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 （１） 

「スマート・ムーブ」：温暖化防止効果が大きい「移動手段の見直し」を！ 

―自動車から「電車・バス、自転車・徒歩」の利用を！―  
 

■世は「スマート・○○」時代                       

室温 28℃でも快適に過ごせる「クールビズ」がここ 10年で社

会にすっかり定着し、省エネ・節電も一定の成果を得ました。最

近では、『スマート・○○』が脚光を浴び始めています。つまり、

スマート・フォンやスマート・グリッド等のことです。これらは

ITを使って機器を制御するものですが、大幅な省エネ・節電には、

まだ時間が掛かりそうです。 
 
■「スマート・ムーブ」って？                        

他方、全国各地に広がり始めたのが「スマート・ムーブ」。まだ

耳慣れない方もおられると思いますが、通勤・通学、買い物、旅

行などで普段から利用している「移動」の手段を工夫し、CO2排

出量を削減しようという仕組みで、環境省や国土交通省が力を入

れ始めました。 

日本の CO2排出量のうち、家庭部門からの排出量はこの 20年

間で６割近くも増加しています（図１参照）。中でも自動車からの

排出量は、１世帯当たりで見ると[照明・家電製品等」に次いで２

番目に多く、全体の４分の１を占めています(図２参照)。そのた

め、自動車という「移動」手段を見直すことは、CO2排出抑制・

地球温暖化防止に繋がることになります。この移動手段を見直し、

「電車やバスなどの公共交通機関を

利用」したり、「徒歩や自転車の活用」

を心掛けたりすることで、CO2は大き

く削減できる公算が大。また、「スマ

ート・ムーブ」は環境にやさしいだけ

でなく、健康づくりにも繋がるのです。 
 
■５つの取り組み              

①公共交通機関の利用⇒電車やバスの積極的利用。 

②自転車・徒歩での移動⇒徒歩や自転車を積極的に利用。 

③自動車の利用を工夫⇒エコドライブ・エコカーの利用。 

④長距離移動の工夫⇒遠方へは新幹線等で、現地でバス、電車の 

 利用。 

⑤移動・交通における CO2削減の取組みに 

 参加⇒カーシェアリング、共用自転車。 
 
■移動の手段によって CO2がこんなに違う 

一人が 1km 移動する時の CO2 排出量は、

移動手段により異なる。（自家用車では 170g、

バスでは 51g、鉄道では 21g、自転車や徒歩

は 0g）いかに自動車での移動は CO2排出が

多いか分かるでしょう(図３参照)。  

 
※参考文献：政府広報オンライン  

（出典：温室効果ガスインベントリオフ

ィス／全国地球温暖化防止活動推進セ

ンターウェブサイト資料をもとに作成） 

(出典:独立行政法人国立環境研究所
「2012 年度（平成 24 年度）の温室効果
ガス排出量（速報値）［PDF］」） 

（出典：国土交通省「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量（旅客）」） 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201403/ext/3_01.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201403/ext/3_01.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20131119/honbun.pdf
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20131119/honbun.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html


                                             （２） 

平成 26年度総会を開催 

開 催 日：平成 26 年 6 月 28 日（土） 
13:00～13:30 

開催場所：城陽市福祉センター ホール 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 28 日、平成 26 年度総会を開催しま
した。大野会長より、「平成 15 年 10 月に発
足以来、2 つの部会を構成し、城陽市環境
基本計画の推進を図るため、地域の良好な
環境や地球環境の保全に向けて、それぞ
れが各分野で活動し、はや 11 年になろうと
している。地球温暖化をはじめとする地球
環境の変化、東日本大震災を契機とした電
力不足、エネルギー問題など環境問題は
増々多様化してきている。未来に向かって
負債を残さない為に、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
取組みをさらに広げ「行動」、「実践」を考え
ていかなければならない。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。どうか皆さまのご理解とご支援、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 25
年度事業報告）、第２号議案（平成 25 年度
収支決算）、第３号議案（平成 26 年度事業
計画）、第４号議案（平成 26年度収支予算）
全てが原案通りに御承認いただき、総会は
無事終了しました。 

【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 300,000 340,000 △ 40,000
賛助会費
@20,000×15会員=300,000円

2　募金・寄付 4,800 4,800 0 募金　@400×12月=4,800円

3　参加費収入 91,800 25,600 66,200

子どもエコクッキング教室(年1回)@800
×17人（大人）×1回=13,600円、
@500×12人（子供）×1回=6,000円、
男のエコクッキング教室@800×29人
=23,200円、エコバスツアー参加費
@500×35人×2回=35,000円、自然学
習会@400×35人=14,000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 22,600 15,100 7,500
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 127,705 287,252 △ 159,547
収入合計（Ａ） 906,905 1,032,752 △ 125,847

【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 716,590 744,750 △ 28,160

生きものハンドブック(改訂版)の作成、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、エコバスツアー・自然
学習会等観覧料、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 53,600 102,400 △ 48,800
会報郵送料
@67×200会員×4回=53,600円

3　調査研究費 5,000 10,000 △ 5,000 参考資料、書籍等購入代

4　事務費 129,500 154,630 △ 25,130
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（角2）、慶弔費など

5　予備費 2,215 20,972 △ 18,757
支出合計（Ｂ） 906,905 1,032,752 △ 125,847

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0

環境ビジョン 平成26年度の取組内容
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)
生き物ハンドブックデータの改訂とデジタル化
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
環境学習会の開催
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



                                             （３） 

『鳥類の動画上映と生き物ハンドブック(改訂版)の中間報告』～鳥の子育てやフクロウの赤ちゃんの貴
重な映像～をテーマに中川運営委員より活動報告をしました。冒頭、京都レッドデータブックにおいて、オオサンショウオ
（絶滅危惧種）より上位にある、城陽の宝物ダルマカエル（絶滅寸前種）とトノサマガエルの見分け方の報告や、木津川
河川敷などで確認されている、日本固有種のシロマダラ、ジムグリは珍蛇と呼ばれていて、京都府でも公式な記録は数え
るほど。レッドデータブックでは、情報不足から｢要注目種｣とされている、シロマダラの実物を展示しながら報告をおこない
ました。貴重な映像として、鴻の巣山(水度神社周辺)に生息しているフクロウが巣離れする様子（飛べないうちから巣を
離れ、決して巣には戻らない）や空飛ぶ宝石と呼ばれるカワセミの子育ての模様は、中川委員の説明もあり、大変勉強
になりました。また、フクロウが繁殖をする鴻の巣山は、エサとなるヘビやトカゲ、小鳥が豊富に生息している証拠だと報
告がありました。 
生き物ハンドブック『知ってる？城陽の宝もの 2014』は、ふるさとに生息する生き物たちを知る、環境資料として、また

環境学習や自然観察会で活用するため、現在改訂版の作成を進めています。改訂版では、より親しみやすくするために
名称に俗名や地方名を付記しました。鳥類においては、たくさんの写真の提供を頂き、決定的瞬間や、エサを捕っている
写真などに変更の予定です。また、①ジネズミ（準絶滅危惧種）②ハクビシン（外来生物：被害危惧種）③ムラサキサギ
（全国的な迷鳥）④クワコ「野生の蚕の幼虫」（2008/5 自然観察会・発見 ）の 4 種類を追加しました。引き続き「生き物住
民登録」の情報提供を呼びかけていますので、ご提供よろしくお願いします。              (文：井手運営委員) 

小林運営委員が、部会活動の柱である「リニューアル環境家計簿」と「環境紙芝居の活用」にポ
イントを当て、簡潔に活動報告をおこないました。リニューアル環境家計簿に関しては「第４次・環境家計簿の紹介」と題
し、できるだけ皆さんが使用しやすく、親しみやすい家計簿を目指し、今回は３回目の改訂になること、また環境家計簿の
内容や効果、CO2 排出係数、さらに地球にいい暮らしをするためのアドバイスに加え、城陽版環境家計簿の集計結果を
まとめ、報告しました。 改訂された環境家計簿の表紙には、親しみやすい富士鷹なすび氏のイラストを掲載。イラストを
見るだけでも充分値打ちを感じる、リニューアル環境家計簿で城陽市の CO2削減に効果が出ることを期待しています。 
 環境紙芝居に関しては、部会にて吟味した２つのストーリー「ゴーヤンとアサガオちゃん」「スチルくんとアル子ちゃん」を
つくり、城陽高校美術部に作画を依頼しました。こちらの期待以上の熱心さで、キャラクターのイメージ作りから、紙芝居の
周辺小道具製作、更には DVD まで作ってくれた彼らへの賞賛の言葉があり、まさしくパートナーシップの原点である活動
であったと報告しました。 最後に DVD を上演して終了しましたが、城陽高校生の努力を無駄にしないため、紙芝居を活
用し、子供への環境活動の啓発はもちろん、城陽高校との間にできたつながりを切ることがあってはいけないと思ってい
ます。                                                            (文：芦原副会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4,800 29,181 24,381

25,600 45,500 19,900

360,000 331,660 △ 28,340

15,100 34,945 19,845

287,252 287,252 0
1,032,752 1,068,538 35,786

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 744,750 0 744,750 723,684 △ 21,066

(2)広報費 102,400 0 102,400 98,435 △ 3,965
(3)調査研究費 10,000 0 10,000 0 △ 10,000

(4)事務費 154,630 0 154,630 118,714 △ 35,916

(5)予備費 20,972 0 20,972 0 △ 20,972
合　　計 1,032,752 0 1,032,752 940,833 △ 91,919

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考
総　　収　　入 1,068,538
総　　支　　出 940,833
収　支　差　額 127,705 平成26年度(2014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、環境家計簿印刷代、家計簿
のデータ提出者への賞品代、フォーラ
ムチラシ・ポスター・展示資料印刷プ
リンターインク代、エコバスツアー交
通費、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、
環境紙芝居制作費、学習会教材製作材
料費、プロジェクタ代

（3）参加費収入
親子エコクッキング教室(子供@500×12人、大人@800
×10人）、エコクッキング教室(@500×27人)、フォー
ラムリース作り教室(@1,000×18人)

（4）補助金         
「城陽市花いっぱい運動支援金」59,975円
「城陽市活動支援補助金｣271,685円

（5）雑収入
普通預金利息、煎茶ケーキ即売収益、環境フォーラム販売
収益、城陽マラソンふれあいコーナー販売収益

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、デジタルカメラ代、事務消耗
品、他団体への協賛金等

充当、補正なし

（6）前年度繰越金
合　　　　計

備考



        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。 

夏の省エネ診断 

今年の夏も家庭での節電等の省エネが求められ

ています。省エネ診断で、家庭の現状を知り、効率よく省エネ

をしましょう。当日は「城陽ECO宣言」も実施します。ぜひお越

しください！ 

◆時間：11:00～14:30◆場所：城陽市役所 １階 ロビー 

◆内容：ひと月のおよその電気代、ガス代、水道代、ガソリン

代等から簡単に二酸化炭素排出量がわかり、現状の省エネ状

況を診断します。また、省エネのアドバイスもします。 

子どもエコバスツアー 

～恐竜と地球温暖化について楽しく学ぼう！～ 
 

◆時間：集合・出発 9時 30分 解散 16時 30分予定 

◆見学先：兵庫県立「人と自然の博物館」（兵庫県三田市） 

  ※人と自然の博物館にて昼食（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 

◆対象：市内在住・在学・在勤の人（小学生以下は保護者同伴） 

◆定員：先着 30人◆持物：お弁当・お茶・筆記用具 

◆参加費：中学生以下無料／大人 170円 

※申込み：7月 16日(水)～ 

 

 

 

次の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、城陽商工会議所、城陽金融会、星和電機㈱、玉井開発、長池工業㈱、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  

             ※平成 26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 

 

城陽商工会議所 
 

がんばる経営、応援します！ 

 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

    こどもエコ料理教室 
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！ 

◆時間： 10:00～13:00 

◆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 

◆対象：小学生以上(保護者同伴) 

◆募集人員：先着 24名 

◆参加費：子供 500円／大人 800円(当日徴収) 

◆実習献立：夏野菜のピッツァ、夏野菜のミネストローネ  

◆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１6日(水)～ 

 


