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新年明けましておめでとうございます 
 昨年は新しい取り組みとして秋の城陽市環境フォーラムにおいて、地球環境を

テーマにした映画の上映と小・中学生に作文の発表をしていただきました。どの

作文も環境問題への高い関心と強い意志が感じられる立派な内容でした。未来を

託す少年少女たちの成長とこれからの活躍に大きな期待が膨らみました。 
本年も会員をはじめとする関係者のみなさまには当会議の活動にご協力、ご支

援を賜りますことをお願い申しあげまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 
会長代理 大野和宣 

 
 
 

家庭において、年間を通じエネルギー使用量が多いのは、一見夏季のように思われますが、事

実は冬季が夏季より２倍も多い。この理由は冬季と夏季の気温差によります。 
CO2排出量は、産業部門では年々減少傾向に、家庭部門では、毎年増加傾向にあります。 

1.暖房は「エアコン」が環境にもサイフにもダントツ優しい！ 

図１は、家庭における暖房器一時間当たりの CO2排出量を示す。電熱器(電気を熱に変える暖房)
はエアコンの約 5 倍の CO2を排出していることがわかります。 

図２は、暖房機器の費用を示す。費用面では、安いと言われている灯油でも 2 倍、ガスで 3 倍、

電熱器で 5 倍と「エアコン」が安く、環境にも優しい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 暖房機器の費用  
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   〔小林委員〕 
文：ひのでやエコライフ研究所（2008） 
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 第８回城陽市環境フォーラム開催しました！ 
前 夜 祭：平成 21 年 11 月 20 日(金) 19 時～ 於：プラムホール 

フォーラム開催： 11 月 21 日(土) 11 時～ 於：市民プラザ・会議室 
 
■前夜祭(映画上映) 11 月 20 日(金)開催                           
 
 今年の第 8 回城陽市環境フォーラムは、市内小・中学校の子供たちが日頃

環境問題について、どのように意識しているかの一端を知って頂くべく環境

に関する、彼らの作文や展示物の発表の場を設けることになりました。 
 この“フォーラム”を、より盛り上げるための初の試みである前夜祭とし

て、今日の地球上生態系への問題の一例として、北極に生まれ、生き抜こう

とする一匹の白熊“ナヌー”の物語「北極のナヌー」を上映しました。 
 金曜日午後 7 時からの上映でしたが、子供からお年寄りまで幅広い層、約

600 人の人たちが楽しみ、また感動をして頂きました。 
 親熊の代より過酷になりつつある生育環境の変化。飢えと疲労のため見放

さねばならなくなった弟熊との別れ・・・。満腹しているオス熊の食べ残しに、生き抜くためこわご

わお相伴する小熊（ナヌー）。過酷な北極においても、北キツネ、セイウチ、ウミガラスなど多種の生

き物達との共生。セイウチの群れによる生活での喜怒哀楽、食後の日向ぼっこでの、各個あちこちか

らの放屁現象。大嵐のため群れから離れてしまって迷子となった孫を探し出す祖母（子守役）のセイ

ウチ。小熊の「ナヌー」の自立（別れ）を促す母熊。ますます過酷になりつつある広大な北極の海へ

飛び出して行くナヌー。 
 親から子へ生きる術、生活の知恵・規範の伝承は家族・群れの日常行動の中で、実践的に行われる。

家族・群れでの団欒による温もり、癒し、安らぎ感、無償の（本能的）行為。同じ地球上の生きもの

仲間である人間として忘れているもの、薄れつつあるものが感じられる場面もあったのではないでし

ょうか。 
 ナヌーの生活域が狭くなることのないよう地球上生物の食物連鎖頂点にいる人間の英知を集約し急

激な地球環境変化の防止、予防策を考案・策定・構築し実施しなければなりません。それは人間生活

にとっても非常に有意義であると言えます。                   〔岡田委員〕 
 
■メインイベント ～ぼくたち、わたしたちの環境問題～「環境作文発表会・環境活動報告会」 

 
 
市民プラザでは、「ぼくたち、わたしたちの環境問題」

をテーマに、市内 14 の小学校・中学校の各代表児童・生

徒による作文発表、「青谷の梅」「ワニガメ」「苗木の里親」

の活動報告を行いました。 
米田氏の小気味よい司会と、澤田榮氏・古川章氏・大野

和宣氏の温かいコメントに、各校代表ということで心細げ

にみえた子供達も堂々の発表。じっと耳を傾ける大人達と

で静かな熱気に包まれました。     〔上野委員〕 
 

 

■地球温暖化防止教室 「省エネリフォーム勉強会」                    

 

近畿大学の岩前篤教授に、省エネリフォームのテーマで研

修をお願いした。 

当初地球環境問題に限定した研修と考えていたが、地球環境

にプラスして省エネリフォームと健康の因果関係にまで踏み

込まれた話に、驚かされたと同時にものすごく得をした思い

がした。印象に残ったポイントを挙げてみる。 

※月別死亡の割合は、季節間変動が顕著で過去50年間傾向は

変わっていない。室内の温度がいかに健康に大きなポイント

を占めるかを示している。 

（２） 



次に室内の温度の維持についてのポイント。省エネルギー効果として

は、断熱が大きなポイントを握っていると結論付けられた。 

こまめに不用電気を消灯するのも重要であるが、断熱効果により冷

暖房経費が減少することにももっと目を向けるべきである。このこと

は同時に建設用途により排出する温室効果ガスの削減につながってく

る。 

※高断熱になるほど、自然室温が高くなり、省エネリフォームが進ん

だ現在２５年前と比べると約５℃室温が上昇している計算になる。 

※様々な断熱方法があり、家の用途によって色々な断熱を組み合わせると効果的。窓、屋

根、天井、外壁、床、基礎断熱などがあり細かく丁寧に説明された。〔芦原委員〕 

 

■温暖化防止教室 「布ぞうりづくり体験教室」                  
 
環境フォーラムで、エコ・ポート長谷山の方に講師に来ていた

だき、布ぞうり教室をおこなっておりますが回を重ねるたびに“1
足分が早くできるように”そして教室だけではなく“家でも作れ

るように”工夫をしてくださっています。参加されたほとんどの

方が 1 足分をその日に作り、出来たぞうりを履いて「これ、気持

ちいい！」「こんなに良い物だとは思わなかった！」と、とても喜

んでおられました。 
 家庭でいらなくなった衣類で作れますので夏・冬と布地を変え

てご家族の分までつくると楽しいかも知れません。 
 来年のご参加をお待ちしております。〔米田委員〕 

 
■環境活動展示                                 

 
今年のフォーラムのサブタイトルである小､中学生徒

の『ぼくたち、わたしたちの環境問題』の発表で盛り上

がりました。司会の米田さんのうまい紹介もあり、それ

に花を添えたのが今、京都府が城陽･JR 長池駅の東に進

められている《木津川右岸運動公園(仮称)》の森づくり

の｢苗木の里親｣をやっている古川小学校の 1､2､3年生と

富野小学校の 5､6 年生の｢苗木の里親｣かわいい感想文の

展示でした。そのほか展示品は、『青谷の梅』･『カミツ

キガメの飼育記録』･『小、中学校の環境工作』･『エコ・

ポート長谷山』・『生きもの調査隊』･『京都府再資源化協

同組合』・『全国のマイバック』・『市内のグリーンカーテン実施』･『PS 会議の省エネ』など

のパネル展示がありました。〔井手委員〕 
  
■我が家の省エネ診断                                              

 

省エネ診断では、特に冬場の暖房について「石油暖房

等」より「エアコン暖房」が環境にもサイフにも優しい

ことを説明、え！本当？？グラフのデータを示し、納得。

その他、「省エネグッズ」を用いての説明に理解をいた

だきました。 

今回は、小中学生による環境作文発表会があったため

か、親子で熱心に診断を受けられる方や、学校の先生、

そして、フォーラムの司会を成功裏に終えた司会の米田

さんが最後に受診、昨年度より省エネできたことを確認

されました。診断者に進呈された「面白消しゴム」が意

外に喜んで頂き、みな省エネに熱心でした。 

診断後お渡しした“絶滅危惧種動物の絵入り”の「新・環境家計簿」も人気があり、是非

挑戦してみたいとの心強い反応も多くありました。〔小林委員〕  

                                      （３） 



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

■ご参加ください！ 冬の自然観察会                         

 今回は、古川流域に生息する鳥類の自然観察です。オオタカや絶滅危惧種のヒクイナを見るこ

とができるかも・・・。冬の古川流域を散策し、豊かな自然を感じてみませんか。帰りには美化

活動も行います。 

◆日程：2月 11日（祝） ９時集合・出発～１1時 30分解散〔集合・解散場所〕 寺田西小学校 

※雨天中止（判断しかねる時は、当日８：３０～８：４５に事務局

へ問い合わせてください） 

◆観察場所：古川流域   ◆内  容：野鳥観察会 

◆対  象：市内在住者   ◆参加費：無料 

◆参加方法：２月４日（木）までに事務局に電話で申し込みしてく

ださい（環境課窓口でも受け付けます）。＜土日祝日を除く９：００

～１７：００＞ 

◆共  催：城陽環境パートナーシップ会議・城陽生きもの調査隊 

◆講  師：環境生物研究会 中川宗孝氏 

 

■エコバスツアーのご案内                                              

芸術性の優れた建物デザインで知られる大阪市舞洲工場（ごみ処理施設）を見学します。個人

では見学できない施設ですので、この機会にぜひご参加ください。 

◆日時：3月 3日(水) 集合 10時 30分   解散 16時 30分（予定） 

◆見学先：大阪市舞洲工場(ごみ処理施設) 

◆参加費：無料 

◆集合・解散場所：城陽市役所南側駐車場 

◆対象：市内在住・在学・在勤の人 

◆持ち物：弁当・お茶・レジャーシート・筆記用具 

◆定員：先着 30 人（先着順）定員になり次第、受付を締め切らせていた

だきます。 

◆主催 城陽環境パートナーシップ会議 

◆申込み：2月 12日(木)から事務局に電話で申し込みしてください（環境課窓口でも受け付けます）。
＜土日祝日を除く９：００～１７：００＞ 

 

※自然観察会・エコバスツアーの問合せは、城陽環境パートナーシップ会議 事務局まで。 

◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇・・・・◇ 

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、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 21年 6月末現在（五十音順・敬称略) 

 

株式会社 ミズホ 
 

私達は環境を考える会社として 

今、生まれ変わろうとしています。

 

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 

 

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 

 

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。




