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明けましておめでとうございます 
 

昨年の夏は、原発の休止で停電などの混乱が心配されました。しかしながら、みなさま
の節電対応により穏やかに過ぎました。これもまた、困難に際する市民をはじめとする、み
なさまの対応力の表れかと思います。みなさまの行動力に敬意を表します。 
この冬は、厳しい寒波の到来が予想されています。電力需給は、実は夏よりも冬のほう

が厳しいのです。節電の知恵は、冬にこそ発揮しなければなりません。省エネをはじめと
する地球温暖化防止など環境問題への取り組みは、私たちの日々の穏やかな暮らしを
守る取り組みでもあります。 
会員のみなさまにおかれましても、本年も引き続き環境問題に積極的に取り組んでい

ただくとともに、健やかな一年を過ごされることを祈念して新年のご挨拶といたします。 

        会長  大野  和宣  

 

 

11 月 3 日鴻ノ巣山運動公園で行われた城

陽市学童運動会に「城陽環境パートナーシッ

プ会議」として初めて参加しました。 

環境に関しての○×クイズコーナーを担

当。運動会のテーマが「学童エコリンピック

2012」というだけに、ごみの分別レースも企画

され、我々の環境クイズコーナーは子供たち

に違和感なく受け入れられ、当初の目的であ

る会場の盛り上げ効果、そしてパートナーシッ

プ会議の存在を知っていただく点に関して

は、一定の成果があったと考えています。 

今後、あくまでも待ちの姿勢になりますが、

要請があればこのような形でイベントに参加し

ても良いのではと思いました。 

11 月 5 日、コカ・コーラウエスト社主催によ

る木津川右岸運動公園での学習会に参加し

ました。 

こちらのイベントは体験学習会というだけの

ことがあり、分別パネルの作成等事前準備が

大きなポイントで、かなり大変でした。 

当日、子どもたちは、ごみの分別に興味を

示し、グローバルな地球環境問題から身近な

ごみ袋の透明化、これらの問題に直面し確実

に支えて行く世代に、良い学習の場を与える

ことが出来たと考えています。 

今後に関しては作成したパネルを有効に

活用し、攻めの姿勢で出前講座の一つに加

えたいと考えています。 

 

  学童合同運動会「親と子のつどい」 

環境○×クイズを開催 

 コカ・コーラウエスト社主催 

 環境学習教室 ごみの分別体験学習会 
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「今、見直される 天然ガスのチカラ」をテーマに大阪ガス㈱近畿圏地

域共創計画チームの松下繁雄氏よりお話を伺いました。 

ガスの得意分野は熱利用であり、熱を利用したい場合は電気よりもガスの方が一次エ

ネルギーから換算した場合は効率的であること、また最近のガスコンロは、省エネ性が

上がっており、ＣＯ２の排出量も以前と比べて削減でき環境にも優しいことなどを話さ

れ、その後、ガスコンロの身近な省エネアイデアの紹介（グリルでパンを焼くと美味し

く焼ける、など）もされ、天然ガスをうまく使うことで、環境にやさしい取り組みがで

きることなど、大阪ガス㈱の環境に対する取り組みや、天然ガスの環境性、ガスの環境

面の特徴についてわかりやすく講演いただきました。 

次に、「知っ得！これからのエコ住宅と LED 照明の選び方」をテーマにパナソニック㈱

エコソリューションズ社の内田 健氏よりお話を伺いました。 

 最近の電力需給状況と原子力発電について触れ、家庭のエネルギー管理としてスマー

トハウスや HEMS の紹介をする中で、最近ではHEMS
※

補助金があり、家庭でのエネルギー管

理システムの導入の際に活用できるとのお話も聞けました。また、LED の省エネ性能、

コストの話、照明としての性能（蛍光灯や白熱電球との互換性、使用場所による使い分

け）のお話や、LED 照明はまだ高価であり、一度買うと長寿命なので、交換する機会が

無いことから、頻繁に点灯する場所やあまり影響のない場所（廊下やトイレなど）から

の導入をお勧めしますという、購入時のヒントもお聞きすることができました。さらに

導入する際の参考として、明るさ「ルーメン」の値を見ることが選ぶポイントである事

や、LED は根元が熱くなるため、取り付け不可のところがあるので注意が必要などのア

ドバイスもあり、これからの家庭での省エネ活動にプラスになるお話でした。 

                                 (文：事務局) 
※HEMS(ヘムス)→Home Energy Management System（ホームエネルギー管理システム）の略で、意味は、

家庭内のエネルギー管理をするためのシステム。 

講演終了後、大抽選会が行われました。 

Ｔシャツ１５名（「遊存
あ ぞ ん

流布
る ふ

」提供）・LED電球７名（「パナソニック㈱」

提供）・温湿度計３名（「城陽環境パートナーシップ会議」提供）、合計２５名に当たると

あって、次々読み上げられる名前に、会場のあちこちからどよめきが上がりました。 

熱心な聴講と質疑の後で、体と頭の緊張がほぐれて、会場は和やかな空気に包まれまし

た。 

受身に終始しがちな参加者全員が、もっと能動的に楽しめるように！更なる工夫の必要

性を痛感しました。                       （文：上野委員） 
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■ウォームシェア（暖の共有） 今冬の省エネのキーワードは「ウォームシェア」(暖を共有)することです。
１年で最も多くエネルギーを消費する冬がやって来ました。冬を快適にしかも環境にもサイフにも優しい
暖房器具について考えて見ましょう。部屋の温度 20℃が人間にとって最も良いとされていますが、実際
には少し寒く感じます。暖房の前に、100Ｗにも相当する自己発熱を上手に活用することです。職場で
厚着したりして熱を逃がさないビジネススタイルを「ウォームビズ」と言います。家庭でもこの考え方が広
まっており、まずはウォームビズで暖をとることをおすすめします。例えば、４人が家族で１部屋に集まる
と 400Ｗの発熱になります。エアコン等の暖房費もそれだけ少なく済むだけでなく家族の団欒にもつな
がります。 
 

■かしこい暖房の組み合わせは？ 賢い暖房は「エアコン+コタツやホットカーペット」です。城陽市の
環境家計簿からのデータによると灯油暖房が京都府の約３倍使われています。灯油はエアコンに比べ、
CO2 が 3.2 倍、光熱費は２倍で反・省エネです。「エアコン暖房」はヒートポンプ効果により断トツ省エネ
です。下記の表の上段が暖房の省エネのベストミックスで、下段になるほど悪くなります。今一度、暖房
機器の見直しをしましょう。                                      (文：小林委員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今回は冬の省エネの工夫に注目して診断を行いました。件数は 22 件。冬バージョン 

に改訂されたアンケート項目は、皆さんの今の生活意識にピッタリでした。 

●80％以上実行している項目(実行率の高いものから) 

「洗濯物をまとめて洗う」、「人がいない時は照明を消す」、「家電製品の買い替え時、省エネ性能  

が良いものを選ぶ」、「電気保温ポットをやめて、魔法瓶などで保温する」、「家族が一つの部屋に 

集まり団らんする」、「暖かい服装をして暖房の温度は 20 度以下」 

かなり、皆さんの意識に定着してきているようです。 

●50～60％実行している項目(実行率の低いものから) 

「2 週間に 1 回エアコンのフィルターを掃除する」、「ジャー炊飯器の保温をやめる」、「扇風機で部 

屋の空気をかきまぜる」、「掃除機の強さは、強から中か弱に切り替えて使う」、「こまめに電源を切  

り、コンセントからプラグを抜く」、「保温（余熱）調理をする」 

これらに関しては、保温・調理器具やエコタップの紹介などをしました。これからの頑張りどころです。 

●60～80%実行している項目 

「窓断熱シートや厚めのカーテンを使う」、「テレビ画面の明る 

さ調節や省エネモードの設定をする」、「白熱電球を、電球型 

蛍光灯や LED 電球にする」、「冷蔵庫の周囲に 5cm 以上の 

隙間を空ける」、「部屋の整理をしてから掃除機を一気にかけ 

る」、「シャワーを出しっ放しにせずに短時間で使う」、「便座保 

温・温水の設定温度を下げる」、「風呂は続けて入り追炊きを 

減らす」 

など、省エネ効果が高いものがあります。 

皆さんも是非、取り組んでみましょう。 

   この冬も、寒さに負けないよう、工夫してエコで乗り切りましょう。            （文：園田委員） 

 

評　価 主暖房 補助暖房（１） 補助暖房（２） 備　　　　　　　考

コタツ 加湿器・断熱シート 最も省エネ、身体・足元が暖まる

ホットカーペット 加湿器・扇風機・断熱シート エアコンの欠点である足元が暖まる

ベスト１ エアコン ガスストーブ 加湿器・扇風機・断熱シート 補助暖房は短時間使用する

電気ストーブ 加湿器・扇風機・断熱シート 補助暖房は短時間使用する

石油ストーブ 扇風機・断熱シート 補助暖房は短時間使用する

ホットカーペット/コタツ 断熱シート 部屋の要換気、加湿器不要

エアコン 断熱シート 部屋の要換気、加湿器不要

エアコン 断熱シート 部屋の要換気、加湿器不要

ホットカーペット/コタツ 断熱シート こんな使い方が意外と多い？

エアコン 加湿器・扇風機 部屋の要換気、加湿器不要

ホットカーペット/コタツ 加湿器・扇風機・断熱シート 部屋の要換気、加湿器不要

注１:エアコン暖房+加湿器は体感温度を高める効果あり。  注２:床暖房は快適ですが高熱費が意外と高い。

部屋の暖房機器の賢い組み合わせ方法

ガスストーブ

石油ストーブ

電気ヒーターワースト１

ベスト２

ワースト２



        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－ 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

古川流域に生息する鳥類の自然観察です。オオタカやイソシギ、カワセミなどに出会えるかも。豊かな

自然を感じてみませんか。 

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 9 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。 

洛南タイムス社の新聞に、当会議の中川宗孝運営委員執筆

「ナチュラリストのフィールド日記」、小林 駿運営委員執筆「だ

れでもわかる“環境の基礎と実践”」を掲載しています。掲載記

事をご入用の方は、事務局までお問い合わせください。 

■エコバスツアーを開催 
～環境に配慮した工場及び住宅設備の見学～ 

「永続的に世界一の衛生陶器をお客様へ提供

し続けるために」をコンセプトとしている TOTO

滋賀工場へ行きます。環境・省エネに配慮した

工場をはじめ最新住宅設備を見学します。 
 

平成 25年 3月 19日(火)  

集合：午前 11時 解散：午後 5時予定 

城陽市役所南側駐車場(集合・解散場所) 
 

TOTO 滋賀工場(滋賀県湖南市) 
 

無料 
 

先着 30 人 
 

・筆記用具 

・お茶 

 

サンダル、ハイヒールなどの履物
でのご参加はご遠慮ください。 

■第４回自然観察会開催 
 古川流域に生息する鳥類の自然観察です。オ

オタカやイソシギ、カワセミなどに出会えるかも。豊

かな自然を感じてみませんか。 
 

平成 25年 2月 23日(土) 
9時～11時 30分 

 

古川流域 
（寺田西小学校から古川小学校近辺） 
寺田西小学校集合・解散 

 

無料 
 

日本鳥学会会員 脇坂英弥氏 
環境生物研究会 岡井勇樹氏 

 

・お茶・筆記用具 
・生き物ハンドブック（お持ちでない
方には、当日お渡しいたします） 

■エコクッキング教室開催 
 

平成 25年 1月 26日(土)10時～13時 
 

南部コミセン 料理実習室 
 

先着 25 人  
 

800 円（当日徴収） 
 

「湯葉牛丼」「青菜と豆腐の炒め煮」「切り干し大
根の五色甘酢漬け」「寺田芋を使った松葉芋」 

  

エプロン、三角巾またはバンダナ、タオル、ふき
ん 1 枚、雑巾 1 枚(台ふき用)、筆記用具 

 

城陽産の季節の食材を使い、体と環境

にやさしい料理をつくってみませんか。 

講師は、栄養学のプロ、木下穂支子先

生です。食材の栄養素や調理の秘訣を楽

しく学べます。 

 申込受付 
12／17～ 

  申込受付 
2／1～ 

申込受付 
3／1～ 


