
  

城城陽陽エエココパパーートトナナーー通通信信  
                     Vol.34  

発行日：平成 24 年(2012 年)7 月 25 日   編集・発行：城陽環境パートナーシップ会議 

会員数：306 人（6月 30 日現在）       （事務局）Tel(56)4061 Fax (56)3999 
 

 （１） 

 

平成 24 年 6 月 30 日(土)に、各部会の活動報告として、環境ミニフォーラムを開催しました。 

生活・自然部会のパネルディスカッションの前に、自然観察会においてご尽力いただいた講師の方々へ

感謝状と記念品の贈呈をおこないました。 

感謝状を受けられた方は、環境生物研究会 伊藤雅信氏、同じく環境生物研究会 田中寿樹氏、鳥類標

識調査員 脇坂英弥氏の３名。 

パネリスト田中氏 「ゲンゴロウ＆タガメを呼び戻そう！」 

兵庫県職員の田中寿樹氏は、ため池などの水辺を核とした地域づくりをされており、絶滅の危機に瀕して

いるゲンゴロウやタガメの繁殖活動もされています。 

昔はたくさん生息していたゲンゴロウやタガメがいなくなったのは、①農薬(ゲンゴロウやタガメだけでなくエ

サとなる生き物も死滅)、②除草剤(産卵床となる植物がなくなる)、③コンクリート水路(サナギの産卵床がなく

なる)、④違法放流された外来種(ブラックバス、ウシガエル、アメリカザリガニなどに捕食される)の 4 つがあげ

られます。 

城陽には、水田、用水路、小河川等にヘイケボタルの生息が確認されており、また調整池などもあり、恵ま

れた自然環境です。ただ、市内に流れる河川の多くは、生活排水が水量の多くを占めている状態です。 

ゲンゴロウやタガメなどの水棲昆虫がすめる環境にするためには、農薬や除草剤の使用を最小限にするこ

と、土の畦を残すようにすること、外来種を駆除すること、自然学習会やイベントなどの開催で城陽の自然環

境の現状を知ってもらうこと、などが必要です。 

一番大事なことは「城陽の自然を守るのは城陽の人たち、地域の人たちの地道な保護活動が大切」だと話

され、ＰＳ会議のこれからの活動の方向性を再確認しました。 

 

パネリスト竹内氏 「観察会でみられた鳥についての報告」 

城陽市では、これまでに 207 種類の野鳥が観察されており、昨年

度は 4回の自然観察会を開催しました。市内を流れる古川も、ボラン

ティア団体の活動によりきれいになり、観察会でもカワセミなどが見ら

れるようになりました。また準絶滅危惧種のノスリやチョウゲンボウも

確認でき、自然環境の豊かさを感じることができました。 

青谷川の流域などで確認されている、ゲンジボタルや平地の水田

や水路などに生息するヘイケボタルは、城陽市でも少なくなっていま

す。やはり、自然観察会を開催するなど、今の自然環境の現状を知っていただくことは必要です。 

（文：事務局) 

環境ミニフォーラムを開催しました！ 
(平成24年6月30日 於：福祉センターホール) 

 

－生活・自然部会の活動報告－ 
 

パネルディスカッション 

テーマ「城陽市の希少生物と活動成果発表」 

パネリスト：田中寿樹氏(環境生物研究会) 

    竹内 康氏(PS 会議運営委員) 
コーディネーター：中川宗孝氏(PS 会議運営委員) 



                                      （２） 

 6 月 30 日(土) 福祉センター

ホールにて、平成 24 年度総会を

開催し、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）につ

いてそれぞれの担当者より説明

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。 

大野会長より、「当会議の活動

を継続し、充実してこられたのも、会員の皆様のご尽力によるものと、感謝しております。

今年の夏も、昨年と同様に電力需給状況が大変厳しくなり、「節電」への取り組みがさらに重

要になると思われます。このような状況の中、私たちにできる環境活動とは何かを考え、少

しでも多くの皆さんに情報を発信し、これまでの取組みをさらに広げていくことを考えてい

かなければなりません。今後とも皆さんとともにパートナーシップ会議を盛り上げていきた

いと思います。より一層のご協力をお願いします。」と挨拶されました。 
 
 
 
 

平成 24 年度総会開催 
平成 24 年 6 月 30 日(土) 於：城陽市福祉センター ホール 

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 13,302 7,302

49,500 78,175 28,675

60,000 311,868 251,868

10,000 40,258 30,258

348,368 348,368 0

813,868 1,131,971 318,103

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 593,700 18,000 611,700 611,146 △ 554

(2)広報費 99,800 0 99,800 99,540 △ 260

(3)調査研究費 10,000 △8,000 2,000 0 △ 2,000

(4)事務費 100,000 0 100,000 99,902 △ 98

(5)予備費 10,368 △10,000 368 0 △ 368

合　　計 813,868 0 813,868 810,588 △ 3,280

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 1,131,971

総　　支　　出 810,588

収　支　差　額 321,383 平成24年度(2012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 エコクッキング教室、環境工作、エコバスツアー参加費

（4）補助金         
「城陽市花いっぱい運動支援金」59,868円

「城陽市活動支援補助金｣252,000円

（5）雑収入
地球温暖化防止教室講師謝礼金、普通預金利息、煎茶ケー
キ即売収益

（6）前年度繰越金

合　　　　計

会費・印刷代等振込手数料、通信切手
代、PCプリンター部品交換代、長3封
筒印刷代、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、温室内備品、環境
家計簿データ提出者への賞品代、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、エコバスツ
アー交通費、省エネ知恵BOOK制作
費、夏休みエコチャレンジ優秀者への
賞品、事業開催に関する費用

会報郵送代、印刷代（年4回）

■平成 23 年度 収支決算 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日) 



                                      （３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■平成 24 年度 収支予算 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日) 

■平成 24 年度 事業計画  

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、学習会１回)

城陽生き物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(年１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

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

【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=340,000円

2　募金・寄付 6,000 6,000 0 募金　@５00×12月=6,000円

3　参加費収入 37,000 49,500 △ 12,500
エコクッキング教室(年2回)
@800×20人×2回=32,000円
環境教室@500×10人=5,000円

4　補助金 360,000 60,000 300,000

城陽市花いっぱい支援事業

　　　(上限60,000円)

城陽市活動支援補助金

　　　(上限300,000円)

５　雑収入 10,000 10,000 0
普通預金利息、即売等の収益金、
講師謝礼金

６　前年度繰越額 321,383 348,368 △ 26,985

収入合計（Ａ） 1,074,383 813,868 260,515

【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 827,850 593,700 234,150

ソーラーミスト発生機、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 77,200 99,800 △ 22,600

会報郵送料

@65×200会員×4回=52,000円

会報印刷代

6,300×4回=25,200円

3　調査研究費 10,000 10,000 0 参考資料、書籍等購入代

4　事務費 100,000 100,000 0
事務消耗品、切手代、会費振込手数料、文

書送付用封筒代、その他振込手数料

5　予備費 59,333 10,368 48,965

支出合計（Ｂ） 1,074,383 813,868 260,515

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） 
－この用紙は再生紙を使用しています－ 

 循環・地球環境部会は、平成 23 年度
の事業の一環として環境家計簿の普及、

省エネ診断の実施など長年にわたり取り

組んできました活動の成果を生かした

「省エネ知恵ＢＯＯＫ」と題する冊子を

本年 2月に発刊しました。今年の環境ミ
ニフォーラムでは、この冊子の編集に携

わられた小林運営委員が「今夏を乗り切

るための節電・省エネの知恵」をテーマにこの冊子の紹介を兼ね部会の活動報告をいたしました。ま

た、報告に先立って、当会議が発行している環境家計簿や日ごろの省エネ活動に積極的に取り組まれ

た方々に感謝状の贈呈を行ないました。感謝状を受けられたのは上土節子さん、中村里美さん、藤田

義一さんの３名でその取り組みは、「省エネ知恵ＢＯＯＫ」の省エネの達人コーナー等で紹介されて

います。この後、活動報告では、この夏のエアコン

の使用を減らすための節電キーワードは①熱を絶

つ！②逃がす・捨てる！であるとか、ほか冊子を活

用したたくさんの節電の知恵が紹介されました。 
今年の夏は計画停電が想定されるほど電力が不足

すると予想されています。電気は私たちの暮らしの

あらゆるところに届いています。停電は、私たちの

暮らしに大混乱をもたらします。節電で電気の消費

を抑えることはＣＯ２削減、地球温暖化対策のほか、

停電による社会の混乱を防ぐことにもつながります。 
（文：大野会長） 

 
 

 

 

 

 

 

環境ミニフォーラムを開催しました！ 
(平成24年6月30日 於：福祉センターホール) 

 

－循環・地球環境部会の活動報告－ 
 

テーマ「この夏の省エネ対策」 

     ～省エネ知恵 BOOKの紹介～ 

報告者：小林 駿氏(PS 会議運営委員) 

感謝状を受けられた方々 
右から、藤田様、中村様、上土様 

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、㈱ミズホ、森澤博光   

※平成 24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 

近畿砂利協同組合 
理事長 吉川武男 

 

京都府城陽市富野荒見田 51 番地 

京明ビル 2階 

 TEL0774-52-0187 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

イズミヤ㈱大久保店 
マイバッグ持参で地球に優しいお買物！ 

■レジ袋をご辞退いただきますと、お買上合計金額より 2 円引(エコ

値引)させていただきます。 

クールスポットｉｎ城陽市役所！ 

ミニフォーラム開催にあたり、太陽光を活用した、

ミスト発生機を市役所正面玄関前休憩所に設置

し、展示及び試運転をしました。 

今後は、下記の日程にて運転します。 

霧の蒸散作用による、ひんやり涼しい空間を体

感してください。 

◆運転日：7/2～9/28 の毎週月曜日及び金曜日。

◆運転時間：10時～15時  ※雨天時、祝日除く。

◆運転場所：市役所正面玄関前休憩所 


