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 （１） 

平成 22年度「総会」・「環境ミニフォーラム」を開催しました 
 

■総 会                                  
平成22年6月26日（土）、平成22 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、第１号議案「役員の選出について」、昨年８月

澤田会長が辞任され、今日まで大野副会長が会長

代理をされておられました。今総会で、会長に大野

和宣氏、副会長に芦原昇氏が就任、さらに監査、運

営委員の紹介がされました。ただし、役員の任期は１

年間。続いて、平成21 年度の事業報告及び収支決

算、平成22 年度の事業計画及び収支予算が上程

され、2～5号議案が原案通りにご承認をいただきま

した。なお、21年度事業報告は芦原副会長より、スラ

イドを使って１年間の活動報告がありました。２部には「環境ミニフォーラム」が催されました。（小林委員） 
 

■「環境ミニフォーラム」                          
○「今、なぜ環境家計簿」   ～城陽市のデータ分析～  
 今、地球上のあらゆる生物の生活基盤を揺るがしている温暖化は、私たち人類が責任を持って解決し

なければならない問題です。温暖化の原因を取り除くには省エネですが、効果的な省エネが実践できて

いる人はまだ少数です。エネルギーの使用状況を二酸化炭素の量で測るのが環境家計簿で、量的に有

効な省エネを進める上で基礎となるものです。当会議では、平成 15

年から環境家計簿の取り組みを始め、現在 3代目で内容も充実し好

調です。集まったデータから城陽市の現況が明らかになり、どのよう

な取り組みが必要か見えてきています。（園田会員） 

 

○「城陽市生き物住民登録について（中間報告）」 
中川委員と水野委員より、城陽市の自然財産である野生生物たちとの共存をめざして、希少種の保護

や自然環境の保全を目的に、城陽市の自然財産の再評価や今後の環境調査の基礎資料づくりを目標

におこなっていることを報告しました。情報提供カードの流れや城陽市の生き物、現在提供されている情

報について報告をしました。 

 

○「パネルディスカッション」   テーマ：城陽市を代表する生き物と生息環境について 

パネリスト（好廣眞一氏（城陽生きもの調査隊）、井上泰江氏（城陽生きもの調査隊）、竹内 康氏（城陽

生きもの調査隊／城陽環境パートナーシップ会議）、水野尚之氏（環境生物研究会／城陽環境パートナ

ーシップ会議））の紹介も兼ね、城陽市の生き物について各専門分野のお話をいただきました。 

城陽は自然の宝庫でたくさんの生き物を観察することが

できる。希少種も生息するので、自然保護を啓発する意味

でも「城陽市生き物住民登録」は必要であり、そのデータに

よって作成される「生き物ハンドブック」やデータの公開を充

実させ、学校での教材づくりに活用したり、たくさんの方々の

目に触れるようにし、また「私が 10 歳だった頃に見かけた生

き物」をテーマに作文などを書いてもらうなどすれば、昔城

陽に生息していた生き物についてもわかるのではないかと

の意見も出ました。 

城陽市内の家庭の特徴 

①給湯→ガスの使用量が多め。 

②暖房→灯油暖房が多い。 

③車→ガソリンの使用量が多い。 



                                      （２） 

■城陽環境パートナーシップ会議役員  

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 21 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 28,762 22,762

50,000 22,800 △ 27,200

0 106,000 106,000

10,000 28,935 18,935

255,000 255,551 551

661,000 782,048 121,048

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 480,000 0 480,000 424,874 △ 55,126

(2)広報費 50,000 4,000 54,000 53,750 △ 250

(3)調査研究費 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

(4)事務費 116,000 0 116,000 103,851 △ 12,149

(5)予備費 5,000 △ 4,000 1,000 0 △ 1,000

合　　計 661,000 0 661,000 582,475 △ 78,525

会費振込手数料、通信切手代、送付用
封筒代、事務消耗品等

備考

総会・学習会講師謝礼、事業開催保険
代、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、
環境家計簿製作費、環境家計簿データ
提出者への賞品代、菜種搾油代、温室
購入代、温室内備品、配布チラシ、ポ
スター、展示資料印刷プリンターイン
ク代、用紙代、事業開催に関する費用

会報郵送代（年4回）

（6）前年度繰越金

合　　　　計

（4）補助金 平成21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 他団体への講師謝礼金、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 布ぞうりづくり体験教室、自然研修会参加費(2回開催)

項　　　　目 備　　考

（1）会　　　費 賛助会費　17会員×＠20,000

総　　支　　出 582,475

収　支　差　額 199,573 平成22年度(2010年度)へ繰越

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 782,048

会　長 大野　和宣

副会長 芦原　昇

監　事 竹内　康

（敬称略）

運営委員

青江弘行　生駒智史　井手邦彦
上野さや子　岡田丞市　木村正樹
黒野真里　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　吉岡喜彦　米田由紀子



                                      （３） 

■平成 22 年度事業計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 22 年度収支予算  

環境ビジョン 平成22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
動植物の観察会の開催
里山の観察会の開催
生きものハンドブックの作成
竹林の整備（竹炭づくり）
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
生ごみ処理、ごみの分別に関する勉強会
リサイクルに関する学習会
自然エネルギーの活用と普及
城陽市地球温暖化対策地域推進計画の周知・啓発
総会・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)
エコクッキングの開催(年2回)
企業訪問の実施
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
省エネ診断の実施

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 340,000 340,000 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 49,000 50,000 △ 1,000 行事等の参加費

4　補助金 535,000 0 535,000

「城陽みどりのまちづくり基金」５万円
「花博記念協会助成金」18万５千円
「城陽市補助金（生き物ハンドブック製作
費）｣15万円
「城陽市補助金」15万円

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 199,000 255,000 △ 56,000

収入合計（Ａ） 1,139,000 661,000 478,000

【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 940,000 480,000 460,000
講師謝礼、生き物ハンドブック作成、
事業開催にかかる消耗品など

2　広報費 59,000 54,000 5,000 会報郵送料

3　調査研究費 10,000 10,000 0 書籍等購入代

4　事務費 120,000 116,000 4,000
事務消耗品、切手代、会費振込手数
料、封筒代

5　予備費 10,000 1,000 9,000

支出合計（Ｂ） 1,139,000 661,000 478,000

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）                   

■イベント開催のご案内                            

 

自然観察会 

「いろんな水生生物を見つけよう！」 

 絶滅危惧種のメダカの見分け方や、水生昆虫のタイコウチ、ミズカマキリなどに触れるなどし

て、水辺の生き物を観察します。 

日時：7月 10日(土) 9：00～12:00 

集合・解散：寺田西小学校 北門 

 ※雨天中止（判断しかねる時は、当日 8:30～8:45に事務局へお問い合わせください） 

観察場所：古川流域 

講師：環境生物研究会  田中寿樹氏 

服装・持ち物：長靴、帽子、水筒、水辺に入れる服装 

参加費:無料 

協力団体：「水辺で遊べる古川をつくる会」 

 

夏休み企画 親子エコバスツアー 

「牛乳・ヨーグルト製造工場見学」  ～工場を見学して  環境のことを考えてみよう～ 

 工場見学をして、工場でのリサイクルの取組みについてお話を聞き、牛乳の試飲もします。 

日時:7月 28日（水） 集合 11:30～解散 17:00（予定） ※雨天決行 

集合・解散：城陽市役所 南側駐車場 

行き先：メグミルク京都工場（京都府南丹市八木町美里柴野１番地） 

申込み受付開始日：7月 12日（月）より 事務局へ電話で 

参加費：無料 

定員：30名（先着順、定員になり次第締め切らせていただきます） 

持ち物：お茶、筆記用具 

※昼食は事前に済ませてきてください。 

 

省エネ診断を開催します！ 
「夏の省エネ」考えてみませんか？   

～あなたの家庭はどのくらいＣＯ2を排出しているのかな～ 

日時：7月 23日(金)  11:00～14：30 

場所：城陽市役所１階 ロビー 

診断料：無料     ※ひと月の光熱費から算出します。 

★申込み、お問い合わせは事務局まで(環境課 56-4061) 

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

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。 

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、京都城陽ロータリークラブ、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 22 年 6 月末現在 

（五十音順・敬称略) 

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 
城陽市寺田袋尻 82 番地 

TEL0774-52-2521 

ミズホは、地球環境の保全が人類共

通の最重要課題の１つであること

を認識し、全組織を挙げて環境負荷

の低減に努力します。 
 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

 

玉井開発 
城陽市中中山 120-37 

 

星和電機株式会社 
 

城陽市寺田新池 36 番地 

TEL0774-55-8181 

 

城陽カントリー倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-46 

0774-52-2525 

 

お気軽にご参加

ください！ 


