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 （１） 

                           

    ▼エアコンは、こまめにＯＮ／ＯＦＦしない！ 

    ▼扇風機と併用で設定温度は２８℃を目安に！ 

    ▼クールスポット(※1)へ出かけピーク電力回避を！                                
 

■夏の平日の日中の電力使用 

私たちの家庭では、年間を通して、電気の約４割は冷蔵庫（14.2％）、照明器具（13.4％）、テレビ

（8.9％）、エアコン（7.4％）の４つに使われています。これの在宅日中だけをみると、エアコン（58％）、

冷蔵庫（17％）、照明（6％）、テレビ（5％）と、なんと約８割以上の電力が使われているのです。

また、在宅家庭では 1200Ｗが、非在宅家庭では 340Ｗの電気が消費されています。外出中の家庭で

も、冷蔵庫、温水便座、待機電力などで 340Ｗもの電気を消費しているのです。本格的な夏を迎える

にあたり、今回は健康で賢いエアコンの省エネの知恵を紹介します。（出展：資源エネルギー庁） 
 

■エアコンの賢い使い方 

暑さは窓からやってくる！ 

夏の冷房時には熱が窓から 73％も入ってきます。エアコンで冷やしても、

焼け石に水です。エアコンを使う前に、この熱の侵入を防止し、遮熱性をア

ップすることが重要です。屋内では、①ブラインド、遮熱カーテンを使う。

②窓ガラスに遮熱フイルムを貼る。③遮熱性の高い窓ガラス（2 重窓やペア

ガラス）に取り換える。次に屋外では、④すだれ、よしず、オーニング(日よ

け)やグリーンカーテンで太陽光を遮断する。さらには、土地に余裕があれば

木を植えることです。グリーンカーテンや木の葉から水が蒸発することによ

り、周辺は涼しくなります。 

※森林が緑のおかげで涼しいのは、光合成による蒸散作用によるものです。 
 

エアコンを稼働する前にやること 

①室内機のフィルターの掃除を月に 1～2回掃除する。②扇風機との併用を心掛ける。

③設定温度は 28℃を心掛ける。④室外機に直射日光が当たる場合は、よしず等で太陽

光を遮断する。 
 

賢いエアコンの使い方 

 エアコンとは、熱を汲み上げる器具のことで、非

常に優れた特性を有し、これをヒートポンプといい

ます。室内の空気を冷やすために冷媒を圧縮するポ

ンプが室外機にあり、モータでポンプを回すのに多

くの電力を使い、運転開始 30分程度が最も電気を使

うのが特徴です。一旦、室内温度が一定になると、

最大電力の 10分の１程度で間欠運転をしますので、

照明のように、こまめにＯＮ・ＯＦＦしないことが

大切です。例えば 30分ほど外出する場合は、扇風機

をＯＦＦにして、エアコンをＯＦＦにせずに設定温度１～２度上げるなどするとよいでしょう。それ

から、使用を停止するときは、20分ほど前にＯＦＦすることも大切です。 
 

シーズン中はコンセントを抜かない！ 

エアコンは、いつでもスタンバイ出来るように、待機電力で常に冷媒を暖めているので

す。したがって、1回コンセントを抜くと再スタンバイに約 10時間が必要。ですから、

直ぐに稼動すると故障や性能の劣化に繋がりますのでご注意ください。エアコンを賢く使

い熱中症にならないようご注意ください。 

※1クールスポット→民間・公共施設などの身近で涼しく過ごせる場所のこと 

・最初の 30分に多く電力を使う。 

 

・室外との温度差や部屋の大きさ、 

エアコンの能力により異なる。 

 



                                             （２） 

「青谷川の野鳥と生息環境」をテーマに、①青谷川は水量

が少なく、鳥類のエサとなる魚の個体数が少ない。②サギなど、水辺の鳥は

少ない。③自然に近い森の青谷川左岸は里山や森林性の鳥がみられる。と

竹内委員より報告をしました。青谷川の観察会では、「白鷺」の仲間では最

大のダイサギやアオサギ、水中に飛び込み小魚を狙うカワセミ、鳥の食物連

鎖の頂点にいる里山の代表的な猛禽類の絶滅危惧種でもあるオオタカな

ど、２２種類の野鳥が観察できたこと、その他青谷川の「魚類調査」「水生昆

虫調査」「植物調査」「キノコ観察会」の活動報告もありました。(文：井手委員) 

小林委員より「子供たちの環境学習」をテーマに

活動報告をしました。具体的には、城陽市の 4 つの保育園(青谷、鴻の

巣、寺田西、枇杷庄)に出向き、昨年度の目玉である「ミスト発生機」の実

地体験と、地球温暖化の紙芝居を使い、目で見、耳で聞いてもらう学習

から、子供たちの感想や省エネについての意見を述べてもらう試みでし

た。初めてのことに加え、小さい子供たちが相手だけに不安も大きいも

のでしたが、予想以上に盛り上がったことや子供たちの省エネに対する

意識の高さに安堵したと同時に、その貴重な体験により自前の紙芝居を

つくろう！という機運につながった点を、簡潔に述べられました。 

(文：芦原委員) 

平成 25年度総会を開催 

開催日：平成 25 年 6月 29日（土） 
13:00～13:40 

開催場所：城陽市福祉センター 
 ホール 

 

平成 25 年度総会を開催いたしま

した。大野会長より「当会議は平成

15年 10月に発足し、以来 2つの部会

を構成し活動を続けてきました。その活動も 10 年になろうとしている。環境問題は、この先時代の変化とともに複雑

化し、その取り組みは益々難しくなると予想される。未来に向かって次世代に負債を残さないよう、知恵を出し合い、

私たちにできる環境活動とは何かを考え、少しでも多くの皆様に情報を発信し、これまでの取り組みをさらに広げ

「行動」、「実践」して行かなければならないと考えている。今後とも皆さんとともに城陽環境パートナーシップ会議を

盛り上げていきたい。どうか皆さまの一層のご理解、ご支援、ご協力をいただくようお願いします。」と挨拶がありまし

た。総会では、第１号議案（平成 24 年度事業報告）、第２号議案（平成 24 年度収支決算）、第３号議案（平成 25

年度事業計画）、第４号議案（平成 25年度収支予算）議案、全てが原案通りに御承認いただくとともに、任期

満了にともなう役員改選も行い、総会は無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)

城陽生き物ハンドブックの活用

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

ごみの分別・廃油回収の啓発

自然エネルギーの活用と普及

城陽市環境基本計画の見直し

城陽市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)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

子供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)

親子エコクッキング教室の開催(年１回)

環境と食育の学習会の開催

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

生活
自然

快適

循環

参加

地球環境

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
　越智　宏　上野さや子
岡田丞市　奥田さゆり
黒野眞里　小林　　駿
杉本年雄　園崎弘道
中川宗孝　中島和代
新川達郎　水野尚之
村上隆夫　森島範紘
吉岡喜彦　米田由紀子

（敬称略）
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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 4,635 △ 1,365

37,000 32,800 △ 4,200

360,000 359,992 △ 8

10,000 52,037 42,037

321,383 321,383 0

1,074,383 1,110,847 36,464

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 827,850 0 827,850 641,605 △ 186,245

(2)広報費 77,200 5,000 82,200 81,985 △ 215

(3)調査研究費 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

(4)事務費 100,000 1,000 101,000 100,005 △ 995

(5)予備費 59,333 △ 6,000 53,333 0 △ 53,333

合　　計 1,074,383 0 1,074,383 823,595 △ 250,788

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 1,110,847

総　　支　　出 823,595

収　支　差　額 287,252 平成25年度(2013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

総会・学習会(エコクッキング、自
然観察会等)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・種代、菜種油搾油代、
畑の肥料代、温室内消耗品、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、ソー
ラー発電ミスト発生機一式代金、
煎茶ケーキ材料費、エコクッキン
グ材料費、事業開催に関する費
用、環境学習会教材製作材料費

（3）参加費収入
親子エコクッキング教室(子供@500×8人、大人@800×
11人）　エコクッキング教室(@800×25人)

（4）補助金         
「城陽市花いっぱい運動支援金」59,992円
「城陽市活動支援補助金｣300,000円

（5）雑収入
普通預金利息、煎茶ケーキ即売収益、コカ・コーラ
ウエスト社主催環境学習会教材製作材料費

会報郵送代、印刷代（年4回）

支出なし

賛助会費・印刷代等振込手数料、
通信切手代、葬儀生花代、他団体
祝賀会参加費、事務消耗品、他団
体への協賛金等

広報費へ5,000円、事務費へ
1,000円充当

（6）前年度繰越金

合　　　　計

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 4,800 6,000 △ 1,200 募金　@400×12月=4,800円

3　参加費収入 25,600 37,000 △ 11,400
エコクッキング教室(年1回)@800×12人（大人）×1回
=9,600円、@500×12人（子供）×1回=6,000円、環境食
育教室@500×20人=10,000円

4　補助金 360,000 360,000 0
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(300,000円)

５　雑収入 15,100 10,000 5,100 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 287,252 321,383 △ 34,131

収入合計（Ａ） 1,032,752 1,074,383 △ 41,631

【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 744,750 827,850 △ 83,100

環境紙芝居の製作、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、プロジェクター購入費、事業開催
にかかる消耗品など

2　広報費 102,400 77,200 25,200
会報郵送料@65×200会員×4回=52,000円
会報印刷代12,600×4回=50,400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 154,630 100,000 54,630
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、封筒作成（長3）、慶弔費など

5　予備費 20,972 59,333 △ 38,361

支出合計（Ｂ） 1,032,752 1,074,383 △ 41,631

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－ 

  

   

 

 

 

   

 

 

 
 

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。 

 

  

夏休み企画 

     親子エコクッキング教室 
 

◆時間：集合 10時 解散 13時予定 

◆場所：南部コミセン 料理実習室 

◆講師：管理栄養士 木下穂支子氏 

◆参加費：大人 800円、子供 500円 

◆対象：小学生以上(保護者同伴) 

◆募集人員：先着 24名 

◆実習献立：あんかけビーフン 

      水ようかんのフルーツポンチ 

      カップケーキ(3種類) 

◆持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん 

     ・筆記用具 

◆申込み：7月 1日(月)～ 

 

夏休み企画 

    親子エコバスツアー 
 

◆時間：集合 10時 30分 解散 17時 30分予定 

◆見学先：大阪ガス ガス科学館(大阪府高石市) 

 ※ガス科学館にて昼食(各自持参)をとります。 

◆集合・解散場所：城陽市役所南側駐車場 

◆参加費：無料 

◆対象：市内在住・在学・在勤の人 

◆定員：先着 30名 

◆持ち物：お弁当・お茶・筆記用具 

◆申込み：7月 16日(火)～ 

 エネルギーについて映像で学び、都市ガ

スの工場見学や、「冷熱実験」など化学の

不思議も体験します。 

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 25 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 銀 行 

南 都 銀 行 

京 都 中 央 信 用 金 庫 

京 都 信 用 金 庫 

京 都 信 用 保 証 協 会 

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。 

 輸送などの余分なエネルギーがかから

ず、新鮮で栄養価が高い「旬」のものや「地

元の食材」を使って、親子で楽しくエコクッキ

ング！ 

。 


