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月日 会合名 内容 

2 月 20 日 交通プロジェクト例会 LRT小冊子校正、事業計画等 

2 月 21 日 省エネ・創エネプロジェクト

「市民節電所」結果報告会、

表彰式 

「みんなで市民節電所をつく

ろう」事業報告、表彰式 等 

2 月 26 日 環境教育プロジェクト WG 出前講座と教科書調べ 

2 月 27 日 幹事会（第 6 回） 

 

各プロジェクト進捗、今後の

活動について 

2 月 28 日 駅西にぎわいデー出展 

（はぐくみセンター） 

省エネグッズの展示・相談会 

3月 12日 省エネ・創エネプロジェクト

例会 

アースデイ奈良 2015 出展準

備、今後の活動について 

3 月 14 日 ごみ減量と環境を考える講

演会（企画総務課と共催） 

 

「環境と生物を汚染するプラスチ

ック プラスチック削減の必要

性」（高田秀重東京農工大教授） 

3 月 15 日 成ヶ島見学会（奈良県環境県

民フォーラムと共催） 

漂着ごみ見学、海岸でごみ拾い 

3 月 17 日 交通プロジェクト例会 アースディ出店準備、活動計画 

3 月 20 日 幹事会（第７回） 

 

各プロジェクト進捗、総会に

ついて 

3 月 23 日 環境教育プロジェクト例会 小学校教科書調査報告、来年度

予算等について 

3 月 27 日 

4 月 1 日 

ビッグ・ナラ店頭啓発 ビッグ・ナラ本店・若草店に

て啓発活動 

4 月 2 日 3Rプロジェクト例会 レジ袋有料化事業者会議に

ついて 

4 月 6 日 レジ袋有料化事業者会議 奈良市長同席の元、事業者会議 

4 月 12 日 ＮＥＷ環境講座 菜の花祭り 北永井フィールドにて  

4 月 15 日 省エネ・創エネプロジェクト

例会 

アースデイ奈良 2015 出展準

備、今後の活動について 

月日 会合名 内容 

1 月 19 日 環境教育プロジェクト

例会 

平成 27年度の活動について 

1 月 21 日 省エネ・創エネプロジ

ェクト例会 

市民節電所づくり結果報告会の開催内容

について、平成 27 年度の事業について 

1 月 23 日 交通プロジェクト例会 LRT小冊子と今後の活動について 

1 月 23 日 幹事会（第５回） 各プロジェクト進捗、今後の活動について 

2 月 2 日 3Rプロジェクト例会 レジ袋、ECOキッズ、講演会、見学会他 

2 月 12 日 省エネ・創エネプロジ

ェクト例会 

市民節電所づくり 結果報告書について 

今後の活動について 

2 月 16 日 環境教育プロジェクト

例会 

小学校教科書調査、来年度事業について 

 

 

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.38 

          発行：2015 年 4 月 17 日 

NEW 発足以来の懸案であったレジ袋無料配布中止が今年正念場を迎えます。

昨年の会議では多くの事業者が「無料配布中止参加店が 8 割程度あるなら参加し

てもよい」という返答でしたが、その後なかなか進展せず案件は今年度にずれ込

む形になりました。4 月 6 日仲川市長ご臨席のもと会議は始まり、結局は昨年の

会議と同じ結論ではありましたが、市側の強い決意を表明して「できるだけ多く

の事業者に参加いただいてとにかくスタートする！！」ということになりました。

事業者の多くが「奈良市内で８割程度の事業者が参加するなら、してもよい」が、

「消費者の文句が怖い、お客様が逃げるのが怖い」ということです。消費者が納

得するような広報と行政の強いリーダーシップが求められています。皆で力と知

恵を併せてこの正念場を乗り切りましょう。     NEW 会長 許斐喜久子 

活動日誌（2015 年 1 月～2015 年 4 月） 



2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 省エネ・創エネプロジェクト 

＊平成 27年 1月 21日（水）第 10回会合（出席者 9名） 

１）「市民節電所づくり」結果報告会は「終了式および茶話会」方式とし、

その開催内容について討議・決定した。 

２）来年度活動：CO2 削減量アップから目標値を決めて CO2 排出量の最小

化活動が提案され、目標値などについて討議した。 

＊平成 27年 2月 12日（木）第 11回会合（出席者６名） 

１）「市民節電所づくり」結果報告書について討議し了承された。 

２）低炭素型ライフスタイルの定着を促進する活動が提案され討議し、次

回会合にて検討することになった 

＊平成 27年 3月 12日（木）第 12回会合（出席者６名） 

１）アースデイ奈良 2015 出展 （交通プロジェクト/省エネ・創エネプロ

ジェクト）についてテーマ、出展内容準備品について討議した 

２）来年度活動：低炭素型ライフスタイルの定着を促進する活動の内、具

体的活動として NEW「省エネコンテスト」の開催が提案され討議し、次

回会合にて検討することになった  

市民省エネプロジェクト イベント開催・参加  

＊市民節電所づくり 結果報告会（2/21、参加者 18名、内学生 2名） 

会長挨拶に続き、参加グループの代表に終了証が手渡され、各グループ

世話役などからグループでの省エネの工夫などが紹介された。続いて、節

電所活動の「データ解析」及び「結果報告書」の説明があり、茶話会では

省エネの工夫や今後の活動提案など活発な意見交換がされた。 

＊はぐくみセンターにぎわい市場 省エネグッズ展示相談会（2/28、参加者

70名、内学生 3名） 

  展示内容は「省エネを探そう！省エネクイズ」、HEMS（ホームエネルギ

ーマネージメントシステム）、エコワット、省エネ照明、節水シャワーヘ

ッドなど。「クイズ！省エネを探そう！」には多くの方々、特に子供連れ

親子が参加された。 

交通プロジェクト 

例会内容 

＊平成 27年 1月 23日（金）市役所公平委員会室 

・LRT導入の啓発と研究会呼びかけのための小冊子第 2回校正原稿を検討。 

・27年度活動計画と申請予算案に関して第 1回の意見交換会を実施した。 

（出席者 6名） 

＊平成 27年 2月 20日（金）ボランティア・インフォメーションセンター 

 ・LRT 導入の啓発と研究会呼びかけのための小冊子第 3 回校正原稿を検討

した。併せて、小冊子掲載候補の世界遺産画像の承認取得と 3月末完成

までのスケジュールを確認した。 

 ・27年度事業計画と申請予算案に関し協議し決定した。 

 ・4/19アースデイ（省エネ・創エネプロジェクトと共同出展）の内容と準

備事項について検討した。（出席者 5名） 

＊平成 27年 3月 17日（火）市役所公平委員会室 

 ・4/19アースデイ（省エネ・創エネプロジェクトと共同出展）の内容と準

備事項について再確認をした。 

 ・26年度活動報告書案を検討し了承された。併せて次年度の具体的活動ア

イテムについて意見交換した。（出席者 5名） 

次回例会予定 

＊平成 27 年 4 月 21 日（火）13：30～15：30 市役所北棟 6F 公平委員会室

   

 

１）アースデイ出展

の反省  

２）27 年度活動の 

具体的スケジュー

ル他について協議

する予定。 

LRT導入の啓発と研究会呼びかけのための小冊子 
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環境教育プロジェクト 

 

 

 

  

 

3Ｒプロジェクト 

3 月 14日（土）、講演会「環境と生物を汚染するプラスチック 使い捨てプラ

スチック削減の必要性」（講師：東京農工大学 高田秀重教授）を奈良市企画総

務課と共催で開催しました。 

最近あまり話題にならなくなった環境ホルモンですが、問題は解決していな

いことがわかりました。ペットボトルのフタや使い捨てプラスチックコップ、

ラップなどから、今でもノニルフェノールが検出されるとのこと。また、破片

化したプラスチック製品同様、メラミン樹脂製スポンジのカスや合成繊維の衣

類から洗濯中に脱落した繊維も、下水から流れ出し、海洋汚染物質となってい

るという海外の研究報告があるそうです。使い捨てのプラスチック製品は極力

使わないこと、そして食器洗いや衣類などは天然繊維のものを使用するのがよ

い様です。 

 また翌日は、奈良県環境県民フォーラムと共催で、成ヶ島へ漂着ごみ見学会

に出かけました。成ヶ島は美しい瀬戸内海国立公園の一部ですが、漂着ごみの

多いことでも知られ、奈良県内のごみも漂着しています。小一時間ほど海岸で

ごみを拾い、時間の都合で 4 人が拾った分のごみだけカウントしました。総個

数 758 個のうち、発泡スチロールや硬質プラスチックの破片類が約 4 割、破片

類を除くとペットボトル（73 本）が最も多いごみでした。ごみの大半がプラス

チック類であることが確認できました。  

  

 

 

 

 

① NEW環境出前講座 平成26年度は、小学校、幼稚園等に対し、19講座を実

施しました。今年は例年に比べ、申込み数が減りました。小学3年生全員

にＮＥＷの団体会員などが環境出前講座を行っていることや、総合の時

間の半分ほどが、英語教育に費やされるようになったことが大きな原因

であると思われますが、魅力あるメニュー内容の充実のための努力が必

要であることも忘れてはいけないとの意見が、プロジェクト会議で出ま

した。また、出前講座メニューの内容がどの学年のどの教科と関連して

いるかをメンバーが調べて一覧表を作成しました。今後どのように学校

に出前講座を取り入れもらう提案をするか、戦略を練るための試みです。 

② 講師派遣講座 平成26年度は、公民館等へ5講座実施しました。 

③ NEW環境体験講座 平成27年4月12日、 

環境体験講座を開催しました。北永井 

Fで、大和まほろばシェアリングネイ 

チャ―の会・奈良グリーンクラブ・奈 

良友の会・宙塾が参加し、菜の花の天 

ぷら試食、自然観察、木工体験、エコ 

バッグつくり、段ボール生ごみ堆肥等 

の内容を楽しみました。（参加者90名） 
 

④ 学校との長期協働事業 

平成 26年度は、市内 6小学校・幼稚 

園に対し、計 26回の協働事業を行い 

ました。参加延べ人数は 1442名。 

平成 27年度は 4月 11日には、鼓阪北 

小学校で菜の花祭りを行いました。 

※ 今年は京都神護寺（1/2）、高野山金剛 

峰寺（3/16）への菜種油奉納が実現し、来年 4月に奈良で開催される「菜

の花全国サミット inやまと」成功に向け、よいスタートが切れました。 

 

 

※写真は成ヶ島に落ちていたレジ袋 

環境問題の解決策には「デメリットの

ない対策」というものはおそらく存在

しないので、「使用量を減らすこと」

が最もメリットの大きい環境対策で

あり、だからこそ 3Rのリデュース（減

らすこと）が大事であるとあらためて

感じた 2 日間でした。 
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幹事会報告 

＊平成 26年度第 5回幹事会 平成 27年 1月 23日（金）市役所第 21会議室 

①各プロジェクトからの報告 

各プロジェクトの活動状況報告が担当幹事またはプロジェクトリーダーからあ

り、了承された。また以下の懸案事項が承認された。 

・レジ袋有料化の取組みについては削減協定と有料化協定２本立ての市案と有料

化協定１本の案について次回例会で最終調整。 

・「NEW 環境出前講座」として、受講者数が３０名超、講座時間９０分超、テー

ブルリーダーが必要な場合のスタッフ活動費について基準を定めた。 

・大和の国・菜の花エコプロジェクトについて黒飛リーダーより説明があり、NEW

の人的金銭的支援の要請があった。 

・人気出前講座の「ごみ分別レンジャーになろう！」は人材不足のため“市民節

電所“でコラボ中の県立大生を含む大学生の活用を検討する。 

②予算執行状況報告 

会計より 1月現在の予算執行状況が報告され、了承された。各プロジェクト間

で活動費支払い基準が違っている点は来年度から是正するものとなった。 

③その他報告 

・課長より来年度の市委託料は内訳を含めて今年度と同額で認可される見込みと

の報告があった。各プロジェクトの事業計画はこれを踏まえる。 

・12/13 環境教育ミーティング、12/18 匠の環において、許斐会長が「市民によ

る学校への環境出前講座：よりよき授業を目指して」、及び「市民のエコ意識

を高めるために」と夫々題して講演をした。 

④今後の主な行事確認 

・NASO省エネコンソーシアム報告会 1月 24日（土）奈良女子大学で副会長発表 

・「NEWとのコラボ活動について」の県立大学生発表会 2月 18日（水）県立大学

で「NEW各プロジェクトにおける今後コラボの場」について会長発表 

・“市民節電所”終了式：2月 21日（土）市役所第 22会議室 

・第 6回幹事会 2月 27日（金）午後 市役所第 13会議室 

 

・駅西にぎわいデー：2月 28日（土）はぐくみセンター 

・第 7回幹事会：3月 20日（金）午後 市役所、倉庫棟第１北会議室 

・アースデー奈良：4月 19日（日）奈良公園：交通プロジェクトと省エネ・

創エネプロジェクトの共同出展 

・総会：平成 27年 5月 31日（日） （場所等は追って） 

⑤その他事項 

・会長、副会長ほか次期役員選任の件は引き続き検討することになった。 

 （出席者：幹事 10名、臨時出席者 1名、事務局 3名） 

＊平成 26年度第 6回幹事会 2月 27日（金）市役所第 13会議室 

①各プロジェクトからの報告 

各プロジェクトの活動状況報告が担当幹事またはプロジェクトリーダーから

あり、了承された。また以下の懸案事項が承認された。 

・レジ袋有料化について、2 月 26 日の市長、事務局と調整の結果、有料化実

施事業者を増やす（7～8割目標）方向で再度事業者と交渉する。8，9月頃

に有料化スタートを目標とする。 

・環境出前講座の申し込みが例年に比べ少なかったことについては先方の事

情を理解したアプローチが望ましい。 

・環境教育プロジェクトの 27年度予算では、環境出前講座の申し込みが例年

に比べ少なかった半面、菜の花プロジェクトの分に多くを割いている状況

である。前者は先方の事情を理解したアプローチ、後者では受益者に負担

をお願いできるか等が課題。 

・高野山に菜の花油を奉納する（3月 16日）に際し NEWは協力団体の 1つと

して、名前を連ねる。 

②予算執行状況報告 

会計より 2 月現在の予算執行状況が報告され、了承された。省エネ・創エ

ネプロジェクトで予算を大幅超過したが、今後は事前に幹事会の承認を得

るものとされた。 

③その他事項 

・市委託事業報告書ならびに総会議案書作成担当とスケジュールを取決めた。 

 

 

 

幹事会へはオブザーバーとして参加できますので事前に事務局まで

ご連絡ください。 
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  幹事会報告 

・5月 31日の総会場所は西部公民館とし、12:30～14:00総会、 

14：30～16：30 記念講演会（YS エネルギーリサーチ 山藤 泰氏：清水幹事折

衝）となった。 

・次期役員の選出ステップとして、会員宛に事務局からメール、FAX、郵送で募

集案内を速やかに送付する。 

・27年度ボランティア保険は 26年度と同じ内容で申し込む。 

④今後の主な行事確認 

・駅西にぎわいデー：2月 28日（土）はぐくみセンター 

・高田秀重教授（東京農工大学）講演会：3 月 14 日（土）奈良県文化会館多目

的室 

・環境県民フォーラムの成ヶ島見学会：3月 15日（日） 

・第 7回幹事会：3月 20日（金）午後 市役所第１北会議室 

・アースデー奈良：4月 19日（日）奈良公園：交通プロジェクトと省エネ・ 

創エネプロジェクトの共同出展 

・総会・記念講演会：平成 27年 5月 31日（日）西部公民館第１会議室 

           （出席者：幹事 9名、臨時出席者 1名、事務局 3名） 

＊平成 26年度第 7回幹事会 3月 20日（金）市役所第１北会議室 

①各プロジェクトからの報告 

各プロジェクトの活動状況報告が担当幹事またはプロジェクトリーダーからあ

り、了承された。また以下の懸案事項が承認された。 

・平成 27年度環境出前講座のメニューを作成し、来月の校園長会で配布する。 

・レジ袋有料化について、4 月 6 日に市長も出席してもらい事業者会議を開催す

る。6 月を目途に協定を結びたい。その後各協定事業者の店舗でエコバッグや

賛同団体の名前を入れたチラシを用意して啓発を行っていく。 

②予算執行状況報告 

会計より予算執行状況と年度末までの支出予定内容が報告され、了承された。 

予算オーバーが見込まれる場合は事前に幹事会に諮ることが改めて確認された。 

③次期役員・幹事候補の選出 

・次期幹事候補者を全会員に募った結果、個人会員の応募者はいなかった。

一方、団体会員幹事候補者には現幹事の留任を呼び掛けた結果、全員了

承された。 

・個人会員の幹事任期は幹事会内規で４年となっていたが、今回はこれを

適用しないことになった。 

・個人会員については、改めて 3月 31日まで推薦候補者（本人の意思表示 

付）を募集し、その後は会長・副会長に一任するものとされた。 

④今後の主な行事確認 

・アースデー奈良：4月 19日（日）奈良公園：交通プロジェクトと省エネ・

創エネプロジェクトの共同出展 

・平成 27 年度第 1 回幹事会：4 月 24 日（金）13:30～ 市役所第１北会議

室 

・総会・記念講演会：平成 27年 5月 31日（日）西部公民館第１会議室 

・会計監査：4月 13日（月）13：30～ 市役所公平委員会室 

・NEWs発行：4月 17日、原稿締切：4月 11日 

       （出席者：幹事 12名、臨時出席者 3名、事務局 3名） 

                              以上 

                 

 

 

                  

 

 

 

＊平成 26年度第 6回幹事会報告つづき 
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店頭での取り組み 

 

 

 

 

 

 

事業者会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

活動のページ 

会長挨拶、終了証授与、グループ世話役などからの省エネの工夫紹介、節電

所活動の「データ解析」及び「結果報告書」の説明。茶話会では省エネの工

夫や今後の活動提案など活発な意見交換がされました。 

２/28 はぐくみセンター にぎわい市場 省エネグッズ展示相談会 

2/21 市民節電所づくり 結果報告会 奈良市役所 

 

 

レジ袋無料配布中止への取り組み 

 

 

 

展示内容は「省エネを探そ

う！省エネクイズ」、HEMS（ホ

ームエネルギーマネージメン

トシステム）、エコワット、

省エネ照明、節水シャワーヘ

ッドなど。「クイズ！省エネ

を探そう！」には多くの方々、

特に子供連れ親子が参加され

ました。 

  

奈良県立大の

学生さんが説

明 

4月 1日からレジ袋無料配布中止（有料化）をスタートしているビッ

グ・ナラ店舗前での啓発活動を行いました。 

  

 

奈良市長出席のもとで会議の場を設け、多くの事業者に対し、レジ袋

無料配布中止（有料化）の実施協力を呼びかけました。 
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企画名 日時 場所 テーマ 

アースディ奈良

2015 

4月 19日（日） 

10：00～16：00 

奈良公園登大路園

地（県庁前芝生広

場） 

交通、省エネ・創エ

ネプロジェクト合同

出展 

環境教育プロジ

ェクト例会 

4月 20日（月） 

13：30～15：30 

市役所北棟６階公

平委員会室 

事業計画、事業報告、

予算、決算、NEW 環

境体験講座他 

交通プロジェク

ト例会 

4月 21日（火） 

13：30～15：30 

市役所北棟６階公

平委員会室 

アースデイの反省、27 

年度活動の具体的ス 

ケジュールなど 

総会 5月 31日（日） 

12：30～14：00 

奈良市西部公民館 

第１会議室 

26 年度活動報告、27

年度活動計画他 

総会記念講演会 5月 31日（土） 

14：30～16：30 

奈良市中部公民館 

第１会議室 

地球環境を守る地

域の力～奈良市の

温暖化対策～ 

省エネ・創エネプ

ロジェクト例会 

5月 14日（木） 

13：30～15：30 

奈良市役所 

第３会議室 

活動計画について 

 

今後の日程予定 

発行  奈良市地球温暖化対策地域協議会（ NEW）  

事務局  奈良市環境政策課内  

〒 630-8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号  

TEL： 0742-34-4591 FAX： 0742-36-5466 

メール： new-nara@city.nara.lg.jp 

 

お知らせ 

 

関心のあるテーマに 是非ご参加を！ 

一緒に考えましょう。行動しましょう。 

詳しくは事務局へお問い合わせください。お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

アースディ奈良 2015 

4月 19日（日）10：00～16：00 

奈良公園登大路園地（県庁前芝生広場） 

野外ステージ、/体験する/食べる/出会う 

ＮＥＷも出展します。是非、春の一日はアースディに 

NEW 総会および記念講演会のご案内 

5 月 31 日（日）奈良市西部公民館 第１会議室 

総会  12：30～14：00 

講演会 14：30～16：30 

「地球環境を守る地域の力 ～奈良市の温暖化対策～」 

講師：山藤 泰さん 

（YSエネルギー・リサーチ代表・元関西学院大学客員教授） 

 
山藤泰さんプロフィール 

奈良市在住。大阪ガスを経て 2012 年まで関西学院大学総合政策研

究科客員教授を務める。効率的なエネルギー利用のあり方に関する

国内外の情報を探り、YS エネルギー・リサーチを設立。「新しい火

の創造」（エイモリー・B・ロビンス著）を翻訳。 

 

 


