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平成１９年度総会を開催しました 

 平成 19 年 6 月 30 日（土）午後 1 時より城陽市福祉

センターにおいて、城陽環境パートナーシップ会議の平

成 19 年度総会が開催されました。第 1、第 2 号議案と

して平成 18 年度の事業報告及び収支決算、第 3、第 4
号議案として平成 19 年度の事業計画案及び収支予算案

について澤田会長より説明があり、審議が行われ、全て

の議案が原案どおりに承認されました。今回は会長、副

会長、監事、運営委員の２年の任期満了に伴い、第５号議案として「役員の選出について」が上

程され会長、副会長、監事及び 17 名の運営委員が再任・新任を承認されました。事業計画の取り

組みの中では「身近な河川の清掃活動の実施」「花いっぱい運動」について参加会員より貴重な意

見を頂き、地域の方々の熱心な取り組みを改めて認識するとともに環境パートナーシップ会議も

尚一層の輪を広げていくことの大切さを感じました。 
  

総会終了後、気候ネットワークの平岡俊一氏をお迎えし「地球温暖化問題と地域での取り組み」

をテーマにご講演いただきました。最新の動向として、溶ける氷河、海面の上昇、干ばつ、異常

気象による被害実情をスライドで見ながら温暖化の仕組みやＣＯ2 排出による気温の変化を学び

ました。過去 140 年間で地球の平均気温は 0.74℃上昇しており、今後も温暖化は進むと考えられ

ています。日本でもその影響による将来の不安に対し、待ったなしの温暖化対策が必要とされて

います。国レベルで温室効果ガスの排出を抑える為、京都議定書に基づき達成計画を立てるもの

の、なかなか思うようにいかず自治体・地域での温暖化対策にその重要性が求められる現状です。

アメリカでは自治体の取り組みが先行し、国に圧力をかけているそうです。地域での取り組み事

例として埼玉県川口市、川越市、滋賀県野洲市等の取り組みで成果が上がっている事、お隣の八

幡市の「グリーンカーテン」も各家庭が身近に取り組める事として挙げられていました。いまや

温暖化対策はやりたくなる、やった人が得になるという動機付けが持続につながり、更に地域の

特性、資源を活かした取り組みで街づくり、地域社会の活性化を進めていく事が大切だと話され

ました。国も企業も自治体も私たち地域住民も含め各々が努力する事で、これからの子供の未来

が決まってきます。知恵と思いやりと多少我慢することで明るい未来を築きたいものですね。 
 

 （１） 

 ―平成 19 年度自然観察会のお知らせー
   ◆開催日時 平成 19 年 7 月 29 日（日） ９時～12 時 

 雨天中止 

   ◆観察場所 十六川、中村川（木津川堤防付近） 

            （往路）自然農法の見学と動植物や河川の観察会 

            （復路）ごみ拾い 

   ◆講師等 中川宗孝氏・城陽生きもの調査隊 

   ◆対  象 市内在住者 

   ◆参加費 無料 

   ◆申し込み方法 7 月 20 日までの平日、事務局に電話で申し込み    



城陽環境パートナーシップ会議役員一覧 

会長  ：澤田 哲 

副会長 ：大野和宣 

監事  ：竹内 康 

運営委員：青江弘行、芦原 昇、井手邦彦、上野さや子、菊岡祐一、黒野眞里、岡田丞市、 

久保勝文、杉本年雄、園崎弘道、園田美恵子、高橋和孝、谷 知江、中川宗孝、 

新川達郎、森下正恵、米田由紀子（五十音順）  ※役員の任期は２年です 
 

平成１８年度収支決算 
 

１．総括表
単位：円

２．収　　入
単位：円

予算額① 決算額② 差額②－①

420,000 380,000 △40,000

6,000 51,086 45,086

39,000 91,150 52,150

0 0 0

10,000 5,032 △4,968

308,000 308,780 780

783,000 836,048 53,048

３．支　　出
単位：円

項　　目 予算額① 流用額② 流用後予算額③ 決算額④ 差額④-③

(1)事業費 500,000 0 500,000 237,170 △262,830

(2)広報費 50,000 0 50,000 45,370 △4,630

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △5,000

(4)事務費 200,000 0 200,000 145,206 △54,794

(5)予備費 28,000 0 28,000 0 △28,000

合　　計 783,000 0 783,000 427,746 △355,254

会議開催案内郵送代、会費振込
手数料、通信切手代、事務消耗
品等

備考

総会講師謝礼、花いっぱい運動に関
する用具代、畑の肥料代、エコバス
ツアー交通費・昼食代、環境活動啓
発用パネル・パンフ送料等、啓発用
スタッフエプロンアイロンプリント
シート代、事業開催に関する費用

会報郵送代

（6）前期繰越金

合　　　　計

（4）補助金 平成18年度は補助金なし

（5）雑収入 普通預金利息、即売収益

（2）募金・寄付 4月1日～3月31日まで

（3）参加費収入 親子工作教室、エコバスツアー参加費など

項　　　　目 備　　考

（1）会　　　費 賛助会費　19会員×＠20,000

総　　支　　出 427,746

収　支　差　額 408,302
平成19年度(2007年度)へ

繰越

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 836,048

（２） 



平成１９年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境ビジョン 平成19年度の取組内容

身近な河川の観察会の開催

身近な河川の清掃活動の実施

動植物の観察会の開催

里山の観察会の開催

自然観察マップの作成

花いっぱい運動の実施

緑化に関する情報提供

生ごみ処理機の普及・啓発

ごみの分別に関する学習会の開催

エコクッキング教室の開催

雨水利用に関する学習会の開催

環境フォーラム・井戸端会議の開催

小学生を対象とした環境学習会の開催

エコバスツアーの開催

会報（エコパートナー通信）の発行

環境家計簿改訂版の作成

環境家計簿の普及啓発

地球温暖化に関する学習会の開催

地球環境

生活
自然

快適

循環

参加

 

平成１９年度収支予算 

 収入の部 単位：円

項　　　目 予　算　額 前年度予算額 対前年度比較 摘　　　要

1　会　費 380,000 420,000 △40,000 賛助会費　@20,000×19会員

2　募金収入 6,000 6,000 0 募金　@５00×12月

3　補助金収入 0 0 0

4　参加費収入 80,000 39,000 41,000 エコバスツアー、行事等の参加費

５　雑収入 10,000 10,000 0 受取利息、即売等の収益金

６　前期繰越額 408,000 308,000 100,000 前期繰越

収入合計（Ａ） 884,000 783,000 101,000

支出の部 単位：円

項　　　目 予　算　額 前年度予算額 対前年度比較 摘　　　要

1　事業費 500,000 500,000 0
講師謝礼、行事等会場使用料、事
業開催にかかる消耗品

2　広報費 50,000 50,000 0
会報・事業案内チラシの郵送料、
会報用紙代

3　調査研究費 5,000 5,000 0 書籍等購入代

4　事務費 250,000 200,000 50,000
会議用消耗品、事務消耗品、通信
運搬費、会費振込手数料、封筒代

5　予備費 79,000 28,000 51,000

支出合計（Ｂ） 884,000 783,000 101,000

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0

                                      （３） 



「花咲く公園」に 

－街角班の活動（花いっぱい運動）－ 

 文化パルク城陽の西方にある公園は、只今色とりどりの草花

が初夏の風に揺れている。種々の蝶が飛来し幼児とそれを見守

る父や母、祖父母の楽しげな姿が見られまた高齢者や車椅子の

人も花を眺めてはひと休みしていかれる。 

 「花咲く公園」の始まりは、ささやかな偶然と善意の出会い

だった。若草地区の花が大好きな男女 10 人余りが主に自治会活動を通じて出会い「ボランティア

として公園に花を植え育てたい」という話がまとまってスタートした。 

 各自で道具を持ちより雑木で覆われていた生垣を整地し、新たに円形花壇を三つ設けてあいだ

にハナミズキなどの花木を植えた。男性メンバーの１人が作製した大きなコンポストが設置され、

それに放たれた「ミミズ」が中で大活躍し自前の上質な腐葉土が出来上がった。 

 メンバーの中の数人が、偶然に城陽環境パートナーシップ会議の会員であったという事も活動

がスムーズに進んだ一因であった。城陽環境パートナーシップ会議よりのご支援、城陽市都市計

画課の「花いっぱい運動」に呼応した形での資金援助、自治会の賛同等様々な組織からの暖かい

ご支援ご協力のもとに「植栽の維持・管理はボランティアで」をモットーに地道な活動をしてい

る。月一回全員集合の作業の日を決めて行い、日々の水やり・手入れは各人が自由に行っている。

将来的には、公園に来る人を紫外線から守るため、もう少し樹木があってもいいな、楽しく語れ

るベンチがあるといいな、四季折々に咲く花木もいい

なと思う。子供たちが遊び親たちも交流し、高齢者が

憩う公園は青少年たちが知らず知らずのうちに「やさ

しさ」を身につけ、環境について考えるきっかけとも

なるだろう。「花咲く公園」はそんな力を宿しているの

ではと心密かに思う。今後も様々な組織や人の輪のコ

ラボレーション（協同作業）のもとに美しい花咲く公

園にしたいものだとメンバー一人一人が願っている。 

         〔文：街角班メンバー 松浦氏〕 

星和電機株式会社 
 

人と自然が共存できる 

社会を目指しています 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

緑豊かな箱庭風ゴルフコース

ぜひご来場ください 

地域社会の発展に奉仕する 

城陽金融会   京都中央信用金庫 京都銀行 南都銀行 京都信用金庫 京都信用保証協会

株式会社 ミズホ 
精密研削といし 
超仕上げといし 
ホーニングといし 

イズミヤ

リー食品

玉井開発

城陽、㈱

   
次の方・団体から賛助会費をいただきました。誠にありがとうございました。 
㈱大久保店、京都城陽ロータリークラブ、近畿砂利協同組合、東城陽ゴルフ倶楽部、サント

工業㈱宇治川工場、㈱城南工建、城陽金融会、城陽市役所、城陽商工会議所、星和電機㈱、

、長池工業㈱、㈱長尾組、日本観光ゴルフ㈱城陽カントリー倶楽部、㈱平和堂アル・プラザ

ミズホ、森澤博光 

※平成 19 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

  事務局（市役所３Ｆ環境課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999    （４）           




