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 （１） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■エコバスツアー「野菜工場と保津川水端
すいたん

農園の見学会」に行ってきました 

 
去る３月６日(火)に京都・亀岡にある

「近代的な完全人工光型野菜工場・㈱ス

プレッド亀岡プラントと保津町自治会・

保津川すいたん農園」のエコバスツアー

に35名が参加しました。午前10時、市役

所を出発し４時過ぎに帰着。近代的な“野

菜工場”と水車で精米する歴史を感じさ

せる自然がいっぱいの“すいたん農園”

を見学、歴史の新旧を肌で感じる有意義

な見学会でした。 

行きの車中、小林委員が、野菜工場の

事前学習と城陽発・省エネ知恵BOOKを用

いて、クイズ形式で省エネの裏ワザを解説、園田委員が、保津町の町おこしについて説明。車中でし

っかりと予備学習ができました。帰路では、今日の感想をみんなで川柳に詠いあげ、素晴らしい川柳

が多く、大いに盛り上がりました。 
 

●㈱スプレッド亀岡野菜プラント 

工場内をガラス越しに見学。無農薬、無害虫、天候や季

節に左右されないレタス栽培を見学、試食。蛍光灯、空調

の電気代が月1千万円にはびっくり、野菜工場は意外とエ

コではないことが分かりました。感想として『新鮮な 野

菜たっぷり おいしいよ』・『スプレッド 明るく育つ 

レタスたち』・ 『野菜にも 技術の進歩 ありがたい』 

などの川柳が寄せられました。 
 

●保津川町・保津川すいたん農園 

保津川町自治会長から「まちづくりプラン『KI・ZU・NA』の大家族宣言の町、探せ地域の宝物、保

津川町花いっぱい運動、水車の復元、すいたん農園プラン等々」の説明を受け、農園を散策、自然に

浸りました。 

『水車路 心が和む ふきのとう』・『亀岡の 水車コトコト 春の風』・『保津川町 若き

力で 夢の町』・『大切に 使う心が エコのもと』、「初めて参加し未知の人と友達になり、視

野が広がり素晴らしい1日となりました」等の多くの貴重な感想・ご意見を頂きました。お陰さまで、

楽しい環境啓発のエコバスツアーとなりました。               (文：小林委員) 

省エネ知恵 BOOK 完成！ 

 

循環・地球環境部会では、これまでの環境家計簿の情報

をもとに、日頃の省エネの知識を結集して、この冊子を本

年 2月に完成しました。省エネ診断や諸行事に無料で配布

します。省エネ推進のマニュアルとして役立てていただけ

ればと思います。A5 サイズ、27 ページ、カラー印刷、環

境家計簿用ハガキ添付。ご希望の方は城陽環境パートナー

シップ会議事務局(城陽市環境課 56-4061)まで連絡くださ

い。 

城陽発 



                                      （２） 

     平成 24 年度の事業計画 

 
平成 24 年度の事業計画として生活自然部会では、以下 2 つの事業を中心に活動します。 

１．自然豊かな城陽を観察し、里山を再生しよう 

①自然観察会の継続実施  “生き物たちは豊かな自然環境を測るバロメーターです”24
年度も 4 回の自然観察会をおこないます。5 月の愛鳥週間(ﾊﾞｰﾄﾞｳｨｰｸ)に合わせた｢野鳥の
観察｣、7 月には、｢水生生物の観察｣、10 月は『緑化まつり』の日の恒例になっている鴻
ノ巣山の「キノコの観察」、また翌年の 2 月には｢冬鳥の観察｣、夏休みの 8 月には自然学
習会を行う予定です。観察会では河川の清掃活動(ゴミ拾い)や水質調査
も合わせて行います。 
②城陽生き物ハンドブックの配布  今年も新 4年生に『城陽生き物ハンド 
ブック“城陽の宝もの”』を配布し、小学校と連携しながら環境学習で 
の利用を検討します。 
③梅林、竹林の整備活動  『梅の郷青谷づくりのワークショップ 梅林 
部会』のメンバーとして参加。｢梅の木の若返り剪定｣や「放置侵入竹林 
の伐採、竹炭づくり」を継続しておこないます。梅林の一角の『堂山見晴らし台』は、竹

の伐採が進み京田辺など一望でき梅まつりの散策路にもなりました。ワークショップはボ

ランティアにも関わらず、月 2 回の活動日には毎回 30 名前後の参加者があり、今までに
2.5ｔ以上(2,509㎏)の竹炭(消し炭)を製造しました。また、0.4ヘクタールの梅林の“梅の
木若返り作戦”が成功？ 梅の収穫量も 150㎏から 250㎏と増加しています。 

２．花いっぱい運動実施、市民への拡大 

①休耕田の畑作業  春は菜の花、秋はコスモスの花作りを今年も行います。菜の花は⇒菜種収

穫・搾油⇒搾った菜種油(油粕は肥料に)⇒エコクッキング教室に利用、また各種イ

ベントに煎茶ケーキを作り販売しています。 

昨秋は、コスモスの播種が遅れ、心配しましたが大輪の花が咲き乱れ、今池川を

散歩する人に切り花として大変喜ばれました。今年の秋も､コスモスの花が楽しめま

す。 

②街角班活動の支援  地域に根差した活動を展開中ですが、身近な場所で、グ 

ループで責任を持って街角の花壇などのお世話をしたいとお考えの方、ご相談ください。パート 

ナーシップ会員の分会として、都市計画課の補助を得るなど活動の支援をいたします。 

③グリーンカーテンの普及、啓発  休耕田の畑の一角に一坪ほどのビニールハウスがありま

す。今年もハウスの中で 400株のゴーヤの苗を育成し、配布希望をされる私立の幼稚園・
保育園(11園)、市立幼稚園・保育園(8園)に平均 15株位を配布の予定です。 
残りは会員、市民の方に配布する予定です。また【グリーンカーテン育成ガイドブック】も希望さ

れる方に配布を予定しています。                     (文：井手 生活・自然部会長) 

 
 
 
 
  
 

ＦＭ８４５の紹介 平成 7年 10月 1日に京都市伏見区で開局。大人世代に向けたリスナー参加型のコミュニテ
ィラジオ局として誕生。開局して 16年、これからもリスナーから愛される地域密着の放送をお送りします。 

“タートルのタウンラジオ”の番組が 150 回を迎えた記念の

放送日でした。司会のタートル中川さんと石川和美さんの軽

快な会話やスタジオの雰囲気に乗せられてあまり緊張するこ

となく放送が出来たかなぁーと思っています。最後のあなた

の夢・希望は？と聞かれ「城陽では、42 年前の大阪万博の

建設に使われた山砂利の採取跡地が城陽市民の深い傷とし

て残っている。新名神道路の工事が始まろうとしている現在

『緑と太陽、やすらぎの街』にふさわしく、緑と里山を大切に

調和のとれた開発をしてもらいたい」と話しました。 



                                      （３） 

     平成 24 年度の事業計画 

 
 

パートナーシップ会議として 9 年が経過する中で、一年一年確実に足腰が強化され、階段
を踏みはずすことなく一歩ずつ前進してきたものと総括しています。ただし、昨年度も課題
として掲げた会員皆さまの個人的資質に支えられている部分は、依然として解消されていま
せん。会員のすそのが少しでも広がって行くように、努力を続けて行きたいと思っています。 
そんな中、平成 24 年度の事業計画においては、次のような内容を企画しています。1人で

も多くの市民参加が図れるよう、魅力ある活動を展開します。 
 

１．地球に優しい行動をしよう 

①環境家計簿  循環部会の目玉である「環境家計簿」に

関しては、取り組みを促進するツールである省エネ診断

の充実を図ると同時に、昨年度完成した「省エネ知恵

BOOK」を最大限に活用し、「環境家計簿」に取り組んでい

ただける人が、一人でも増えることを目指します。 

②条例の勉強会  温暖化防止と言えば、平成 23 年度に

京都府の温暖化条例が改正されました。京都議定書発祥

の地として、温室効果ガスを 2040 年度に 1990 年度比

80％まで削減することを目標とする画期的な条例ですが、京都府民として無関係ではいら

れないと言う視点から、昨年度は京都府から講師を招き勉強会を開催しました。今後も引

き続き当会議で何が出来るかを考えながら、情報提供をいたします。 

２．資源の再利用と新エネルギーの活用を考えよう 

①廃食油の回収の普及と啓発  廃油に関しては、資源として無限に利用出来る性質に注目

し、城陽市でいかに活用可能か？という視点で学習を続けて来ました。平成 24 年度は廃食

油回収現場を見学し、当会議が関われるポイントを更に模索します。 

②自然エネルギーの活用と普及  太陽光発電やＬＥＤ、電気自動車の様な再生エネルギー 

等に関しては、引き続き市民の皆さんに情報提供をすると同時に、学習会も実施したいと

考えています。 
３．環境活動に取り組もう 
①エコバスツアー  昨年度は夏に「人と自然の博物館」 
へ、冬は「野菜工場」へ行き、どちらとも人気を博しま 
した。これからも市民の方々に環境への意識を高めて頂 
ける場所を提供する予定をしていますので、期待してお 
待ち頂きたいと思います。 
②城陽市との協働  城陽市が推進している「夏休みエコ
チャレンジ事業」等については、今年度も協力していき
ます。 
③ソーラー発電ミスト発生機を試作し、効果の検証と体験の場づくりを考えています。 
 

 この他、6月には定期総会と環境ミニフォーラム、11 月には城陽市環境フォーラムを開催
します。城陽市の環境に関して「いま何が求められているのか」にポイントを置いた、環境
を考える場を提供します。環境作りの主役は、市民一人一人です。理想の環境都市を目指し、
一人でも多くの参加をお待ちしています。      （文：芦原 循環・地球環境部会長） 
 

 
  
 
  
 

ラジオ出演は初めてで、ドキドキしながら伏見桃山御陵

駅近くにあるＦＭ845 スタジオに到着。打ち合わせ後、

ONAIR。パーソナリティの石川さん、中川さんの上手な誘導

で 20 分の予定が倍以上延長になりましたが、何をおしゃべ

りしたか覚えていないほど「あっと言う間に」終了でした。 

終了後、知恵 BOOK を掲げて記念撮影。この電波が城

陽に届きにくいようで、残念でもありましたが幸いでした。 



        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－ 

環境ミニフォーラムの開催案内 
 

日時：平成 24 年 6 月 30 日(土)13:40～15:30

場所：城陽市福祉センター 1階 ホール 
内容：「自然観察会で見られる城陽の鳥につい

て」 
「今夏の節電対策～省エネ知恵 BOOK
の紹介～」 

■「㈱山岡製作所」を訪問しました！(訪問日：平成 24 年 3月 16 日)  文：芦原委員 
 
事業所訪問は、市内事業所における環境配慮活動などを学び、今後の活動の参考にするとともに、当会
議と市内事業所の連携を模索する目的で、平成 21 年度から実施し今回で 3回目になります。 
今回は、創立 1954年 11月、社員 150名、派遣社員 50名（平均年齢 37.4才）で、主に精密金型を製造さ
れている「㈱山岡製作所(城陽市)」を訪問させて頂きました。 
当日は、スライドを中心に、１時間程度の説明を受けましたが、環境に対して継続的な改善を続けておられ、
特に昨年度の節電対策においては、更なる節電の余地はないかと話し合われるなど、単なるスローガンでは
なく具体的な実践を行い、10％以上の節電に成功されました。具体的な実践活動は、次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
設備投資には少しお金がかかるものの、今年度の効果を持続することで、3 年先には確実に投資分の回

収が見込めます。「省エネは企業の体力を強める」と担当者のおっしゃった一言が印象に残りました。 
 

■平成 24年度総会・環境ミニフォーラムの開催のご案内 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■畑のボランティア募集中！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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、京都城陽ロータリークラブ、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、城陽金融会、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、東城陽ゴルフ倶楽部、㈱平和堂アル・プラザ城

陽、㈱ミズホ、森澤博光             ※平成 24年 3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 

“緑あふれる城陽”を掲げ、市内の畑を利用して「菜の花」「コスモ

ス」を栽培しています。菜の花の種を収穫し搾油をして「なのはな

油」を精製。菜の花油は、エコクッキング教室に使用しています。

搾油したときに出る絞り粕は畑の肥料にしています。 

城陽を緑に、楽しい仲間と一緒に取組んでみませんか。 

 畑のボランティアの応募は事務局まで TEL または FAX で。 

平成 24 年度総会の開催案内 

日時：平成 24 年 6 月 30 日(土)13:00～ 

場所：城陽市福祉センター 1階 ホール 
議題：第１号議案｢平成 23年度事業報告｣ 
   第２号議案｢平成 23年度収支決算｣ 
   第 3号議案｢平成 24年度事業計画｣ 
   第４号議案｢平成 24年度収支予算｣ 

〔取り組みの例〕 

①エアコン温度の適正管理（夏季 1℃上げる、冬季 2℃下げる） 

②15 年以上使用しているエアコンをインバータタイプに入替（23 台）

③北工場の高効率断熱塗料＋井戸水の散布 

④蛍光灯を Hｆ型に交換 

⑤二重サッシ（事務室） 

⑥湯たんぽ、PC本体を足元へ設置、サーバー排熱利用 等 

〔削減効果〕 

・夏季 前年度比 33 万ｋWｈ減

（30％減） 

・夏季～冬季（7 月～2 月） 前年

度比 45 万 1 千ｋWh 減 

（23.1％減） 

 


