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平成２４年度 船橋市地球温暖化対策地域協議会事業報告 

 

第１ 事業の実施状況 

 

１ 事業の概要 

  平成２４年度の事業は、平成２４年４月１９日に開催した定期総会で決定し

た事業計画に基づき実施した。 

２ 事業の内容 

（１）行動計画（アクションプラン）の推進 

  平成２２年７月に策定した行動計画（アクションプラン）をふなばし環境フ

ェア等のイベント、ホームページ、各部会等を通して周知に努めた。 

  

（２）啓発活動 

① 緑のカーテンの普及 

 

１）モデル地区の設定 

 緑のカーテン事業を広く市民の方に周知することを目的に、下記３地区の

自治会の協力を得て、モデル地区を設定した。モデル地区には、ゴーヤの苗

を各200株ずつ配布し、緑のカーテンコンクールへの参加を呼び掛けた。 

○海神片町町会、南高根自治会、塚田地区連合自治会 

 

２）緑のカーテンコンクール 

 緑のカーテンを広く普及することを目的に、船橋市と共催で開催した。 

 <応募者数> 

 ○個人の部…62名 

 ○事業者・公共施設の部…44施設 

 

 <審査会> 

  開催日：平成２４年１０月１０日（水） 

  場 所：船橋市役所６階６０２会議室 

  ※審査員として、岩井会長と大西理事が参加した。 

 

<表彰式> 

開催日：平成２４年１１月１７日（土） 

場 所：船橋市中央公民館６階講堂 
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   <受賞者>  

   ○船橋市長賞…２点  

個人の部：渡邉 千春（大穴南 4）   

事業所・公共施設の部：社会福祉法人清和会 特別養護老人ホーム 

第二ワールドナーシングホーム 

   ○船橋市地球温暖化対策地域協議会賞…２点 

個人の部：岩渕 友子（前原東 6）  

事業所・公共施設の部：宮本小学校 

○船橋市公園協会賞…２点 

個人の部：小屋野 京子（新高根 2）  

事業所・公共施設の部：海神公民館ボランティア  

   ○特別賞…６点 

個人の部：松嵜 和彦 （飯山満町 3）、石塚 重治 （三山 2）、 

髙橋 博 （新高根 6） 

事業所・公共施設の部：夏見台幼稚園・夏見台保育園、 

医療法人弘仁会ロータス保育園、緑台保育園 

（敬称略） 

② エココンテスト 

 電気・ガスの使用量を少なくし、自分の家庭から排出される二酸化炭素を削

減することにより、身近でできる温暖化対策について考えていただくことを目

的として開催した。 

応募世帯数：55世帯 

表 彰 式：平成２４年１１月１７日（土） 船橋市中央公民館６階講堂 

 

<入賞者> 

順位  氏名 （削減率／削減量） 順位  氏名 （削減率／削減量） 

１位 清水 幸子（50.0%／402kg-CO2） ６位 北村 豊明（19.9%／109kg-CO2） 

２位 中村ふさ子（44.2%／223kg-CO2） ７位 寺園 道雄（17.3%／105kg-CO2） 

３位 阿部 利美（38.8%／350kg-CO2） ８位 村田 守（17.1%／130kg-CO2） 

４位 先納 光則（23.4%／168kg-CO2） ９位 岡田 久美子（16.2%／37kg-CO2） 

５位 吉田 テイ子（20.4%／66kg-CO2） 10位 宮田 清紘（14.8%／81kg-CO2） 

 

<省エネマスター賞> 

１位 小林 功(45.4%)、２位 本木 次夫(37.5%)、３位 平野 則子 (27.1%) 

※省エネマスター賞は、2 年連続の応募者の中から、平成22年度から比較して

平成24年度における削減率が大きかった人を対象に表彰した。 

（敬称略） 
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③ 映画上映会の開催 

 広く市民に対して、温暖化防止行動について、知り、考え、行動するための

きっかけづくりを目的として映画上映会を開催した。 

開催日：平成２４年１１月１７日（土） 

場 所：船橋市中央公民館６階講堂 

映画名：地球にやさしい生活 

 

④ 各イベントへの参加 

  広く地域住民に、当協議会の活動及び地球温暖化に関する情報の提供を行う

ことを目的に、各イベントに参加した。 

  １）第１５回ふなばし環境フェア 

平成２４年６月９日（土）中央公民館 

パネル展示を行い、協議会の活動等をＰＲした。 

   

２）塚田環境フェア 

平成２４年９月９日（日）塚田公民館・児童ホーム 

パネル展示を行い、協議会の活動等をＰＲした。 

 

⑤ 環境家計簿の普及 

 家庭での二酸化炭素の排出量を知り、温室効果ガスの排出抑制の行動につな

げることを目的に、船橋市版環境家計簿「ふなばしエコノート」の普及を行っ

た。 

 ○各イベントでの紹介 

  ○協議会ホームページでの紹介 

 

⑥ 出前講座 

地球温暖化に関する学習会等を開催する市民に対して、地球温暖化に関する

専門知識を持つ講師を派遣することにより、地球温暖化問題に対する理解を深

めてもらうことを目的に、船橋市地球温暖化防止活動推進員派遣事業に当協議

会員から推進員を推薦し、船橋市地球温暖化防止活動推進員として８名が登録

されている。 

 

⑦ チャレンジ２５宣言への参加の呼び掛け 

地球温暖化防止のための行動を始めるきっかけづくりとすることを目的に、

協議会ホームページにて、参加を呼び掛けた。 

 

⑧ 温暖化対策のキャラクター・ロゴの作成【新規】 

 地球温暖化対策を広く啓発するため、市民が親しみやすいキャラクター、ロ
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ゴ及びキャッチコピーを公募により作成した。 

 

 <応募者数> 

 ○ロゴマーク部門 140件 

○キャッチコピー部門 34件 

○マスコットキャラクター部門 226件 

 

 <審査会> 

  開催日：平成２４年１０月２４日（水） 

  場 所：船橋市役所６階６０２会議室 

  選考委員：会長、企画部会長、広報啓発部会長、外部選考委員2名、事務

局長 

 

<表彰式> 

開催日：平成２４年１１月１７日（土） 

場 所：船橋市中央公民館６階講堂 

 

   <受賞者>  

○ロゴマーク部門 

最優秀賞（１点）白戸 優子（市内在勤） 

優秀賞（３点）矢野 公一（芝山７）、飯沼 真治（前原西２）、 

山本 真悠（船橋市立船橋高等学校３年） 

エコ・スクール賞 船橋市立船橋高等学校 

 

○キャッチコピー部門 

最優秀賞（１点）辰ノ口 あやの（宮本１） 

優秀賞（３点）砂田 千乃（船橋市立法典東小学校 ３年）、 

堂田 陽大（市内在勤）、大久保 七星（新高根４） 

エコ・スクール賞 該当なし 

 

○マスコットキャラクター部門 

最優秀賞（１点）今井 尚之（丸山１） 

優秀賞（３点）園部 綾花（船橋市立葛飾中学校２年）、 

ペンネーム ササメ（市内在勤）、 

太田 彩美（船橋市立丸山小学校 ５年） 

エコ・スクール賞 船橋市立丸山小学校 

（敬称略） 
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 <啓発品の作成>  

○のぼり旗 10枚 

○ミニのぼり 200個（市施設各窓口に設置） 

○パンフレット 1,000部 

○キャラクターシール 1,600部 

 

⑨ エコクッキングの普及活動【新規】 

 千産千消を意識したエコクッキングレシピをはじめとしたエコクッキングに関

する情報をホームページに掲載し、また親子エコ・クッキング教室を開催した。 

開催日：平成２４年８月９日（木） 

場 所：京葉ガス株式会社 市川ショールーム 

講 師：京葉ガス料理教室講師 

参加数：18組（38名） 

 

（３）広報活動 

① 協議会だよりの発行 

 当協議会の活動について広く市民に周知することを目的に、協議会だよりを

発行した。また、当協議会ホームページに掲載した。 

  発行部数：５００部（Ａ４サイズ・８ページ） 

  発  行：平成２５年２月 

  配 布 先：会員、地域住民（公民館及び協議会事務局にて配布した） 

 

② ホームページの管理 

 インターネットを利用して、当協議会の事業等についての紹介と同時に、地

球温暖化対策等を地域住民に対して啓発するとともに、会員同士や他団体との

情報交換を行えるように維持・更新した。 

第１回更新…エココンテスト、緑のカーテンコンクール、キャラクター等

の募集を掲載 

    第２回更新…映画上映会の案内を掲載 

    第３回更新…エココンテスト、緑のカーテンコンクール、キャラクター等

の結果を掲載 

    第４回更新…協議会だよりvol.4を掲載 

 

③ 協議会参加者の募集 

 当協議会への参加者募集をホームページ・イベント等で行った。 

   

（４）会員研修会の実施 

会員のスキルアップを図ることを目的に、研修会を実施した。 
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開催日：平成２４年４月１９日（木）※総会後に開催 

場 所：京葉ガス株式会社 市川ショールーム 

題 目：エコクッキング講座 

講 師：京葉ガス株式会社 料理教室クッキングアドバイザー土井かおる氏 

 

第２ 総会及び役員会、各部会の開催状況 

 

１ 総会 

開催日：平成２４年４月１９日（木） 

場 所：京葉ガス株式会社 市川ショールーム 

   平成２３年度の事業報告及び決算、２４年度の事業計画及び予算について

協議をして承認された。 

 

２ 役員会 

（１）第１回 

開催日：平成２４年６月２５日（水） 

場 所：船橋市役所７階 ７０５会議室 

   協議会予備費の活用方法等について協議した。 

 

（２）第２回 

開催日：平成２５年３月２８日（木） 

場 所：船橋市役所 ６階 ６０２会議室 

   平成２５年度総会への付議議題について協議した。 

 

３ 部会 

（１）企画部会 

  第１回 ６月６日…平成24年度事業、協議会予備費の活用方法等について協議 

  第２回 ３月１１日…24年度事業報告、25年度事業計画等について協議 

 

（２）広報啓発部会 

  第１回 ５月30日…協議会予備費の活用方法等について協議 

  第２回 ６月29日…協議会マスコットキャラクター等の作成等について協議 

  第３回 ７月19日…エココンテスト、キャラクター等の作成等について協議 

  第４回 ８月10日…映画上映会、キャラクターの募集等について協議、屋上緑

化見学会 

  第５回 ９月13日…緑のカーテンコンクールの表彰式等について協議 

  第６回 10月25日…表彰式等について協議 

  第７回 11月30日…キャラクター等の活用方法等について協議 
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  第８回 １月24日…協議会だより、25年度の事業計画等について協議 

第９回 ２月20日…協議会だより等について協議 

 

 

（３）市民部会 

  第１回 ５月30日…エココンテスト、緑のカーテンコンクール、協議会予備費

の活用方法等について協議 

 

（４）事業者部会 

  第１回 ５月29日…エココンテスト、緑のカーテンコンクール、協議会予備費

の活用方法等について協議 


