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 （１） 

「平成 21 年度総会」・「環境ミニフォーラム」を開催しました 
 

■総 会 

 平成 21年 6月 27 日(土)、平成 21年度の総会が城陽市福祉センターで催されました。今総会の

議案として、平成 20 年度の事業報告及び収支決算、平成 21 年度の事業計画及び収支予算が上程

され、４議案が原案通りに承認されました。 

なお、20年度事業報告は杉本副部会長より、スライドを使って 1年間の活動報告がありました。

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 19 名の運営委員が再任・新任を承認されました。

2部には「環境ミニフォーラム」が催されました。 

 

■太陽光発電の講演 

 「環境ミニフォーラム」は“太陽光発電につ

いて ～新しいルールで地球をクールに～“と

題して、NPO 法人気候ネットワークの主任研究

員豊田陽介氏に講演いただき、太陽光発電の基

本的知識から最近の世界の動向、国内政策まで、

最新の情報をわかりやすく話され、既に設置し

ておられる方や検討中の方々に大変参考にな

ったと思います。太陽光発電は、CO2 削減のエ

ースとして関心も高く、参加者から素晴らしい

講演であったと賛辞がありました。 

 

■活動報告 

 生活・自然部会より米田委員から「自然観察会、菜の花栽培と搾油の取組、コスモス栽培、グ

リーンカーテンの広がり等・・・」発展している報告がされました。循環・地球環境部会からは

小林委員が「サイフ・環境にやさしいオール電化のエコ生活」と題して、クイズをまじえ、自宅

で実践している省エネの冬・夏の具体的方法、環境家計簿によるチェック、更に生ごみを出さず

に堆肥にする取組みなど、実生活に基づいた内容は、説得力がありました。 

 

■電気自動車の展示・紹介 

 会場に「一人乗り小型電気自動車、太陽光・風力発電のモデル、ＬＥ

Ｄ照明」を展示、参加者の目を奪い、岡田 実会員から、これらを説明・

紹介され、同志社大学石原教授の展示応援もあり、会場は大変活気を帯

びたものになりました。 

 内容がタイムリーで、参加者も増え充実したフォーラムになりました。   

(小林委員・園田会員) 



■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
岡田　丞市、木村　正樹、黒野　眞里、小林　　駿
杉本　年雄、園崎　弘道、高橋　和孝、谷　　知江
中川　宗孝、中島　和代、新川　達郎、水野　尚之
宮尾　晴夫、森下　正恵、米田　由紀子

（敬称略）

■平成 20 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

340,000 340,000 0

6,000 14,658 8,658

60,000 51,610 △8,390

0 134,000 134,000

10,000 16,648 6,648

274,000 274,712 712

690,000 831,628 141,628

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 450,000 0 450,000 447,148 △2,852

(2)広報費 50,000 0 50,000 47,840 △2,160

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △5,000

(4)事務費 180,000 0 180,000 81,089 △98,911

(5)予備費 5,000 0 5,000 0 △5,000

合　　計 690,000 0 690,000 576,077 △113,923

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 831,628

総　　支　　出 576,077

収　支　差　額 255,551 平成21年度(2009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、親子環境工作教室、エコバスツ
アー参加費など

（4）補助金 平成20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（年4回）

（２） 



■平成 21 年度事業計画 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境ビジョン 平成21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

河川浄化の実験

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、市民への拡大

グリーンカーテンの普及・啓発

廃油回収の普及・啓発

ECOカーに関する勉強会

生ごみ処理、ゴミ分別に関する勉強会

リサイクルに関する学習会

市民、事業者に対する地球温暖化対策地域推進計画の周知・啓発

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

 
■平成 21 年度収支予算 

 収
 
 1　会　費

入の部 単位：千円

項　　　目 予　算　額 前年度予算額 対前年度比較 摘　　　要

340,000 340,000 0 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　参加費収入 50,000 60,000 △10,000 エコバスツアー、行事等の参加費

4　補助金 0 0 0

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 255,000 274,000 △19,000

収入合計（Ａ） 661,000 690,000 △29,000

支出の部 単位：千円

項　　　目 予　算　額 前年度予算額 対前年度比較 摘　　　要

1　事業費 480,000 450,000 30,000
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 10,000 5,000 5,000 書籍等購入代

4　事務費 116,000 180,000 △64,,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 5,000 0

支出合計（Ｂ） 661,000 690,000 △29,000

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0

                                      （３） 



夏休み企画 親子エコバスツアー参加者募集！ 

 

 

 

 

 

第 2 回 「バ

ドキドキ・わ
 

◆開催日：8 月 22 日(土) 城

◆見学先：橿原市 昆虫館(奈
 ※昼食は各自持参

◆対 象：市内在住。在勤・

◆定 員：先着 15 人 
◆参加費：大人 400 円、 

学生(高校生・大学

小人(４歳以上中学

◆申 込：8 月 3 日(月)から

 

 

 

 

 

 
◆開催日：7 月 30 日(木) 城

◆見学先：大阪ガス ガス科

     ※昼食は各自持参

◆対 象：市内在住。在勤・

◆定 員：先着 30 人 
◆申 込：７月 13 日(月)から

 

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 

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 

私

今

次の方・団体から賛助会費

イズミヤ㈱大久保店、京都城陽ロー

リー食品工業㈱宇治川工場、㈱城南

玉井開発、長池工業㈱、㈱長尾組、

城陽、㈱ミズホ、森澤博光    

     事務局（市役所３Ｆ環境
 

 

 

 

天然ガスについて学ぼう！ 

陽市役所南側駐車場 10 時集合出発 17 時解散予定 
学館(大阪府高石市) 
 
在学の人 ※小学生以下は保護者同伴 
スで行く 自然研修会」参加者募集！ 

くわく・楽しい昆虫たちとのふれあい体験 

陽市役所南側駐車場 ９時集合出発 17 時解散予定 
良県橿原市) 

 
在学の人 ※小学生以下は保護者同伴 

生)300 円、 
生以下)100 円 

事務局(環境課内) 56－4061 へ電話にて申込み 

事務局(環境課内) 56－4061 へ電話にて申込み 

株式会社平和堂 

アル・プラザ城陽 
 

平和堂は環境問題に 

積極的に取組んでいます。

 

城陽商工会議所 
 

頑張る経営応援します！ 
城陽市富野久保田 1-1 

TEL0774-52-6866 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48

0774-52-1161 

 

株式会社 ミズホ 
 

達は環境を考える社会として 

、生まれ変わろうとしています。

をいただきました。誠にありがとうございました。 
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

工建、城陽金融会、城陽市役所、城陽商工会議所、星和電機㈱、

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

       ※平成 21 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999    （４）           


