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 ヒラズゲンセイというクワガタ似の真っ赤な甲虫がいます。ハンミョウの仲間で、今から 70 年ほど前に高知県で発見され、ト

サヒラズゲンセイと名付けられて新種登録されましたが、後に東南アジアなどに生息するものと同種であることが判明した南

方系の昆虫です。徳島県では100匹に届かない記録と、鹿児島県でも本土の数例と屋久島や種子島などで4例が記録

されているだけの希少種で、これら生息地の 3 県では「準絶滅危惧種」に指定して保護されています。南方系とはいえ、九

州では鹿児島県以外では長崎県対馬の 1 例があるのみで、沖縄県でも石垣島からの報告があるだけの極めて局所的な

分布をすることが分っています。そんな珍しいヒラズゲンセイが、1976 年に和歌山県で発見されて以来、近畿地方では翌

年に淡路島で発見され、1985年には神戸市、1999年には大阪府貝塚市で発見されました。そして 2008年に奈良県

でも発見され、翌年2009年には京都府で初めて伏見区の宇治川堤防で確認され、2012年になって滋賀県でも見つか

りました。この現象は、南方系の昆虫・ヒラズゲンセイが、地球温暖化によって生息地を北に広げているとも考えられます。こ

うした希少な生き物の確認記録は、自然環境や生態系に関わる大切な資料となります。京都府では、昨年に宇治市の

木幡と京都市右京区で発見されたことを新聞が伝えていますが、そんな珍しい昆虫が 6月 8 日に城陽市の観音堂で見つ

かりました。京都府に於ける 4 例目の記録として報じられてから１週間後の 6 月 16 日、水度神社周辺で合わせて 4 匹

のヒラズゲンセイを捕獲して飼育していると寺田小学校 3年生の井関一心君が事務局に報告に来てくれました。 
 本会議で取り組んできた「生き物住民登録」でも、一・二を争う貴重な記録となっ

た郷土のお宝生物の発見記です。昨年の夏休みの採集会でこの謎の昆虫が捕獲

されていた事実も発覚しました。今後さらに発見例も増えると思われるヒラズゲンセイ

の記録に留意し、希少な珍虫も実は体液に有毒物質を持ち、素手で触ると炎症

を起こす危険があることも知っておいてほしいものです。 

 京都府に於けるヒラズゲンセイ発見の、実に約7割を占める貴重な城陽市での記

録は、12 月の京都府環境フェスティバルで標本と共に報告する予定です。引き続

き情報提供をお待ちしています。    

城陽市で南方系の珍虫「ヒラズゲンセイ」を発見！                 文：中川委員 

■水は温暖化防止の手品師  今年３月の月平均で世界の CO2 が

400ppm を超え、温暖化の危険水準を突破したことが、５月６日に公式

発表され全世界に衝撃が走りました。今年も暑い夏を迎えています。地球の

温度を一定に守ってくれている「もの」は何か？実は「水」なのです。水を上手

に使って今夏を賢く乗り切りましょう！ 
（左図：地球の冷却は水「たまねぎ構造」出典：広瀬立成氏） 

“水”の有効活用で今夏を涼しく乗り切ろう！                     文：小林委員 

■なぜ水で涼しくなるの？  液体の水が気体と

なって蒸発する際には、539カロリー／gの熱を奪っ

てくれます。15℃の水を沸騰させるより、何と 6倍も

の熱量を奪ってくれます（蒸発僭熱
せんねつ

）。また、同時

に体積が約 1,200倍に膨張するのです。 

■打ち水、ミストシャワー、グリーンカーテン、植樹が効果！   

「打ち水」をすると、もの凄い温度を下げる効果があるのです。特に

午前中や夕方に一斉に打ち水すると温度が下がり、膨らんだ水蒸気

で涼風が起きます。特にゴーヤの葉から沢山の水蒸気が発生（蒸散

作用）し同様の効果があります(当会議の生活・自然部会では 5 月

16 日にゴーヤの苗を育成し市民に 400 株配布しました)。風呂の残

り水や貯まった雨水などで、庭や道路に「打ち水」をして天然クーラーを

あじわいましょう。身体も、水分を摂って熱中症に気をつけましょう。 
ゴーヤの苗の配布 
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環境

ビジョン
平成27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のDVD版の活用

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

環境美化の推進

ごみの分別の啓発

廃油回収の啓発

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

省エネ啓発ブック(マンガ版)制作

省エネ診断の実施

地球温暖化に関する学習会の開催

　　○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

平成27年度　事業計画

平成 27 年度「総会」を開催！ 
6 月 27 日(土) 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

300,000 320,000 20,000

4,800 27,152 22,352

91,800 51,260 △ 40,540

360,000 299,324 △ 60,676

22,600 18,366 △ 4,234

127,705 127,705 0

906,905 843,807 △ 63,098

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 716,590 0 716,590 548,601 △ 167,989

(2)広報費 53,600 0 53,600 48,240 △ 5,360

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △ 5,000

(4)事務費 129,500 0 129,500 101,191 △ 28,309

(5)予備費 2,215 0 2,215 0 △ 2,215

合　　計 906,905 0 906,905 698,032 △ 208,873

会報郵送（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、事務消耗品、角2号封筒印刷代

充当、補正なし

      平成26年度収支決算   (平成26年４月１日～平成27年３月31日)

（6）前年度繰越金

合　　　　計

備　　考

総会・学習会(エコ料理教室、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・

備品、生き物ハンドブック印刷代、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、エコ料理教室

材料費、事業開催に関する費用、学習会教材製作材料費

（3）参加費収入

こどもエコ料理教室(子供@500×9人、大人@800×13人）、男のエコ料理教室(@1500×18人)、

フォーラム子供エコ料理教室(大人@200×6人、子供@100×9人)、自然学習会(大人@300×13

人、高校生@200×1人、小学生@100×6人)、こどもエコバスツアー(大人@170×12名、大人(65歳

以上)@130×4人)

（4）補助金         

「城陽市花いっぱい運動支援金」59,654円

「城陽市活動支援補助金｣233,560円

「京都環境フェスティバル2014ブース出展経費助成金」6,110円

（5）雑収入 普通預金利息、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

項　　　　目 備　　　考

（1）会　　　費 賛助会費　16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　　支　　出 698,032

収　支　差　額 145,775 平成27年度(2015年度)へ繰越

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 843,807

会　長 大野　和宣

副会長 芦原　昇

監　事 竹内　康

運営委員

一瀬裕子　井手邦彦

上野さや子　越智　宏

岡田丞市　奥田さゆり

奥田禎爾　北澤　良祐

黒野眞里　小林　駿

杉本年雄  村上隆夫

中川宗孝　中島和代

新川達郎　東村嘉津子

水野尚之　米田由紀子

（敬称略）

城陽環境パートナーシップ会議

運営委員

2 年間、よろしくお願いします 
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【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 320,000 300,000 20,000 賛助会費　@20,000×16会員=320,000円

2　募金・寄付 7,200 4,800 2,400 募金　@600×12月=7,200円

3　参加費収入 76,500 91,800 △ 15,300

子どもエコ料理教室(年1回)@300×12人（大人）×1回=3,600円、@100×12人（子供）×1回

=1,200円、男のエコ料理教室@800×24人=19,200円、エコバスツアー参加費@500×35人×2回

=35,000円、自然学習会@500×35人=17,500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 21,100 22,600 △ 1,500 普通預金利息、即売等の収益金

６　前年度繰越額 145,775 127,705 18,070

収入合計（Ａ） 930,575 906,905 23,670

【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 732,865 716,590 16,275
省エネブックの作成、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 53,600 0 会報郵送料 @67×200会員×4回=53,600円

3　調査研究費 5,000 5,000 0 参考資料、書籍等購入代

4　事務費 120,224 129,500 △ 9,276
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 18,886 2,215 16,671

支出合計（Ｂ） 930,575 906,905 23,670

収支差額

（Ａ）－（Ｂ）
0 0 0

平成27年度収支予算

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

環境ミニフォーラムを開催！－各部会からの活動報告をおこないました－ 

■生活・自然部会 「生き物ハンドブック DVD版の解説」 

中川運営委員より、確認例が希少な背中線のあるヌマガエル、貴重なダルマガエル、

またこちらも珍虫といわれているヒラズゲンセイ（赤いクワガタムシ）が確認されたと、城陽

の生き物の豊かさを報告され、次に城陽生き物ハンドブックの DVD 版の完成報告とその

DVD を上映し、動画の説明をおこなっていただきました。 

３７種ある動画のうち７種の動画を上映、餌の捕食シーンや、ミシシッピアカミミガメ

の産卵、タマシギの子育てシーンなど貴重な映像が多く、ハンドブック同様にふるさとの豊

かな自然環境を実証するものであることが実感されました。 

城陽市のホームページから見ることができるので、多くの人にご覧いただき城陽市の宝

に感動して頂きたいと思います。                      (文：中島委員) 

■循環・地球環境部会 「環境家計簿から見えてきたこと」 

最初にこれまでの環境家計簿の変遷を、それぞれの家計簿の特徴を加えて紹介。決して多いとは言えない提出済みのデータか

ら、効果的なデータ分析を模索し、今回は東北で発生した大震災前と震災後のデータを比較。更にもう１つのデータとしては、城

陽市と京都府の提出された家計簿を加えた。データ比較においては「傾向と対策」が重要。傾向については、城陽市の特徴という

項目で分析。まずプラス面としては、震災前と比較して 17％と大幅な省エネを実現。京都府のデータと比較しても 11％少なく、城

陽市民は環境・省エネに関心が高いと結論付けた。水道使用量や電気使用量も、京都府との比較でそれぞれ 21％、35％少な

く、この項目については省エネが行き届いていると分析。一方マイナス面は、灯油使用量が京都府と比較しても極端に多く、家の中

で車を走らせているようなものと比喩。ガソリン使用量においては、京都府より 23％多くなっている点に注目。対策であるが、講演で 
 は「対策と考察」として報告。灯油使用量に関しては、灯油とエアコンの性能の特徴を知

り、エアコン暖房が身体にも財布にも優しいことを認識し、エアコンによる暖房を増やすの

も一考とアドバイス。自動車のガソリン使用量は、電車や自転車及び徒歩を活用し、さ

んさんバスの更なる使用にも言及。データ数が少ないので、データ通りとは云えないものの

データ分析の傾向と対策まで参考にすべき点も多く、発表だけに終わらず今後部会の貴

重な資料として使用したい。 

省エネまんが制作に関しては、平成 23 年に作製した「省エネ知恵 BOOK」の新装版

として、西城陽高校美術部との協働である。「まだ完成まで時間があり、４コマまんがや

省エネ診断タイプチャートなど、ここで詳しい報告までは至らないものの、西城陽高校生

が単にまんがを書くだけでなく、4 コマまんがに書かれた環境について、それぞれが理解しよ

うと語り合い、勉強を重ねる姿を見ただけで、成功は間違いない。」と話された小林委

員の意見に同感である。                      (文：芦原副会長) 



        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－ 

男性の皆さん！地元の野菜をたっぷり使った「洋風エコ

ランチ」を作ってみませんか？ 

■日時： 9月 12日(土) 10時～13時 

■場所：東部コミセン 調理実習室  

■講師：管理栄養士 木下穂支子氏 

■参加費：1,200円(当日徴収） 

■対象：市内在住・在学・在勤の男性 

■募集人員：先着 24人 

■実習献立：「イカ墨パスタ」 

「豚ヒレ肉のハーブカツレツ(夏野菜添え)」

「無花果のワインゼリー」 

■持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん・筆記用具 

■申込み・問い合わせ：8月 17日(月)より事務局へ 

 

開園 100 周年の「天王寺動物園」の動物を観察。元園

長ならではの楽しい説明を聞きながら、動物たちの生の声や

動きを間近で観察します。 

■日時：8月 30日(日) 11時 30分集合・出発  

17時解散予定 ※雨天決行 

■見学先：天王寺動物園(大阪市天王寺茶臼山町) 

■講師：宮下 実氏(近畿大学先端技術総合研究所教授)      

■参加費：大人500円／小・中学生200円(当日徴収) 

■定員：先着 30 人 ■対象：市内在住・在学・在勤の

人(小学生以下は保護者同伴) ■持ち物：帽子、タオ

ル、水筒、生き物ハンドブック(お持ちの方)、筆記用具 ※

昼食は事前にお済ませください。※園内を歩きますので、動

きやすい服装でお越しください。また、雨天時は傘かカッパが

必要です。 
■申込み・問い合わせ 

8月 3日(月)より事務局へ 

 

  

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

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。 

地球規模の環境から、京都ならではのエコロジーの「知
恵」を、見て・触れて・感じる・体験型展示で楽しく学ぶ！ 
■日時:7月 28日(火) 集合 9時 45分 

解散 16時予定 
■見学先：「京エコロジーセンター」(伏見区深草) 

「朝日新聞社京都工場」(伏見区横大路) 
※京エコロジーセンターにて昼食(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  
■定員：先着 30人 ■対象：市内在住・在学・在勤の
人(小学生以下は保護者同伴) ■参加費：無料  
■持物：お弁当・お茶・レジャーシート・筆記用具 
■申込み・問い合わせ 

7月 2日(木)より受付中！ 

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、サントリープロダクツ㈱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 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 

東城陽ゴルフ倶楽部 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

株式会社 玉井開発 

京都府宇治市広野町西裏 30 番地 1 

0774-44-3351㈹ 

サントリープロダクツ株式会社宇治川工場 

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)させて頂きます。 

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。 

当日は電気使用量がリアルタイムにわかる「省エネナビ」の展

示のほか、発電体験もできます。ぜひお越しください！ 

■日時：7月 15日（水） 11時～15時 

■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、現状の省エネ状況の 

診断と、省エネのアドバイスをします。また、 

省エネナビなどの省エネ関連グッズの展示も 

します。■申込不要／無料 

 

上記イベントの申込み・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 


