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活動報告 南部コミセンまつりに省エネ診断を出展しました！     報告者：芦原副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境講座 廃食油回収と CO2削減 第１回「なぜ廃食油を回収するのか？」  報告者：小林委員 

 

 

5 月 22 日(日)南部コミセンまつりに「省エネ診断」を

初めて出展しました。 

診断者数は 14 名と、少ない結果ではありましたが、

同時に大きな夢を持たせていただいた内容でもありまし

た。 

とにかく子どもの参加が多いコミセンまつりで、一般的

なまつりでは後半は集客が大きく減少するのが常です

が、午前、午後ともまつりに参加した人数に大きな差は

なく、大変魅力的なまつりを企画されたのだと思いまし

た。 

次回は、子供たちをターゲットにした診断が出来ない

か、診断の進め方や、インセンティブをどうするかなど考

え、少し夢が膨らみました。もちろん、コミセンまつりに次

回も参加するのか等クリアーすべき課題も多いのですが、

一考する価値はありそうです。 

■はじめに 

 城陽市では、平成 19 年度から天ぷらに使った廃食油の回収を始めていま

す。現在第３金曜日に拠点回収、及びアルプラザ城陽・コープ城陽で常時

回収を実施し、平成 27 年度では約 12,789ℓ回収しました。廃食油をバ

イオディーゼル燃料（BDF）として再利用して、地球温暖化防止に取り組

んでいます。 

■なぜ廃棄しては、いけないのか！ 

 これまで家庭の廃食油は、新聞紙に滲みこませ、燃えるごみに出して燃や

したり、土に廃棄したり、あるは下水に直接流していました。これらの廃棄は、

CO2を多く排出し、大気や河川・海を汚染する元凶となるのです。 

■廃食油のリサイクル 

 1997 年京都議定書が締結した COP-3 を機に、ドイツの BDF に倣い、

京都では廃食油を回収し、市バスやごみ収集のパッカー車の軽油の代替燃

料として再生事業を開始しました。 

■廃食油のリサイクル方法 

 環境保護のために、これまでは細々と環境教育用として、①石鹸化を、多

量な廃食油は②飼料化と工業原料化に、そして③石油（軽油）に替わる

BDF化があります。（次号につづく） 
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平成 28年度総会を開催！ 平成 28 年 6 月 25 日(土)13:30～14:00 於：城陽市福祉センター 

総会開催報告                                            文：大野会長 

6 月 25 日に、平成 28 年度総会が会員、運営委員 30 名
出席のもと開催されました。会長の私より、環境問題は地球温
暖化による自然環境の変化と破壊、さらには生物多様性の危
機や自然エネルギーの確保など複雑化しきており、当会の活動
は今後ますます重要なものになると思われ、今後ともみなさまに
一層のご理解、ご支援、ご協力を賜りたいとご挨拶しました。引
き続き、総会議事に入り、まず第 1 号議案平成 27 年度事業
報告、第 2 号議案平成 27 年度収支決算が一括で上程、報
告され審議の結果、満場一致でご承認いただき、次に第 3 号 

平成 27年度 収支決算  （平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日） 

平成 28年度 城陽環境パートナーシップ会議 運営委員 

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　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　原　孝昭　東村嘉津子　水野尚之　米田由紀子

（敬称略）

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

320,000 320,000 0

7,200 5,521 △ 1,679

76,500 44,500 △ 32,000

360,000 313,096 △ 46,904

21,100 24,438 3,338

145,775 145,775 0
930,575 853,330 △ 77,245

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 732,865 0 732,865 593,211 △ 139,654

(2)広報費 53,600 0 53,600 47,838 △ 5,762
(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △ 5,000

(4)事務費 120,224 0 120,224 88,906 △ 31,318

(5)予備費 18,886 0 18,886 0 △ 18,886
合　　計 930,575 0 930,575 729,955 △ 200,620

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、長3号封筒印刷代、プリンター購入(1台)

充当、補正なし

（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、

事業参加者保険代、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・

修繕費用、城陽ecoBOOK印刷代、家計簿のデータ提出

者への賞品代、フォーラムチラシ印刷代・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、駐車場代、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

料費など

（3）参加費収入

こどもエコ料理教室(子供@300×11人、大人@500×14人）、男のエコ料理

教室(@1200×18人)、自然学習会(大人@500×22人、小・中学生@200

×8人)

（4）補助金         

「城陽市花いっぱい運動支援金」59,922円

「城陽市活動支援補助金｣240,712円

「京都環境フェスティバル2015ブース出展経費助成金」12,462円

（5）雑収入
普通預金利息、環境フォーラム販売収益、生き物ハンドブックDVD販売代(114

枚×@100)

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

総　　支　　出 729,955

収　支　差　額 123,375 平成28年度(2016年度)へ繰越

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 853,330

夏の省エネ 

議案平成 28 年度事業計画案、第 4 号議案平成 28 年度収支予算案が一括で上程され、審議の結果満場一致でご承
認いただきました。これを以て総会は終了しました。終了後出席者全員で記念撮影をしました。 
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環境ミニフォーラムを開催 

於：城陽市福祉センター 

平成 28 年 6 月 25日(土)14:05～15:45 

竹内委員より、木津川、青谷川、古川
の草地の虫たち、水辺の虫たち、雑木林
の虫たちについて報告がありました。 

草地に生息するジャコウアゲハ、木津川
河川敷の自然観察会で発見された希少
種のクワコ、京都府の絶滅寸前種に指定
される名前のとおり「河原」にだけ生息する
カワラバッタ、きれいな水が流れる青谷川で

平成 28年度 収支予算  （平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

平成 28年度 事業計画 

【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 320,000 320,000 0 賛助会費 @20,000×16会員=320,000円

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

3　参加費収入 86,100 76,500 9,600

〒自然学習会〓参加費@500×35人=17,500円

〒こどもエコバスツアー〓参加費@500×35人×1回=17,500円

〒こどもエコ料理教室〓参加費　子供@300×12人=3,600円、大人

@500×12人=6,000円

〒エコバスツアー〓参加費＠500×35人×1回=17,500円

〒男のエコ料理教室〓参加費@1,000×24人×1回=24,000円

4　補助金 630,000 360,000 270,000
地域整備課(花いっぱい運動支援)　(上限60,000円)

城陽市(570,000円)

５　雑収入 9,030 21,100 △ 12,070 普通預金利息、即売等の収益金

６　前年度繰越額 123,375 145,775 △ 22,400

収入合計（Ａ） 1,173,305 930,575 242,730

【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 891,462 732,865 158,597

環境かるたの作成、自然観察会・料理教室の講師謝礼、花いっぱい運動

活動費、環境家計簿インセンティブ代、エコバスツアー・自然観察会等の交

通費、エコバスツアー・自然学習会等の観覧料、事業開催にかかる保険

代、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 202,216 120,224 81,992
切手代、会費振込手数料、その他振込手数料、事務用PC一式代、慶

弔費、事務消耗品など

5　予備費 21,027 18,886 2,141

支出合計（Ｂ） 1,173,305 930,575 242,730

収支差額(Ａ)－(Ｂ) 0 0 0

環境

ビジョン
平成28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2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2回)

生き物ハンドブックDVDの活用

竹林の整備（竹炭づくり）

花いっぱい運動の実施、菜の花プロジェクトの周知

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

第2次環境基本計画策定に向けた策定ワークグループの開催

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

環境かるたの制作

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

「環境にもサイフにも優しい電力の選択は
可能か？」タイトルが示す通り、みんなが
知りたい内容の話が幅広くわかりやすく続
き、今日の講演を聞いてトクをしたと感じ
ているのは、私だけではない気がします。
細かいデータに裏打ちされた話だけに、より
興味を増し、パワーシフトキャンペーンや電
力の乗り換えの手続きは特に興味を引き
ました。新電力会社の選択方法や、電気 
 とガス発生のエネルギーロスの内容等も、心にとめ置き「電力の

乗り換えは慌てず慎重に対応したらいい」という小林駿講師の話
を肝に銘じ、電力切り替えに対処したいものです。 
 ちなみに我が家では『エアコン冷房の送風で省エネ！』はその日
から実践しています。               文:芦原副会長 

カワラバッタ、きれいな水が流れる青谷川で観察されたヘイケホタ
ルとゲンジホタル、雑木林では、国蝶のオオムラサキ、カブト、クワ
ガタ、玉虫など沢山観測されています。竹内氏は、虫たちや動植
物と共存できるこの環境を大切にしたいと締めくくり環境ミニフォー
ラムは終了しました。                 文:井手委員 

 



        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－ 

  

   

 

 

 

7月 16日(土) 第 2回自然観察会を開催します！ 

 
今池川にすむ生き物の観察をおこないます。このあたりでは珍しい希少なカエルに 
会えるかも。ぜひ、ご参加ください。 

 
▼時 間：9時～12時   

▼集合場所：保健センター駐車場  

▼観察場所：今池川流域  

▼講 師：中栄玲志(環境生物研究会) 

▼対 象：市内在住・在勤・在学の方（小学生以下は保護者同伴） 

▼持ち物：タオル、お茶、筆記用具 ▼参加費：無料 
申・問 6月 16日(木)から城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 へ電話または直接 

 

7月 23日(土) 男のエコ料理教室開催します！ 
 
地産地消・旬の野菜を使った健康にも環境にも優しい料理を学びます。 
 

▼時間 7月 23日(土)午前 10時～午後 1時  ▼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 市内在住・在勤・在学の男性   

▼定員 先着 24人  ▼献立 「麦ごはん」「ピーマンと雑魚の醤油炒め」「チーズ入り卵焼き」 

「人参のナムル」「エリンギのポン酢和え」「ナスの味噌煮」  ▼費用 1,000円(当日徴収）  

▼持ち物 エプロン・三角巾・タオル・ふきん・筆記用具 

申・問 7月 4日(月)から城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 

へ電話または直接 

 

7月 28日(木) 夏休み企画 こどもエコバスツアーを開催します！ 
 
私たちが使った水はどのように処理され、循環していくのでしょうか。 

大阪市下水道科学館」の様々な体験や展示を通して、水の特性や地球環境との 

関わりについて学び、私達にできることは何か考えてみましょう。 
 
▼時 間：集合・出発 10時  解散 16時 30分予定   

▼集合場所：城陽市役所南側駐車場 

▼見学先：大阪市下水道科学館（大阪市此花区）※雨天決行 

▼対 象：市内在住・在勤・在学の方（小学生以下は保護者同伴）※見学先にて昼食（各自持参）をとりま

す。▼定員：先着３０名 ▼持ち物：お弁当、お茶、筆記用具  
申・問 7月 4日(月)から城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 へ電話または直接  

 

 

 

 
 

 

 

 

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㈱、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、玉井開発、㈱平和堂アル・プラザ城陽、㈱ミズホ 

                      ※平成 28 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 

 

株式会社 平和堂 
 

アル・プラザ城陽 
 

只今、ＨＯＰカード新規会員様 
募集中！ 

 
 
 

東城陽ゴルフ倶楽部 
 

京都府城陽市寺田奥山 1-48 

0774-52-1161 

 水生生物・カエル・・ 
見つけられるかな？ 

参加費無料 

 「水と地球環境とのかかわり

などについて学ぼう！」 

 
「健康食と環境」 

～五味・五色・五法を活かす～ 


