
  

城陽エコパートナー通信 
                        Vol.  52

発行日：平成 29年(2017年)1月 6日     編集・発行：城陽環境パートナーシップ会議 

会員数：290人（12月 31日現在）         （事務局）Tel(56)4061 Fax (56)3999 
 

 （１） 

 

新年明けましておめでとうございます 
 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は当会議発足の起源となりました、第 1次城陽市環境基本計画が計画期間 15年の 

最終年度を迎えます。第 1次の計画策定が議論された当時は、パートナーシップや地球温暖化、 

生物多様性などの言葉を私たちはまだ聞き慣れていなかったのではないでしょうか。環境の変化は人々の生活、営みと

密接に関わっています。環境問題への取り組みは、環境について学び、その変化に気づくことから始まります。 

当会議は、発足以来環境フォーラムの開催や省エネ診断、出前講座、自然観察会、エコバスツアー、エコ料理教

室、里山づくり、花いっぱい運動、企業訪問などの活動を地道に行ってきましたが、それにより第 1 次環境基本計画を

推進する一翼としての当会議の役割は果たせてきたと考えます。 

平成 30 年度から始まります第 2 次環境基本計画の推進においても、市・市民・事業者・市民団体とのパートナー

シップによる活動を理念とする当会議の果たす役割は、より大きくなるものと思います。 

本年も引き続き皆さまのご支援をいただきますことをお願いしまして新年のご挨拶といたします。 

 会長 大野和宣 

環境かるたをつくろう！と取組みを開始した際には、正直不安が大きかったで

す。具体的な仕上がりイメージが沸かないことや、なにより応募者があるか・・・

の不安からでした。しかし会議を重ねるうちに、少しずつイメージが膨らみはじ

め、環境に関することはもちろんのこと、城陽らしさを加えた採用基準を作るとこ

ろまで前進しました。 

応募状況は心配をよそに、小学生から 80代まで 420作品が集まり胸をな

でおろしました。選考は一句ずつ全員の多数決で選ぶと言うシンプルなもので

ありましたが、簡単にはいきませんでした。作品のバランスがなかなか難しいので

す。省エネやごみ・リサイクルに人気集中の傾向がみられ、選考し直したケース

もありました。 

手前味噌になりますが素晴らしく見栄えの良いものになったと思います。オリジ

ナルキャラ「環境かえる」を活用し「読み札」をもとに、２人の事務局の職員さん

が 44作の「絵札」を作成し、世界に１つのオリジナルかるたが完成しました。 

しかしこれで終わりではありません。どのように有効活用するかが本来の目的

です。子供同士でも遊べるようにと、来年度の保育園の出前講座で使用する

ことを中心に見据えていますが、具体的な活用方法をみんなで模索している

最中です。          

配布版環境かるた 

大判かるた(Ａ３判)貸出し実施中 

環境かるたお試し体験(運営委員) 

城陽環境かるた完成しました！       文：芦原副会長 
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 日頃から環境活動に熱心に取組んでおられる、城陽市観光協会梅

の郷青谷づくり事務局様、木津川河川レンジャー様、やましろ里山の

会様、城陽生きもの調査隊様の活動紹介を、また城陽市旬菜市様に

は地産地消をメインに地元の野菜、加工品、季節のごはんなどの販売

をしていただき、団体間の情報交換はもちろんのこと、今後の協力体制

を深めることができました。ご出展ありがとうございました。 

当会議からは省エネ相談をおこないました。クイズに答えていただき、

答えについてコメントをするという、初めての実施でしたが短時間にも関

わらず相談者が多く、環境活動への関心の高さが窺われました。 

城陽市環境課では、市民の方がどのような環境の取組み・活動に関

心があるのか意識調査をおこないました。もっとも関心が高かったのは、

ごみに関することでした。生活に密接していること、身近な問題で取組

みやすく、プラごみ回収の実施によりごみへの関心が高くなったのだと思

います。第 2 次環境基本計画策定にあたり、このような意識調査やア

ンケート等を参考に、検討を進めていきます。        (文:事務局) 

フォーラムのラストは、アトリエ布日和さんによる「着物リメイクファッション

ショー」でした。ツムギや訪問着などの生地や柄、風合いをいかして作り替

えた、個性あふれる素敵な洋服が 15名のモデルの皆さんにより披露され

ました。世界に 1 つしかない洋服には、昔の思い出もあれば、その洋服を

作るときの思い、洋服を着てお出かけをする事を考えると「なんか、いいも

んだなぁ」と思いました。 

会場からは「あれなら普段でも着ることができるなぁ」との声も聞かれ、

アトリエ布日和の代表の細谷氏と、総合司会の芦原副会長とのかけあ

いなども楽しく、大変好評に終わりました。          (文：事務局) 

奥田市長は、市が大きく変わろうとしている中で、環境に優しいまちに

ついて、市民の皆様と一緒に学び考える重要さを訴え、この機会に緑化

の造詣の深い京大名誉教授吉田先生に、ご講演を頂くことの意義を語

りました。本会の大野会長は、第２次環境基本計画を策定中の重要

な時に「考えよう 10 年後の城陽市の環境―市民がつくるまちとみどり

―」をテーマに開催できた喜びを語りました。 

吉田先生は、スライドを使って講演、傷だらけとなった砂利採集跡

地・木津川運動公園（城陽五里五里の丘）の緑化運動にふれ、「行

政主体でなく、市民ボランテイア主導で進められてきた」と市民運動を絶

賛・エールを送りました。次に、欧米の世界で最も著名な３大公園を紹

介。公園の沿革にふれ、１世紀以上かけて、都市と市民で造り上げて

来た経緯を語られました。先生は、質問にも答えられ、緑の公園を造る

には10～20年のスパンが必要かつ、市と市民の協働が大事と結びまし

た。                              (文：小林委員) 

 城陽市環境フォーラムを開催！ 11月 6日(日)  文化パルク城陽(市民プラザ) 

■時宜を得た「緑ゆたかな都市をめざして」をテーマにした 

吉田博宣先生の講演会 

■今年もやりました！着物リメイクファッションショー 

■各団体展示・省エネ相談 

 Report 1 

奥田市長挨拶 

吉田先生による講演会 

アイデアあふれる素敵な作品ばかり 

各団体による展示 

城陽旬菜市さんの販売 

省エネ相談 
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■菜の花、低炭素循環の輪 

前回「菜の花⇒菜種油⇒天ぷら油⇒市民回収⇒バイオディーゼ ル燃料（BDF 化）⇒低炭素バイオ自動車⇒低炭

素排気ガス」による「BDF化循環の輪」を図で説明しました。 

■城陽菜の花プロジェクト 

当会議の自然部会では、休耕畑を活用して、春は菜の花、秋はコ

スモスを植えて「花いっぱい運動」を展開しています。菜の花は鑑賞後、

菜種を回収・搾油、その菜種油を使って、エコ料理教室等に使用し、

廃食油は回収します。さらに昨年より、「菜の花プロジェクト」を立ち上

げ、市民に種・苗を配布して、菜種を回収して拡大を図っています。種

を貰い、我が家の庭にも菜の花がきれいに咲き、菜種を提供しました。 

■見て良し！ 食べて良し！、環境に良し！ 

普通は石油で自動車を走らせますが、廃食油を BDF 化することで

低炭素社会を実現します。しかも、菜の花は「３つ良し」です。皆様の家庭でも「菜の花プロジェクト」に、是非参加をお待

ちします。   

チョウ飛来 バタフライ効果 期待する！ 

平成 28 年度の企業訪問先は、同業者の中でも廃棄物の 3R(リ

ユース、リサイクル、リデュース)を率先垂範する「平安リネン工業㈱」様

です。 

平安リネン工業㈱は、工業用クリーニングで廃棄物ゼロを目指す日

本でも稀有な会社であり、昭和 50 年に創業されました。平成 14 年

に ISO14001(環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)を認証取得されて今年 14 年目

を迎えておられます。 

 会社の幹部 3 名と城陽環境パートナーシップ会議の 8 名が自己紹

介の後、会社側から環境貢献企業を目指す会社概要の説明をいた

だき、大野会長からは環境基本計画を積極的に推進する目的で平

成 15 年に設立された城陽環境パートナーシップ会議がおこなっている

活動などの話をされました。 

見学時に着用する、帽子・リサイクル軍手・上着をお借りして工場

見学に出掛けました。見学の前に、工場長から予め回収から出荷に

至る工程の詳細をお聞きしていたので工場全体を効率良く見学するこ

とが出来ました。 

中でも圧巻だったのは洗濯時に汚水処理された水の 70％が再利

用され、残った油分と汚泥を分離し、ダイオキシンなどの心配がない

800℃超の温度で焼却され、約 20 分の 1 の燃え殻となり廃棄物の

削減に繋げているという事実でした。 

まがった事が嫌いで誠実さを信条とする戸山工場長の並々ならぬ御

努力に報いるべく、全社員が一丸となって仕事をされている姿も見せて

いただきました。 

 暫しの休憩後、質疑応答として、当会議から幾つかの質問をしたとこ

ろ、会社側から丁寧な回答・説明がありました。 

最後に、平安リネン工業㈱様には、訪問予定の２時間が短く感じ

るほど、有意義な時間を持つことができました事に感謝申し上げます。 

 

企業訪問にいってきました！ 平成 28 年 11 月 28 日(月)              文：奥田委員 

環境講座Ⅲ 廃食油回収と CO2削減 「菜の花は、なぜ環境に良いか！」        報告者：小林委員 
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工場見学 

汚水処理の説明 

自己紹介 



        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 28 年 12 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 

～総合環境展示場で環境の「いま」と「これから」を学ぼう！～ 
環境企業の最新情報や、省エネ省資源取り組みの実例を多数紹介！ 
テーマ別のさまざまな展示を通して、環境全般について学べる施設で、日常で役
立つエコのヒントを見つけませんか。 
 
■日時：2月 23日(木) 午前 10時 30分集合・出発 午後 4時解散予定 
■見学先：おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ(大阪市住之江区) 
■募集人数：30名（先着順） 
■集合場所：城陽市役所南側駐車場 
■持ち物：筆記用具、昼食、レジャーシート 
■参加費：無料 
■申込み・問い合わせ：2月 2日(木)より城陽環境パートナーシップ会議事務局（環
境課）へ電話(TEL56-4061)もしくは来課。 

地元の食材の美味しさを知ろう！ 
地元産黒豆を使ったスイーツを作ります。気軽にご参加ください。      
 
■日時：平成 29年 1月 22日(日) 午前 10時～午後 1時 
■場所：南部コミセン 料理実習室    
■定員：先着 24名 

■内容：黒豆ケーキ、梅＆イチジククッキーをつくります。 
      ☆黒豆ごはん・卵とコーンのスープ付き 
■対象：市内在住の人(小学生以下は保護者同伴) 
■参加費：小学生以下 300円、大人 500円※当日徴収 
■講師：中坊裕子(なかぼう ひろこ)氏 

■持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん・台ふき 
■申込み・問い合わせ：城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）へ電話
(TEL56-4061)もしくは来課。 

エコバスツアー 

昨年のこどもエコ料理教室 

こどもエコ料理教室 

第 3回自然観察会 
城陽市を流れる古川は、冬には多くの野鳥が観察できるフィールドです。 
冬の古川を散策しながら、絶滅危惧種のチョウゲンボウなど、多様な城陽の冬鳥
を観察にいきませんか？ 
 
■日程：2月 19日(日) 北部コミセン 午前 9時集合  正午解散 
 ※雨天中止（判断しかねる時は、当日 8:30～8:45 に問い合わせ） 
■内容：古川流域での野鳥観察会と美化活動 

■対象：市内在住・在勤・在学の人 
■費用：無料 
■講師：環境生物研究会 岡井勇樹氏 
■持ち物：筆記用具、水筒、タオル、帽子、城陽生き物ハンドブック（持っている人） 
■申込み・問合せ：2月 2日(木)より城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境
課）へ電話(TEL56-4061)もしくは来課。 昨年の自然観察会 


