  31,793  42,968 11,175  

２．貸借対照表（当期末平成２9 年３月３１日;  前期末平成２8 年３月３１日）   （単位：円） 

科 目 当期末(A) 前期末(B) 増減(A-B) 摘     要 

Ⅰ資産の部     

現金     0       0    

普通預金 42,968    31,533   11,435  

資産合計     42,968    31,533   11,435  

Ⅱ負債の部              

 負債合計          0         0        0  

Ⅲ正味資産の部     

前期繰越正味財産額 31,533 23,208  8,325  

当期正味財産増加額 11,435    8,325 3,110  

正味資産合計 42,968  31,533 11,435  

負債・正味財産合計 42,968   31,533 11,435  

                                  会計担当：市坪 宏 

会計監査報告書 

 平成 28 年度「温暖化防止うらやす」の決算にあたり、会計監査を実施した結果、諸帳簿並びに現金及

び預金の収支は適正に処理されており、計数的な過りは認められなかったので、「温暖化防止うらやす」

会則第６条５項に基づき適正でありましたことを報告します。 

平成２9 年４月６日               監事：高橋孝雄 
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第 3号議案 平成２９年度事業計画   

 

【活動計画】 

① 定例会 

定例会で活動等の運営検討・報告および情報交換により会の目的の推進を行う。 

会員持ち回りで、勉強会（自由テーマとし発表と質疑応答 30分程度）を実施する。 

6月度例会 9月度例会 11月度例会 1月度例会 3月度例会 

大西     

発表者は各例会で次回発表者を決定する 

 

② 環境問題研究会活動 

・会員は、「環境問題研究会（分科会）」に加入する（複数以上への加入も可、随時受付） 

・研究会テーマは①温暖化防止、②広義の環境課題のいずれも可とし、テーマ賛同者がと共同で 

研究し、結果を定例会で報告する。 

 例）環境学習ツールの作成、環境家計簿の推進、桜の開花日観察・・・・ 

・新テーマの提案や、分科会会員登録は、定例会で報告し、会として状況・進捗把握を行う。 

・研究成果を実活動に移す場合は、会全体で協力を行う。 

 

「環境問題研究会 (分科会）」の運営             

各環境問題研究会（分科会） テーマ リーダー 

メンバー 

環境学習ツールの作成 ・小学校他に向けた環境学習プログラム等の作成 

・公民館での環境啓発プログラム採用を働きかけ実施 

 

島野 

川島・神尾 

浦安の温暖化評価 ・浦安の温暖化観測データの集計 

 

江澤・大西 

環境家計簿の普及 ・会員実施で課題発見と解決をはかり、イベントなど

で市民への提案普及を目指し、特に女性団体への働

きかけを行う 

團 

他団体と協働し 

温暖化対策を啓発 

・市民大学環境講座インストラクター（川島・島野） 

・市民大学公開講座企画・運営の協力 

 

川島・島野 

アンケート他による調査 

 

 

・市民の環境意識アンケート企画・実施 

・集合住宅 LED アンケートの企画・実施 

大西・島野 

市坪・川島 
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③ イベントへの参加 

浦安市環境フェア・市民活動フェスティバル等への参加を通じ、市民への地球温暖化啓発を行う。 

 

④ ホームページにより、会員間の情報共有化及び市民への情報発信 

会員は、情報共有化充実のため『ＷＥＢ管理規定』を順守し、積極的に情報提供を行う。 

市民への発信力を高めるため、定例会での勉強会、環境問題研究会の成果をWEBに掲載する。 

・運営管理者：大西・川島・広田 

 

⑤ その他 

・千葉県温暖化防止推進員活動に参加する。 

・浦安市役所環境部門、市内の環境保全に取り組む団体等と協働し市民啓発を行う。 

   ・温暖化防止うらやすの広報パンフレットを作成しイベントなどで配布する。 

   ・その他、会の目的を達成するための活動を行う。 

 

 

第 4号議案 平成 29年度予算   

 

平成２９年度活動予算書                        （単位：円） 

 予算額 摘   要 前年度予算額 

Ⅰ経常収益    

  受取会費（年） 20,000 ＠1,000ｘ20名     20,000 

  資料収入 6,000 講習会ﾃｷｽﾄ代        6,000     

  その他収益    ―   

 経常収益計   26,000     26,000 

Ⅱ経常費用    

  賃借料     960 ＠480ｘ2回        2,240 

  消耗品費 8,000 ｲﾍﾞﾝﾄ出展 2回        8,000 

  印刷費 8,000 講習会資料印刷        8,000 

通信費 20,00

0 

集合住宅省ｴﾈ実態調査郵送費等  

  運送費    2,500 ｲﾍﾞﾝﾄ資料送付代        2,500 

  諸謝金       5,000 講習会講師謝金        5,000 

 経常費用計 44,460       25,740 

当期正味財産増減額 △18,460          260 

前期繰越正味財産額    42,968        31,533 

次期繰越正味財産額      24,508        31,793 
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第 5号議案 その他   

 

① 役員選任の件 

 

平成 29年度役員 

代表    川島 謙治 

 

副代表   島野 圭司 

 

事務局長   広田 由紀江 

 

会計担当   市坪  宏 

 

監事       杉村 直 

 

 

② 29年度スケジュール     

 

 例会 イベント等（予定） 環境問題研究会 

4月 4/20 29年度総会 総会懇親会 テーマ毎に分科会を随時

開催し 

5月   成果を例会で報告。 

6月 6/15 6月度例会 6/25 環境フェア  

7月    

8月    

9月 9/21 9月度例会   

10月  市民活動フェスティバル  

11月 11/16 11月度例会   

12月    

1月 1/18  1月度例会  新年懇親会  

2月    

3月 3/15 3月度例会   

原則 開催月の第 3 木曜日  15:00～16:50 


