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 （１） 

「平成 20 年度総会」・「環境ミニフォーラム」を開催しました 

 

梅雨真っ只中の6月28日土曜

日、平成 20 年度の総会が城陽市

福祉センターで開催されました。 
今総会の議案として、平成 19 年

度の事業報告及び収支決算、平

成 20 年度の事業計画及び収支

予算が上程され、一部予算につ

いて質問がありましたが、その

他は原案通りにご承認をいただ

きスムーズに議事進行いたしま

した。 
今回は第 2 部を「環境ミニフォーラム」と位

置づけ、「夏に出来るカッコイイ省エネ生活」

をテーマに省エネ普及ネット・京都 会長の天

野 光雄氏を講師にお招きし、講演いただき「カ

ッコイイ夏のライフスタイル」を考えるという

機会を与えていただきました。 
講演後は改訂版環境家計簿に積極的に取り

組まれた方へのエコファミリー表彰や、環境家

計簿の冬のデータ集計の結果報告、ゴミ問題に

関しての報告があったりと盛りだくさんの内

容で充実した総会でした。 
城陽環境パートナーシップ会議も今年 10 月で設立してから丸５年を迎えることと

なりました。事業計画こそ例年と取

り組み内容は変わりはありません

が、第 2 段階を迎えるこれから 5 年

間は「協働」を最大のテーマとし、

すべての事業において市民の方々

や各団体との連携を重視した取り

組みをしていきたいと考えており

ます。今まで以上に会員の皆様のご

協力をお願いいたします。 
 （澤田会長） 

 



（２） 

平成 19 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

380,000 340,000 △40,000

6,000 29,722 23,722

80,000 61,880 △18,120

0 192,000 192,000

10,000 10,932 932

408,000 408,302 302

884,000 1,042,836 158,836

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 90,000 590,000 575,854 △14,146

(2)広報費 50,000 2,000 52,000 51,090 △910

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 4,905 △95

(4)事務費 250,000 △40,000 210,000 136,275 △73,725

(5)予備費 79,000 △52,000 27,000 0 △27,000

合　　計 884,000 0 884,000 768,124 △115,876

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 1,042,836

総　　支　　出 768,124

収　支　差　額 274,712
平成20年度(2008年度)へ
繰越

項　　　　目 備　　考

（1）会　　　費 賛助会費　17会員×＠20,000

（2）募金・寄付 4月1日～3月31日まで

（3）参加費収入
布ぞうりづくり体験教室、ふろしきの包み方教室

親子工作教室、エコバスツアー参加費など

（4）補助金 平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金

（5）雑収入 普通預金利息、即売収益

（6）前年度繰越金

合　　　　計

会議開催案内郵送代、会費振込手数
料、通信切手代、送付用封筒代、プリ
ンター用紙代、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、事業横断幕作
製代、展示用省エネグッズ代、教室開
催でのテキスト代、事業開催に関する
費用

会報郵送代

環境学習会用DVD「未来の選択」代、
地域での地球温暖化防止の参考書籍代



                                      （３） 

平成 20 年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度収支予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境ビジョン 平成20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
河川浄化の実施(１ヵ所で実験的におこなう)
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
グリーンカーテンの普及・啓発
ごみの問題に関する学習会
自然エネルギーに関する見学・学習会
雨水利用に関する学習会の開催
廃食用油に関する啓発

環境基本計画の現状分析と進行管理手法の検討、地域推進計
画における市民等の取り組み項目と管理方法の検討

環境フォーラム・環境井戸端会議の開催
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(年２回)
会報（エコパートナー通信）の発行(年４回)
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

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 340,000 380,000 △40,000 賛助会費　@20,000×17会員

2　募金・寄付 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 60,000 80,000 △20,000 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　前年度繰越額 274,000 408,000 △134,000

収入合計（Ａ） 690,000 884,000 △194,000

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 450,000 500,000 △50,000
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 180,000 250,000 △70,000
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 5,000 79,000 △74,000

支出合計（Ｂ） 690,000 884,000 △194,000

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0



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

夜の昆虫観察会（第 3 回）を開催しました！ 

 

 7月13日（日）18:00～21:00、参加総数52

名（内、中学生以下 23 名）にて「青谷 親水

公園」周辺で自然観察会を開催しました。 

 講師（中川宗孝氏、伊藤雅信氏、西森誉

普氏）の方々により、トラップ（罠）による捕

獲方法、ムカデとヤスデの見分け方、カブト

ムシが営利目的で利用されている悲しさ、

赤い目をした昆虫「ショウジョウバエ」などの

説明の後、待望のフィールドに入りました。 

 昆虫の捕獲数が期待したより少なかった

のですが、前週の集中雨のためか、フィー

ルド内に入っても樹液（蜜）特有の匂いが、

私の遠い昔の経験に比べて薄いように感じ

ていました。 

 予想外の事として、アブラゼミの「羽化シーン」が観察できました。約 0.5

～1ｃｍ2 の大きさで現れた羽が、約 10 倍以上の大きさにゆっくり広がり色も

透明感のある、薄い白緑色が茶色へと変化していく様子はいつ見ても感

激感嘆します。羽化シーン中は無防備であり、体に触れるなど刺激を与え

ると羽化の工程が乱れて、体形に歪みが生ずる場合があるので、羽化を見

つけたらそっとしておきましょう。そして皆でトラップを見に行くとアカネズミ

が捕獲されていました。腹が白く、背中の毛並みも赤茶色のきれいなネズミ

でした。 

 地球上の生き物の底辺となる昆虫は 100 万種類以上もいるといわれてい

ます。しかし、その中にも環境の変化等の状況により希少昆虫類となって

いる仲間が京都府内だけでも約 200 種弱もいます。観察などの目的以外、

むやみに捕獲しないようにしましょう。 

 また、当日（夜）も樹上より落下してきたのですが、ムカデが衣服に乗り移ることもあります。夜であ

ってもスズメバチ等がエサ場（樹液、蜜のある所）に来ることもあります。観察フィールドには危険性も

ありますので十分注意しましょう。 （岡田委員） 

 

 

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。 
イズミヤ㈱大久保店、近畿砂利協同組合、東城陽ゴルフ倶楽部、サントリー食品工業㈱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㈱、玉井開発、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・プラザ城陽、㈱ミズホ、森澤博光

※平成 20 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

 

星和電機株式会社 
 

私達は人と環境を考えたものづく

りを実践してまいります。 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48

0774-52-1161 

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

環境と調和する資源の有効利用  

近畿砂利協同組合 
理事長 吉川武男 

城陽市富野荒見田 51 番地京明ビル 2F 

TEL52-0187／FAX52-3916 


