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 （１） 

平成 23 年度総会開催しました 
 

 
 
平成 23 年 6 月 25 日(土)、城陽市福祉センターで平成 23

年度総会を開催し、第１号議案である平成 22 年度活動報告

は、1 年間の事業の様子を小林委員が簡潔に報告しました。

第 2 号議案の平成 22 年度収支決算報告、会計監査報告、第

3 号議案の平成 23 年度事業計画(案)、さらには第 4 号議案

の平成 23 年度収支予算(案)について、それぞれ担当者から

報告があり、４つの議案すべてが原案通りに承認されまし

た。 

その他、今年度は会長、副会長、監事及び運営委員の任

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、会長始め全ての方々の再任・新任が承認され、

新生大野丸体制がスタートすることになりました。 

環境ミニフォーラム  －各部会の活動報告－ 
 

地球環境・循環部会活動報告 
芦原委員より「環境家計簿のデータからわかること」

というテーマで、環境家計簿に協力いただいた 100 人の

データをもとに、城陽市と京都市のデータを比較し、電

気・水道は京都市よりも省エネが進んでいること、逆に

ガソリンについては交通網の違いからか使用量が多くな

っていること、更には環境家計簿の必要性、パートナー

シップで取り組みが可能な省エネ活動のポイントなど話

されました。 

 次に、園田委員が「断熱住宅、その効果は？」をテー

マに、住宅を断熱すればどれだけ効果があるかなど、グ

ラフを使ってお話されました。最初に夏の冷房と冬の暖房のどちらが二酸化炭素を多く排出している

か、の問いかけをされました。夏のほうが二酸化炭素を多く出すイメージがありますが、グラフから冬

の暖房のほうが大量に二酸化炭素を排出していること、夏の住まい方や冬の住まい方では、住宅の断熱

が確実に省エネに寄与していることがよくわかりました。また、夏のグリーンカーテンが省エネ効果抜

群の結果には、日常の皆さんの活動が後押しされた気持ちで少し嬉しくなりました。 
 

生活・自然部会報告 

 今年の 3月に発刊した「城陽生き物ハンドブック」の活

用事例の報告がありました。 

 竹内委員より、5 月 15 日開催の自然観察会(野鳥観察)

では、ケリ・セグロセキレイ・アオサギ・ムクドリ、また

野鳥以外の生き物(カメ・ヘビ)などハンドブックと見比

べ、講師からの説明もあり、充実した観察会だったこと。 

中川委員より、6 月 14 日に富野小学校にて生き物観察

会(水田に生息する生き物)を開催し、屋内学習では、カエ

ルの種類の見分け方を、屋外では学校周辺の水田に生息す

る生き物を観察し、様々な生き物が確認できたこと。 

水野委員より「城陽生き物住民登録」に、昨年は 100

件ほどのデータが寄せられた。今後もデータを集め、当会議の資料として活用していきたいと、情報の

提供を呼びかけました。 
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 平成 23 年度運営委員の紹介 

 

 

 

 

 
 

  平成 22 年度収支決算 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日) 

 

会　長 大野　和宣

副会長 芦原　昇

監　事 竹内　康

運営委員

青江弘行/井手邦彦/伊藤俊夫/上野さや子
岡田丞市/奥田さゆり/加納宏二/黒野眞里
小林　 駿/杉本年雄/園崎弘道/園田美恵子
高橋和孝/中尾光利/中川宗孝/中島和代
新川達郎/水野尚之/米田由紀子

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 33,431 27,431

49,000 65,400 16,400

535,000 559,540 24,540

10,000 22,802 12,802

199,000 199,573 573

1,139,000 1,220,746 81,746

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 940,000 0 940,000 735,716 △ 204,284

(2)広報費 59,000 0 59,000 48,945 △ 10,055

(3)調査研究費 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

(4)事務費 120,000 0 120,000 87,717 △ 32,283

(5)予備費 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

合　　計 1,139,000 0 1,139,000 872,378 △ 266,622

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 1,220,746

総　　支　　出 872,378

収　支　差　額 348,368 平成23年度(2011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
パートナーシップ募金　4月1日～3月31日まで
その他個人寄付

（3）参加費収入
布ぞうりづくり体験教室、親子環境工作、エコバスツアー参加
費

合　　　　計

（4）補助金         

「城陽みどりのまちづくり基金」50,000円
「花博記念協会助成金」177,000円
「城陽市活動支援補助金｣228,540円

「京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金」
                                                        104,000円

（5）雑収入 他団体からの講師謝礼金、普通預金利息、即売収益

会費振込手数料、通信切手代、委員葬
儀供花代、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・
苗代、畑の肥料代、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、生き物ハンドブック制
作費、グリーンカーテンガイドブック
制作費、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
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平成 23 年度 事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度 収支予算 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日) 

【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 49,500 49,000 500

エコクッキング教室(年2回)
@800×20人×2回
親子環境工作教室@500×15人
布ぞうり教室@500×20人

4　補助金 60,000 535,000 △ 475,000 城陽市花いっぱい支援事業　60,000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 348,368 199,000 149,368

収入合計（Ａ） 813,868 1,139,000 △ 325,132

【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 593,700 940,000 △ 346,300

講師謝礼、花いっぱい運動支援、備品・
苗代、環境家計簿インセンティブ代、エ
コバスツアー交通費、環境教室開催会場
使用料、事業開催にかかる消耗品など

2　広報費 99,800 59,000 40,800
会報郵送料@65×190会員×4回
会報印刷代　12,600×4回

3　調査研究費 10,000 10,000 0 書籍等購入代

4　事務費 100,000 120,000 △ 20,000
事務消耗品、切手代、会費振込
手数料、文書送付用封筒代

5　予備費 10,368 10,000 368

支出合計（Ｂ） 813,868 1,139,000 △ 325,132

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0  

環境ビジョン 取組内容
身近な河川とそこで見られる動植物の観察会の開催(年３回)
身近な河川の清掃活動の実施
河川の浄化
里山とそこで見られる動植物の観察会の開催(年１回)
生きものハンドブックの周知・活用
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
廃油回収の普及と啓発
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・環境ミニフォーラムの開催
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

　　○運営委員会・部会の開催　毎月第１・第３木曜日

地球環境

生活
自然

快適

循環

参加



        事務局（市役所３Ｆ環境課内）TEL:56-4061／FAX:56-3999    （４） 
－この用紙は再生紙を使用しています－ 

 家庭でできる夏の節電                     文：小林委員 
 

 今夏も暑い日々が続いていますが、福島の原発事故の影響で関西にあっても、かつてない 15％

の電力削減が叫ばれ、さらに暑い夏になりそうです。この時期に電力が最も多く使われるのは、

土日を除く平日の 13 時から 16 時です（ピーク電力という）。この時間帯に家庭ではエアコンが

53％、冷蔵庫が 23％、その他 10％、TV・照明の各 5％、待機電力 4％、の順に多く使っています。 

 下記の表は環境省の資料を元に節電の目安をまとめたものです。我が家では、扇風機を優先に，

さらにグリーンカーテンの使用で、すでに 30％程度の削減をしております。 

ピーク時の節電効果のある機器はエアコン、冷蔵庫、レンジ、IHヒータ、炊飯器、TV、照明で

す。特に扇風機の電力はエアコンの 1/50 以下です。ただし、室温が 30℃を超えると熱中症に成

りかねません。水分・塩分もしっかり摂って、節電にご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

できることからはじめよう！ －・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆－・－◆ 

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

家庭でできる節電 削減率 

①エアコンの設定を1℃引き上げる（設定温度は28℃を目安に！） 約10％↓ 

②緑のカーテン・すだれ・よしず・遮光フイルムを使う 約30～10％↓ 

③扇風機を優先に使う。エアコンと併用で使う 約50％↓ 

④冷蔵庫の設定は「中」に、扉を開ける時間を減らす。食べ物を詰め込まない 約2％↓ 

⑤TVは省エネモードに設定・画面の明るさを下げる 約2％↓ 

⑥照明は日中消す。夜間も照明を減らす。こまめに消す。LED電球に取り換える 約5％↓ 

⑦炊飯器は1日分まとめて炊き、冷蔵庫で保存 約2％↓ 

⑧電気製品は主電源を切るか、コンセントを抜く。エコタップの活用 約2％↓ 

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、城陽市役所、城陽商工会議所、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 23 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

 

城陽商工会議所    
ガンバル経営応援します！ 

 

城陽市富野久保田 1-1 
TEL0774-52-6866 

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 




