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9月 27日（火）（於：はぐくみセンター） 

10月 1日（土）（於：西部公民館）に節エネコンテスト 

参加者と県立大学の学生との意見交換会を開催しました。 

 ＮＥＷでは、奈良県立大学の学生さんに、3年前 

から省エネ・創エネプロジェクトの「節電所づくり」 

に関わっていただいています。 

昨年度からは大学のフィールド科目の単位として 

認められるようになりました。若者の視点で、ＳＮＳに 

よる情報発信や啓発イベントへの提案が出されるように 

なってきました。また、「茶話ータイムズ」は奈良でのエコスタイルを発信する情報誌を目指して

いますが、その取材・執筆や編集も学生さんたちの活動になっています。現在 3 号発行の準備を

進めています。ご希望の方は、ＮＥＷ事務局（奈良市環境政策課）までご連絡ください。 

「町レベルだからできるのだ」と簡単に片づけて

いいのでしょうか？確かに奈良市36万人が出す

ごみ量は膨大です。しかし、これからの方向性は、

少しでもごみを出さない工夫をする社会。企業が

ごみを出さないようにする政策を国として打ち

出すことはもちろん、自治体も市民もできること

はまだまだあると感じました。 

  
 

 

 

10月 17日（月）ごみ分別の現場を見ようと

見学会を実施しました。ゴミゼロを目指して先

進的に取り組んでおられる斑鳩町さんのご厚

意で 9月にできたばかりの「ごみ分別体験ステ

ーション」と、奈良市の再生資源（ペットボト

ル、ビン、缶）処理施設、プラスチック製容器

包装処理施設を見学させていただきました。Ｎ

ＥＷメンバー、奈良市ごみ懇談会メンバー、市

議会議員さんや市職員さんも同行。斑鳩町さん

の「ゼロ・ウェイストのまち」を目指した経過

の説明は大変感銘深いものでした。焼却施設を

持たない決断をした斑鳩町では出来るだけ可

燃ごみを削減するため、徹底的に分別。雑紙や

木クズ・草も大切な資源（有価物）と考え、紙

おむつでさえ、リサイクルを検討しておられ、

紙おむつリサイクル工場の奈良県内誘致のた

めに協力する自治体を求めています。 

 

奈良県立大学の学生さんといっしょに温暖化ストップ！ 

～ＮＥＷ省エネ・創エネプロジェクトの取り組み～ 

３Ｒプロジェクト主催 リサイクル施設見学

会 

斑鳩町のごみ分別 

体験ステーション 

ゴミは有料化してい

ますが、ここに運べば

袋は要りません。 

 奈良市のプラスチック製容

器包装を圧縮した固まりは

230ｋｇ。一日６０個できま

す。今は南港からフェリーで

九州の製鉄所に送られます。 

奈良市地球温暖化対策地域協議会 

「ならエコ・エコの和」ＮＥＷｓ ＮＯ.44       

発行：2016年 10月 24日 

意見交換会の様子の写真 

 



2 

 

 

 

 

 

 

企画名 日時 場所 テーマ・内容 

北・山の辺の道 記紀万

葉の道巡り 

11月 3日（木） 

9：50～15：00 

奈良県庁～佐保短期

大学 

菜の花と橘で結ぶ記紀万葉の道巡り

ツアー（菜の花移植体験・試食など） 

にぎわい市場 11月 12日（土） 

10：00～14：00 

はぐくみセンター 

（三条本町） 

「エコ生活発見コーナー」、「ダンボ

ールコンポスト」ブース出展 

交通プロジェクト例会 11月 16日（水） 

10：00～12：00 

市役所北棟 6階 

第 19会議室 

交通に関する事業所アンケートにつ

いて 

省エネ・創エネプロジェク

ト例会 

11月 18日（金） 

13：30～16：00 

市役所北棟 6階 

第 21会議室 

HUG2（はぐはぐ）祭り出展について、

茶話ータイムズについてほか 

環境教育プロジェクト例

会 

11月 21日（月） 

10：00～12：00 

市役所 

第 18会議室 

環境出前講座、養成講座ほか 

幹事会 11月 25日（金） 

13：30～16：30 

市役所北棟 6階 

第 23会議室 

次期役員体制について 

HUG2（はぐはぐ）祭り 11月 27日（日） 

10：00～15：00 

はぐくみセンター 

（三条本町） 

「エコ生活発見コーナー」、「布たわ

し啓発コーナー」ブース出展 

「匠の環」（主催：NASO）

パネル出展および参加 

12月 21日（水） 

12：30～16：30 

奈良県文化会館 

小ホール 

奈良県内の地球環境保全団体の交流

会 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ご案内 (これからの予定) 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。事務局

までご連絡ください。 

 

 

 

大 人 の 遠 足 

北・山の辺の道 記紀万葉の道巡り 

記記万葉の道（古代の道）を歩いて満喫しましょう！ 

    2016 年 11 月 3 日（木・祝日） 

 集合 9 時 50 分 奈良県庁前 
 解散 15 時   佐保短期大学 

（奈良交通バス 佐保短期大学前から近鉄奈良まで所要時間 14 分） 

＊ただし、当日は観光シーズンのため交通渋滞が予想されます 
参加費 1500 円（昼食・資料代・保険料含む） 

持ち物 雨具、水筒、タオル。歩きやすい服装でお越しください。 
 コース 県庁前～奈良公園～春日大社～百毫寺付近（昼食・弁当） 

～佐保短期大学（菜の花移植体験、菜種油使用のシフォンケーキ試食があります） 

申込 （黒飛） ｆａｘ：0742-93-4785 メール：ohzorajuku@gmail.com 



3 

 

 

 

 

 

 

企画名 日時 テーマ・内容 

3Ｒプロジェクト例会 8月 10日（水） レジ袋有料化・見学会について 

 

省エネ・創エネプロジェ

クト例会 

8月 16日（火） 事業計画・「にぎわい市場」について 

環境教育プロジェクト

例会 

9月 9日（金） 

 

環境出前講座､森林体験講座、エコツアー（交通プロジ

ェクトと協働開催）ほか 

交通プロジェクト例会 

 

9月 9日（金） 
事業計画、エコツアーについて 

幹事会 9月 23日（金） 

 

各プリジェクトの活動報告、奈良市との協働事業（クー

ルチョイス事業）、幹事改選について 

パネル展示 

（はぐくみセンター） 

9 月 24 日（土）

～10月 21日（金） 

ＮＥＷの各プロジェクトの活動をパネルにして展示し

ています。 

省エネ意見交換会 

（はぐくみセンター） 

9月 27日（火） 節エネコンテスト参加者と奈良県立大学学生との意見

交換会 

省エネ意見交換会 

（西部公民館） 

10月 1日（土） 節エネコンテスト参加者と奈良県立大学学生との意見

交換会 

ＮＥＷ森林体験講座 

 

10月 1日（土） 元明天皇陵付近での森林整備作業とバウムクーヘンづ

くり、竹クラフト 

交通プロジェクト例会 10月 11日（火） エコツアーについて ほか 

 

3Ｒプロジェクト・リサ

イクル施設等「見学会」 

10月 17日（月） 

 

斑鳩町ごみ分別ステーション、奈良市再生資源処理施

設、奈良市プラスチック製容器包装処理施設見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 1 日（土）元明天皇陵付近の里山

で森林保全の体験講座を開催しました。親

子連れの方など 30 名が参加し、竹の伐採

とその竹を使った「バウムクーヘンづくり」

と試食、竹の工作、紙芝居や「野菜・果物

の旬あてゲーム」などで、秋の一日を楽し

みました。 

 

活動の記録 

森林体験講座  里山の森林整備と森の恵みを楽しむ会 

 

活動日誌 

（2016 年 7 月 26 日～10月 21 日） 

関心のあるテーマに、是非ご一緒に 

こんなことに取り組んでいます。 

一緒に考える仲間を求めています。 

幹事会へはオブザーバーとして参加できます。 

事務局までご連絡ください。 
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2030年まで継続する新国民運動

COOL CHOICE 

未来のために、いま選ぼう。 

 

COOL CHOICE（未来への賢い選択）は、地球温暖化対策のための国民運動です。 

 

世界中の国が参加し温室効果ガスを削減していこうという取り決めであるパリ協定を受け、日本は

温室効果ガス排出量を「2030 年に 26％削減」（2013 年比）の目標を掲げこの活動を展開していま

す。 

 

環境省では現在、豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵や技術を、みんなで楽しく共有し、発信し

ていこうという気候変動キャンペーン「Fun to Share」を展開しています。 

 「COOL CHOICE」は、「Fun to Share」で共有・発信された知恵や技術をはじめ、日本が世界に誇

る省エネ・低炭素型の「製品」「サービス」「行動」など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」

を促す新しい国民運動として、昨年７月１日から開始しています。 

 エコカーを買う 

エコ住宅を建てる 

エコ家電にする      という「選択」       

高効率な照明に替える 

公共交通機関を利用する  という「選択」 

クールビズをはじめ、低炭素なアクションを実践するというライフスタイルの「選択」。 

 

みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を行ってもらうため、統一ロゴマークを設定し、

政府・産業界・労働界・自治体・NPO等が連携して、広く国民に呼びかけています。 

奈良市でも未来のために、今「COOL CHOICE」する人が増えるよう、COOL CHOICE セミナーを開

催します。希望のテーマについて、市内で活動する専門家が出向いて家庭でできる省エネのコツや

自然エネルギーの活用などについてお話します。どうぞお申し込みください。 

お問い合わせ：奈良市環境政策課 FAX：0742- 36-5466、Email：kankyoseisaku@city.nara.lg.jp  
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地域事務局 1-035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会の活動趣旨； 環境カウンセラー制度の精神に従い、奈良県環境づくりの指針の基本

理念である自然と歴史に恵まれた心豊かな奈良県の創生に向けて、県民、事業者及び行政との

パートナーシップの形成につとめ、地域の環境にやさしい行動の実践を積極的に推進する。 

事業者の皆様には、適正な企業発展をされる環

境経営に協力し、特に、エコアクション 21 

団体会員紹介のページＮｏ.6  ＮＥＷの団体会員さんの取り組みを順次ご紹介していきます 

環境カウンセラーって何でしょうか？ 

   どうぞ、ここに書いています 

当協会の活動などをお読みください。 

事業者の皆さま 

略称は NECA と言います。 

ボランティア精神に富んで、地域の

皆様との協働に励んでいます。 

市民の方々での環境への関心

を高めていただくよう、様々な

コラボを実施しています。 

右の写真は十津川村の木灯館

(橿原イオンモールにある)で、

同村との環境体験学習をして

いる例です。 

もちろん、NEWともコラボ。 

環境カウンセラーは、環境保全に関する豊富な経験や

専門的知識を有し、その経験や知見に基づき、市民･

NGO･事業者などの環境保全活動に対し助言などを 

行う人材として、環境大臣により登録されています。 

NPO法人 奈良環境カウンセラー協会 

言い忘れましたが、当協会は 

平成 12年 11月設立、平成 16年 10月にNPO 法人化 

会員は、奈良県在住か在職の環境カウンセラーを主に 36名 

事務所は、奈良市芝辻町１－２１ 船橋フロムワンビル２階 

TEL・FAX；市内 26-3370 E-mail neca@cap.ocn.ne.jp 

(EA21)については、その地域事務局として活動しています。 

中小企業の方々も、環境省が定める EA21 という環境経営システムを活用さ

れ、分かりやすいマネジメントシステムを使って顧客信頼度のアップを！！ 

市民の皆さま 


