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月日 会合名 内容 

2月 21日 臨時勉強会、臨時幹事会 地球温暖化対策に関する奈良

市の現状について、総会につい

て、次年度に向けて 

2月 28日 交通プロジェクト例会 NEW 団体会員アンケート結

果報告、出前講座教材、市と

の協働、次年度計画 

3月 6日 市民・省エネサブプロジェク

ト例会 

活動進捗と今後の活動につ

いて（参加者募集、イベント

企画、Times２号、アースデ

ー参加について） 

3月 10日 3Rプロジェクト例会 レジ袋有料化のための事業

者会議、ECOキッズ事業へ

の参加プログラムほか 

3月 13日 省エネ・創エネプロジェクト

例会 

次年度計画など 

3月 25日 市民・省エネサブプロジェク

ト例会 

今後の進め方（Times２号、

今後の奈良県立大生との連

携について他） 

3月 28日 幹事会（第 7回） 事業報告、事業計画他 

4月 7日 環境教育プロジェクト例会 事業計画、事業報告、予算、

決算、NEW環境体験講座他 

4月 8日 3Rプロジェクト例会 レジ袋会議（4/17）、成ヶ島見

学、予算、リユース瓶普及促

進について 

4月 10日 省エネ・創エネプロジェクト

例会 

リーダー・プロジェクト体制 

事業報告・計画、決算、予算 

4月 11日 交通プロジェクト例会 予算、決算、事業報告、事業

計画、出前講座用教材他 

4月 17日 奈良市レジ袋有料化会議 レジ袋使用事業者と有料化

推進のための検討 

月日 会合名 内容 

1月 24日 幹事会（第 6回） 各プロジェクト進捗、各課題にむけた具体

策の検討 

1月 25日 駅西にぎわいデー 省エネ啓発、省エネグッズ展示、相談会 

1月 28日 市民・省エネサブプロ

ジェクト例会 

Times2号発行について 

2月 10日 環境教育プロジェクト

例会 

来年度事業について 

2月 12日 3Rプロジェクト例会 レジ袋有料化について、ECO キッズ事業

でのオリジナルプログラムについて 

2月 13日 市民・省エネサブプロ

ジェクト例会 

活動の進捗と今後の活動について（参加者

募集要項案、イベント企画、Times２号） 

 

 

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.34 

          発行：2014年 4月 18日 

私が生まれた昭和 22年はまだまだ日本が貧しい時代でした。道は藁をつんだ牛

車やリアカーが通り、穴のあいた鍋を修理する鋳掛屋さんや「こうもり傘修

繕！！」の傘屋さんも時々きました。母は炭火で調理をし、私は五右衛門風呂に

入って育ちました。思えば毎日の暮しは江戸時代とさほど変わりない生活をして

いたように思います。電気は電灯とせいぜいラジオ位でした。あれから６０余年、

私は指 1 本で湧くお風呂に入り、傘を修理することもありません。テレビは一人

1 台の時代になり、この原稿もパソコンで打っています。みんな貧しさから脱却

したい、楽になりたい、便利になりたい、と歩んできた結果です。しかし昭和の

あの時代が不幸だったか、そして今があの時代に比べて本当に幸せになったのか

と問われると考え込んでしまう私です。      NEW会長 許斐喜久子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

活動日誌（2014年 1月～2014年 4月） 
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 省エネ・創エネプロジェクト 

（１）省エネ・創エネプロジェクトの会合 

 ＊3月 13日（木）第 8回会合（出席者９名） 

 1）プロジェクトリーダーの村木氏が交代されました。 

2）「市民節電所を作ろう」運動に参加 55世帯のフォローアップは計画

通り継続することが決まり、その他懸案事項を討議しました。 

 

 ＊4月 10日（木）平成 26年度第 1回会合（出席者 11名） 

新しくプロジェクトリーダーに河野氏を選び、平成 26年度事業計画・

予算及び県立大学生とのコラボ活動について討議しました。 

 

（２）市民の省エネを支援するプロジェクト 

 「みんなで市民節電所をつくろう！」の全体会合及び「節電所 Times」

編集会議を 1月 9日（出席者：5名）、1月 16日（同：8名）、1月 28日

（同：8 名）、3 月 6 日（同：8 名）、3 月 25 日（同：12 名）を開催し、

活動進捗状況と今後の活動について及び「節電所 Times」第 2号の編集・

発行などについて討議しました。 

 

（３）家庭の省エネ相談室活動 

平成 26年 1月 25日 10：00～16：00 はぐくみセンター（奈良市保

健所・教育総合センター）にて《駅西にぎわいデー》が開催され、に

ぎわい市場（農産品の展示販売など）に合わせて、奈良の省エネ・節

電普及・啓発 展示 相談会を開催しました。（詳しくは P.5 活動の

ページ） 

交通プロジェクト 

例会内容 

＊平成 26年 1月 17日（金）、於奈良市役所北棟 5Ｆ21会議室 

・マイカー通勤に関する NEW 団体会員へのアンケート回答分析結果内容

を協議した。修正最終案は報告書としてアンケート回答先に報告する

ことになりました。 

・出前講座用の教材作りについて参考とする「エコパートナー21」に即

した一部図柄を同じ作者に発注することになった。また、今回から参

加された奈交サービスで自転車利用体験講座教材を用意することにな

った。 

・25 年度予算執行状況、および次年度活動計画を協議した。予算申請案

としては 25年度並みの 5万円となりました。（出席者 9名） 

＊平成 26年 2月 28日（金）、於奈良市役所北棟 6F、公平委員会室 

・マイカー通勤に関する NEW団体会員へのアンケート調査報告書を協議 

しました。一部修正のうえ 3月中にアンケート回答先に発送することに 

なりました。 

・出前講座用教材準備としては小学校低・高学年向け“公共交通促進”

と小学校高学年・中学生向け“自転車利用促進”をテーマとすること

になり担当者を決めました。（出席者 8名） 

＊平成 26年 4月 11日（金）、於奈良市役所北棟 4F、第 18会議室 

・25年度活動報告及び 26年度活動計画が世話役より説明あり一部修正の 

上、承認されました。 

・出前講座用教材準備に関して奈交サービスの峪中さんから“自転車利

用促進”、および許斐さんから“公共交通促進”について夫々準備状況

が報告された。8月までに準備を完了し、下期の環境出前講座メニュー

に加えていただく予定です。（出席者 10名） 

次回例会予定 

＊平成 26年 5月 23 日（金）13：30～15：30 於市役所（第 18会議室） 

環境出前講座の各タイトル、内容、教材、その他を協議する予定で

す。 
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環境教育プロジェクト 

 
① NEW環境出前講座 

・学校等への出前講座 学校・幼稚園・保育園に 

対し無料で行う出前講座。平成 25年度は 29件 

の講座を実施しました。25年度はバンビホーム 

への講座が多くなりました。   

 

・講師派遣講座 ＰＴＡ・公民館・自治会等から講師依頼があったとき、有

料で行う出前講座。平成 25年度は 8講座を実施しました。(前年度 4講座) 

※全体では講座参加者は 1936名で、昨年度より 419名も増加しました。 

平成 26年度もたくさんのお申し込みをお待ちしております。 
 

② NEW環境体験講座 平成 25年度は 2講座実施し、計 191名の参加があり 

ました。平成 26年度は 2講座あるうち 4月 13日に「菜の花祭り」を行い

ました。参加者は 65 名でした。化石燃料に頼らないライフスタイルにつ

いて学び、菜の花の天ぷら試食・ネイチャーゲーム・木工体験・手作りゲ

ームなどを楽しみました。また、10月 4日「森林体験講座」を行います。

竹林整備とともにバームクーヘン作りなど予定しています。 

③ 学校との長期協働事 

平成 25 年度は鼓阪北小学校・幼稚園、鼓阪小学校・幼稚園、東市小学校・

幼稚園、六条幼稚園に対し行い、参加者は 1317 名でした。東市小・鼓阪北

小両校が環境省「持続可能な地域づくりを担う 

人材育成事業」の事例集に掲載されることに 

なりました。六条幼稚園が、1 月 20 日東大寺 

2 月 26 日唐招提寺に菜種油を奉納しました。 

平成 26 年度スタート。4 月 12 日に鼓阪北小学校 

で菜の花祭りを実施し、約 80 名が参加しました。 

※菜の花ボランティアを募集中！詳細は下記 NEW 事務局奈良市環境政策課

へ 電話：0742-34-4591 FAX：0742-36-5466メール：new-nara@city.nara.lg.jp 

 

 

 

  

 

3Ｒプロジェクト 

①  レジ袋有料化会議の準備 

 3R プロジェクトでは当初からレジ袋の大幅削減をめざし、有料化に取

り組んできました。ようやく４月 17 日に事業者の方々と協議に入ります。

石の上にも３年といいますが、既に６年目。ここでまた５年前の様に事業

者さんに「有料化しない」といわれたら、振り出しに戻るわけですが、今

度は有料化する気のある事業者さんとだけでも協定したいと考えていま

す。 

 レジ袋による害は、散乱し、微細破片になった際に生態系に与える影響

が一番怖いと思いますが、私達の「もったいない」という感覚を麻痺させ

てしまうことも怖いです。レジ袋有料化が、次世代の分の資源まで使い尽

くそうとした挙げ句、温暖化や生態系の劣化を招いている私達の生活を少

しでも見直すきっかけになればと願います。 

 「資源は地球からの借り物」という言葉 

をしっかり胸に刻み、会議に臨みたいと思い 

ます。うまく有料化協定できれば、これから 

スーパー店頭でのチラシ配布を頻回に行う 

予定です。 

ご協力の程よろしくお願い致します。 

② 成ヶ島見学会 

 ３月 15 日、漂着ごみを見学する見学会を行いました。成ヶ島というの

は淡路島のすぐ近くの無人島です。ちょうど前日に近隣の方々による海岸

清掃があったとのことですが、既に結構な量のごみが漂着していました。

案内して頂いた方によると、ペットボトルが１番多いごみだそうですが、

想像以上にびんが多くて驚きました。掃除からたった一日なのに、破片は

もちろん、丸のままのびんもゴロゴロと落ちているのです。法律が不備で

ある証拠だろうと思いました。（栗岡） 

 

 

 

 

興東バンビホームでの出前講座の様子 
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幹事会報告 

＊平成 25年度第 6回幹事会 

平成 26年 1月 24日（金）、於奈良市役所、第 16会議室 

・奈良県におけるリユースびんを用いた推進協議会の設立に向けて、ＮＥＷ幹事

会としては参加方向で対処。参加内容については推進協議会の規約・内容によっ

て決めます。 

・ヤフーメーリングリストサービスの停止に伴う対策について協議し、メーリン

グリストの利用はいったん停止し、全会員向け情報発信は事務局を通じて行うこ

とになりました。 

・ＮＥＷ活性化に関し、奈良市地球温暖化対策地域協議会という名称でありなが

ら奈良市のＣＯ２削減目標に則った議論がまったくないのはおかしいという意見

を受け、奈良市の地球温暖化対策問題をとりまく現状について、2月 21日勉強会

を開催することを決定しました。 

・4月 20日のアースデーについては出展する方向で対応するものとし詳細は今後

詰めることになりました。 

・菜の花サイクリングツアーについて、臨時出席の黒飛さんからＮＥＷとの共催

を提案されましたが、もっと具体的になってから結論を出すことになりました。 

その他、プロジェクト担当幹事他から各プロジェクトの活動報告、会計担当幹事

から会計の現状報告がありました。（出席者：幹事 11 名、事務局 3 名、臨時出席

者 2 名） 

＊平成 25 年度臨時勉強会・幹事会 

平成 26年 2月 21日（金）、於奈良市役所、公平委員会室 

・奈良市域の温室効果ガス排出量の実績について、環境政策課の杉本係長より、

国の方針に基づき 2020年度 CO2排出量 25％削減（1990年度比）を目標としたが、

現状はむしろ増加していて目標の達成が難しい状況であることが報告されまし

た。NEWとしてはもっと諸対策の可能性と期待できる効果を数値的に把握し延いては

行政に提案できるような活動をすべきであるとの結果を得ました。 

 

   

 

 

・省エネ・創エネプロジェクについては、進行中の「市民節電所を作ろう！ 

PT」の活動経費・運営についての考え方の説明を受け、幹事会としては、 

予算のない中での来期計画や、他のプロジェクトとの支払い基準のバラ 

ンスから、最終的には清算申請書を見て判断することを決めました。 

（出席者：幹事 9名、事務局 3名、臨時出席者 2名） 

＊平成 25年度第 7回幹事会 

平成 26年 3月 28日（金）、於奈良市役所、第 16会議室 

・人事異動により、副会長の新井哲彰氏が転出、後任は奈良市環境政策課

長昇任の油谷彰浩氏に、幹事の大阪ガス 松本忠夫氏が転出、後任は越中

茂氏に、また教育委員会の梅田真寿美幹事も異動されることが報告。 

総会 ◇日時：5月 31日（土）場所：中部公民館第４講座室 

第 1部 総会 11：00～12：00 

 Ｈ25年度活動報告、Ｈ26年度活動計画他 

第 2部 講演会 13：30～15：00（開場：13：00） 

講演者：大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館副総領事フローリアン・イェーガー氏 

  「ドイツのエネルギー政策」 

・総会議案書は各プロジェクトリーダーからの原稿を踏まえ、会長（副会

長）が原案を作成、4月 21日（月）の幹事会において決定。 

・市民節電所ＰＴリーダー、村木氏が健康上の理由により退任されたので、 

後の新体制を 4月 10日（木）の省エネ・創エネプロジェクトで再構築し、 

現参加 55グループのフォローアップを通して県立大とのコラボは続けるも 

のとする。今回は省エネ・創エネプロジェクトは年度間一括して費用清算 

申請をしているが、今後は支払費目と基準を明確にして発生の都度清算手 

続きを行うことで承認された。 

・会員名簿作成に関して、総会資料発送（5 月 12 日）前に事務局がメール

又は FAX で同意・確認を得る。・NEW パンフレットの更新について内容を確

定。４月に発注。・平成 26 年度奈良市委託事業費は環境教育 28 万円、地球

温暖化対策 38.6 万円、合計 66.6 万円と前年度に比べて 16.6 万円増額とな

りました。 

 （出席者：幹事 10名、事務局 3名） 

 

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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平成 26 年 3 月 20 日 13:30～17:00 ホテル日航奈良 

主催：環境省 共催：奈良市・生駒市 後援：奈良県 

 

 

 

 

 

 

 

  シンポジウムでは、「と、わ（To WA）」の導入事例が紹介され、奈良

市環境政策課からも導入までの動きや取組事例について発表がありまし

た。 

  第 6 回幹事会（4 ページ）においては、現在設立が進められている大

和（やまと）びんリユース推進協議会への参加方向が決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

活動のページ 

平成 26年 1月 25日 10：00～16：00 はぐくみセンター（奈良市保健所・

教育総合センター）にて《駅西にぎわいデー》が開催されました。 

にぎわい市場（農産品の展示販売など）に合わせて、奈良の省エネ・節

電普及・啓発 展示 相談会を開催しました。 

 

展示コーナーでは、省エネ照明装置、断熱カーテン、真空断熱、内窓 、

節水シャワーヘッドなどの展示模型と説明パネルを展示し、さらに省エネ

探しのクイズ「Aの家と Bの家の違いから省エネを探そう！」も実施しまし

た。 

相談会コーナーでは、いろいろな「家庭の省エネ診断」ツールソフトの説

明をして、来場者 7名の方々に（簡易入力による）「うちエコ診断」ソフトを

使って対話をしながら効果的な省エネ対策を提案しました。 

 

「省エネ初めて」から「かなり省エネをしている」多くの人たちと出会い、

話し合いが出来た貴重な展示・相談会となりました。来場者：５０名 

家庭の省エネ相談室活動開催！於はぐくみセンター 

 

  

省エネグッズ展示コーナー 省エネ相談会コーナー 

びんリユース推進シンポジウムに参加しました！ 

奈良県内で環境に優しいガラスびん普及の取

組として、平成 24 年度に環境省地域実証事業に

よりリユースびん入り大和茶「と、わ（To WA）」

が開発され、県内を中心とするホテル・旅館、

飲食店や奈良県、奈良市、生駒市といった地方

公共団体で導入されています。 
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企画名 日時 場所 テーマ 

アースデイ奈良

2014  

４月 20日（日） 

10：00〜16：00 

奈良公園 3R に関する啓発パ

ネル掲示。 

幹事会（第 8回） 4月 21日（月） 

13:30～16:00 

奈良市役所倉庫棟 

第 7北会議室 

総会議案確認ほか 

3R プロジェクト

例会 

5月 7日（水） 

10：00～12：00 

はぐくみセンター 

1-2会議室 

有料化会議の反省および

次回会議の準備、他 

環境教育プロジ

ェクト例会 

5月 19日（月） 

13:30～15:30 

奈良市役所 

第 20会議室 

市民環境講座ほか 

省エネ・創エネプ

ロジェクト例会 

5月 9日（金） 奈良市役所 

第 16会議室 

活動計画について 

交通プロジェク

ト例会 

5月 23日（金） 奈良市役所 

第 18会議室 

出前講座用教材につ

いて 

総会 5月 31日（土） 

11：00～12：00 

奈良市中部公民館 

第４講座室 

25 年度活動報告、26

年度活動計画他 

総会記念講演会 5月 31日（土） 

13：30～15：00 

奈良市中部公民館 

第４講座室 

ドイツのエネルギー

政策 

 

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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会開催のお知らせ 

とき：平成 26年 5月 31 日（土） 10:00～15:00 

ところ：奈良市中部公民館第４講座室 

 

第 1部 総会 11：00～12：00 

 Ｈ25年度活動報告、Ｈ26年度活動計画他 

第 2部 講演会 13：30～15：00（開場：13：00） 

講演者：大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館副総領事 

フローリアン・イェーガー氏 

 「ドイツのエネルギー政策」 
 

みなさま、ご家族、ご友人を誘って是非ご参加ください！！ 

※駐車場に限りがありますので、ご来場の際は公共交通機関を 

ご利用ください。 

 

アースデイ奈良 2014  

４月 20 日（日）10：00〜16：00 

於：奈良公園 （スタッフ募集中） 

当日お手伝いいただける方はご連絡くださ

い。のぞきに来るだけでもいいですよ。 

NEW のパンフレット

を更新します！！ 

※講演会後、15:15～16:15 までドイツの環境 DVD「シ
ェーナウの想い」を上映しますので、希望される方は、
ご視聴ください。 


