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2月 11日(水･祝) 秋井信幸講師 (環境生物研究会) を迎え

て、古川流域の定点観察を実施しました。生き物ハンドブック

を片手に、32 名で北部コミセンを出発。 

ハクセキレイ・モズの鳴き声・飛んでいる姿等を確認しつつ

古川流域に着くと、河川敷にセキレイ・サギの足跡を発見。近

畿地方では絶滅危惧種とされているイソシギ、さらにコガモ・

カワウが近くを飛ぶ姿、河川内には本来夜行生物である外来生

物のヌートリア、大きなコイの群れも確認。古川に生息するコ

イは外来種だそうです。 

茂みの中に、警戒心が強く見かけることが難しいバンを見つ

けた時には、参加者から驚きと喜びの声が上がりました。 

途中、古川の水質調査を実施。工事中のため少し泥で濁って

いる個所もありましたが、清流場所で調査をしたところ、pH

７・COD７ppmという結果を得ました。 

京都府の天然記念物であるミナミイシガメが発見された川

であり、生物が多様で、多くの自然が残っていることを確認し

ました。 

みんなでゴミ拾いをしながら帰る途中、猛禽類のチョウゲン

ボウも飛来、ハイタカなど複数の猛禽類も確認できました。猛

禽類は生態系の豊かさの指標です。 

この日観察できた野鳥は、31 種類。この時期に記録されて

いる鳥類の 9 割近くを確認することができました。 

 古川は、日本書紀に記された「栗隈の大溝」の有力候補であ

り、古墳時代に「暴れ龍木津川」の後背湿地(こうはいしっち)

に、条里プランに沿って掘られた人工水路です。農地生産性が

高まり、戦後に至るまで人々の暮らしを潤してきました。1960

年代までは、古川に注ぐ溝でもシジミ・小魚が採れ、農産物と

共に動物性たんぱく質をも豊かに提供していたのです。 

 高度経済成長期に環境破壊が進み、釣った魚には奇形が多く

見られ、1999 年に古川で確認された魚類は 6 種類のみ。農薬・

工場排水・下水処理等の改善の結果、現在は 28 種類まで回復

したことが確認されています。 

 今また、新名神建設・工業団地造成・洪水対策と、古川は大

きな転換期を迎えています。土木技術者・河川技術者・生物の 

専門家・行政・市民が協働して、｢暮らしを守る 

ということ、環境を守るということ｣の相反する 

難題に正面から取り組み、観察し、夢と智恵を出 

し合いましょう。 
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枚方市にある関西リサイクルシステムズ株式会社にお邪魔しま

した。エアコン、テレビ、冷蔵庫の解体や、フロン回収工程を間

近に見ることができ、臨場感を持った見学でした。見学終了後の

アンケートで、家電のリサイクル工程が理解でき、今までリサイ

クル料金が高いと思っていたが、適切な料金であることが理解で

きたとの意見も多く、エコバスツアーの試みは一定の成功を収め

たと総括します。成功を収めた２つのポイントを付記します。 

①見学前に小林運営委員が、地球温暖化防止教室として、城陽市

の実行計画を参考にしながら、「身近にできる省エネ術」「どうし

て分別が必要なの」等わかりやすい説明を加えたことで、バスツ

アー参加者が無理なく見学に入れたこと。 

②家電リサイクル法は、住民にリサイクル料金を負担させるだけ

でなく、製造業者にも家電を製造する際のリサイクル率を義務付

ける等、それぞれの立場で公平な役割分担を科すことが特徴です

が、製造を担当される方々とリサイクル工場での間で、定例的に

リサイクル品に関しての話し合いを行っているとお聞きし、家電

リサイクル法が成功と言われる一端を見る思いがしました。 

           (文：芦原副会長) 

 

◆この教室は、これまでもエコバスツアーのバス車内で筆者が担

当し、今回はツアーの目的地が至近距離にあったため、バス車内

と訪問先の２回に分けて実施しました。 

◆往きのバス車内では、「地球温暖化はなぜ起こるのか、どんな部

門でＣＯ２を多く出しているのか、冷蔵庫、暖房器具、掃除機等

について省エネ術」を３択クイズ形式で楽しく「グー・チョキ・

パー」と挙手で答えて頂き、後に解説をしました。時間の関係で

皆さんの御意見を伺うことが出来ませんでしたが、後で「目から

鱗、石油暖房は健康にもサイフにも悪いから、早速エアコン暖房

に切り替えます」と言っておられた方もいました。 

◆パート２は座学として見学先の会議室のモニターとパソコンを

お借りし、スライド画面を通して「どうしてごみの分別が必要な

の？ごみの資源化・３Ｒ・５Ｒについて及びエアコンや冷蔵庫の

冷媒・フロンガスがいかに環境を汚すかを訴え、最後に家電リサ

イクル法について工場見学の予備知識」として学習していただき

ました。 

特に城陽市のごみの実態について、１昨年のごみ袋の透明化の

実施結果についてグラフを示して、市民と市衛生センターの協働

で近来にない大幅な削減効果を生んだことを紹介しました。また、

ごみ処理のコストについても話したことから、参加者の関心も高

く、さらに今年から実施している「プラごみの分別」にも頑張る

意欲を窺うことができました。        (文：小林委員) 



                                             （３） 

■自然豊かな城陽を観察し、里山を目指します 

①自然観察会の継続実施 身近な河川とそこで見られる動植物の観察会を 5

月「野鳥」、7 月「水生生物」、来年の 2 月「冬鳥」と 3 回の開催を計画してい

ます。今年度は、古川が現在改修中ですので古川の生態系の追跡調査、観察を

中心に計画しています。また里山とそこで見られる動植物の観察会を、緑化フ

ェスティバルと同時に木津川運動公園愛称「城陽五里五里の丘」で実施します。

観察会では河川の清掃活動(ゴミ拾い)や水質調査も併せておこないます。 

②昨年改定した「城陽生き物ハンドブック」に動画を入れたDVDの完成 DVD

を活用した学習会・啓発事業の検討実施をおこないます。 

③里山環境の保全活動 「梅の郷青谷づくり」に参加。｢梅の木の若返り剪定｣

や「放置侵入竹林の伐採、竹炭づくり」等を継続して行います。 

■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」（菜種の収穫）、秋は「コスモス」の花作

りを継続して行います。収穫した菜種を搾油し菜種油にしてエコ料理教室等で

使い、また菜種油を使用した煎茶ケーキ、ブラウニーケーキを作り、販売しま

す。 

②街角班活動の支援 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議の分

会として活動の支援をおこないます。 

③城陽版菜の花プロジェクトの立ち上げ 城陽版菜の花プロジェクトは、本会

議だけではなく、市民の方々にも気軽に「身近に自然を感じられる憩いのまち

づくり」「地産地消」への取り組みに参加していただくことを目的に実施しま

す。市民の方々に（ひとかぶ株主）菜の花の苗や種を配布し、菜の花を自宅の

プランターや畑で育成してもらい季節や自然を身近に感じてもらいます。 

④グリーンカーテンの普及、啓発 今年も、皆さんからいただいたゴーヤの種

を、苗に育成し、公共施設や、会員、市民の方への配布を予定しております。 

■環境学習の開催 

①子供を対象とした環境学習 親子で料理教室をおこない「地産地消」を学び

ます。 

②男のエコ料理教室 男性も料理から「地産地消」をはじめ環境を学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンバーが増えないと嘆くことを止め、少人数でも実績が積み重なっ

ていると考えるプラス思考で、２０１５年度も頑張ります。 

昨年度と大きな変化はありませんが、更なる充実が求められる事業が

目白押しです。大きな反響があった園児対象の出前講座は、今年も夏の

事業の目玉として、環境紙芝居を引っ提げ保育園にお邪魔します。運営

委員にとっても、熱い夏になりそうです。 

循環部会の平成２７年度の大きな事業である、２０１２年度に作成し

た「省エネ知恵ＢＯＯＫの改訂」は大変な作業となりそうです。難しく

なりがちな環境問題を、親しみやすい漫画をモチーフに、市民の方によ

りわかりやすく省エネへの取組を啓発する冊子をと思っておりますが、

作成までに課題も多く、１年間苦労が予想されます。 

その他パートナーシップ会議全員で取り組む環境フォーラムや環境ミ

ニフォーラムの成功は勿論、年２回のエコバスツアーを始め、学習会、

省エネ診断や環境家計簿、更に企業訪問など、城陽市の環境基本計画の

具体化にはどれひとつ欠かせない行事であるので、メンバー全員で決し

て、無理せず、確実に１つ１つこなして行きたいと考えています。 

城陽市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の周知・啓発も、パートナ

ーシップ会議の根幹である協働作業であります。地味な作業ではあるが

城陽市と協議を重ね、内容のある実行計画の基礎づくりをしたいと思い

ます。 



        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。 

次の団体・個人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、 

森澤博光                      ※平成 27 年 3 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 

５月のバードウィークに、城陽市内に生息する野鳥を中心に様々な生き物たちの散策をおこない

ます。講師からの楽しい解説を聞き、薫風を感じながら鳥たちのさえずりを堪能しませんか。ぜひ

ご参加ください！ 

■時間：9 時 30 分 集合 12 時 解散 ※雨天中止（判断しかねるときは、当日 8:30～8:45 に事

務局へ電話）■集合・解散場所：京都府立木津川運動公園(城陽五里五里の丘) サークル広場  

■対象：市内在住・在勤・在学の人 ■参加費：無料 ■講師：環境生物研究会 脇坂英弥氏  

■持物など：筆記用具、水筒、タオル、帽子、城陽生き物ハンドブック（お持ちの方）、動きやすい

服装でご参加ください。 ■参加受付：4 月 16 日（木）より開始  
※申込・問合せは、城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 へお電話で(土日祝日を除く)。 

グリーンカーテンとは、窓全体に張り巡らせたネットに、ツル植物を絡ませて窓を覆うものです。

葉っぱがカーテンのように窓からの日差しを遮り、室内温度の上昇を抑制するとともに、植物の蒸散

作用によって周囲を冷やすことができ、エアコンの使用も控えるようになり、省エネにもつながりま

す。夏を快適に過ごすため、グリーンカーテンに取組んでみませんか。 
 

■ゴーヤのグリーンカーテンに取組むための準備物 

苗 プランター 肥料

土(培養土) ネット 鉢底石
市販の花・野菜栽培用
のものか、赤玉土7：腐
葉土3の配合土。

市販されている園芸用
ネットで網目が10㎝四方
ぐらいのものが適当です。

水はけのため使用。プラン
ターの底部に赤玉土やパーラ
イトなど敷きます。

ネットを張るために使
用。市販されている
プラスチック製の棒
や竹竿など。ネットを
取り付ける場所があ
ればビニールひもで
も可能。

支柱または
ビニールひもはじめての方は苗から

始めるほうが簡単です。
4月の中・下旬～5月に
かけて植えましょう。

大型のものの方がゴーヤ
の生育が良い。購入する
場合は30ℓ～50ℓぐらいあ
れば十分です。

植えつけ時の元肥として化成
肥料か有機肥料を培養土に
混ぜます。プランター1個あた
り2～3握りを混ぜておきます。

■ゴーヤの種の回収 

 本会議より配布したゴーヤの苗でグリーンカーテンに取組まれた

方々から、ゴーヤの種をいただきました(右の写真)。今年もその種か

ら苗をつくり、希望される方に配布する予定です。また、種の回収も

おこないますので、ご協力お願いします！ 

※種は、よく洗い、乾燥させてから、城陽環境パートナーシップ会議事務局(城
陽市環境課)へお持ちください。 


