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  （１） 

 
削減できマイボトルは、まさに一石三鳥です。当会議が毎月開催する定例会議でも、マイボトルを持参する人、事務局

が保温ポットにお茶を入れ、湯呑み茶碗を使用しています。環境にも財布にもやさしい「マイボトル」をはじめませんか。 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ペットボトルの生産・消費が年々増加  

 無色・透明で軽量なペットボトル容器は大変便利で、しかもリサイクル率も高いこと
から他の容器（缶詰め、紙パック、ビン）に比べ、ここ 12 年間で約 1.6 倍、1 万 4 千
ℓ(2015 年)が生産消費されております。このままではぺットボトルのペットになってしま
うかも・・・。 
 

■ペットボトル水と水道水を比較してみると・・・ 

 わが城陽市の水の 8 割が井戸水であり、城陽の水は大変おいしいのです。1ℓ当
たり、ペットボトル水は 100 円、水道水は 0.25 円と、ペットボトルの水は水道水の
400 倍高い・・・なぜでしょう？水道管は 1 回設置すれば約 50 年近く使えることか
ら、実質輸送費はゼロですが、ペットボトルの水は工場からガソリンを使って輸送され、
その多くは自動販売機に人手を使って投入、さらに、冷暖房に電気を使うからです。 
 

■高齢者クラブでも「マイボトル使用」をはじめました！ 

 以前、私の所属する老人会（高齢者クラブ）では、月例会の時に参加者にペット
ボトル茶を配布していました。役員が高齢化になり、運搬が大変なこともあり、配布を
止めて各自が「マイボトル」を持参するようにしました。その結果、費用も労力も軽減
でき、その上「ペットボトルごみ」も削減、さらに地球温暖化の取り組みとして CO2 も
削減でき「マイボトル」は、まさに一石三鳥です。当会議が毎月開催する定例会議で

環境にも財布にもやさしい「マイボトル」をはじめよう！               文:小林委員 

夏を快適に グリーンカーテンの準備は大丈夫？ 

夏の強烈な日ざしが木陰に入ると涼しく感じられます。普通の日陰より木陰のほうが涼しく感じるのは植物の葉から水分

が蒸散されることで周囲の温度が下がっているからなのです。それと同じように家の窓際で「つる性の植物」をカーテンのよう

に育てて、日光を遮ったり和らげることで室温の上昇を抑えたり、植物の間を通り抜ける風が冷やされることで家の中を快

適にすることができます。それが「グリーンカーテン」です。夏に向けて、グリーンカーテンの準備をしましょう！ 

準備するもの 

■グリーンカーテンの準備 

❶どんな植物を育てるか決める その植物を種から育てるか、苗

から育てるか、撒き時や植え時を確認しよう。 

❷プランターまたは鉢を準備する 育てる植物によりサイズが変

わりますが、根がしっかりはるため、できるだけ容量が多く土がたくさ

ん入るものが良いです。(水はけを良くし、虫が入るのを防ぐ効果

のある鉢底石と呼ばれる小石を底に敷き詰めるといいですよ) 

❸用土・肥料 種から育てる場合は「タネまき用土」を利用すると

お手軽です。苗の場合は赤玉土やピートモス、腐葉土などをバラ

ンスよく配合すること。初心者や手間をかけたくない場合は、あら

かじめ配合してある市販の野菜用または花用の培養土を使うと

便利です。 

❹ネット・支柱 植物のつるをはわせるために使用。「緑のカーテ

ン」用または園芸用で販売しているネットを自分のほしいサイズや

植物にあわせた網目の大きさ（基本は 10cm 程度）で選びま

す。風の強い場所に設置する場合や、植物によっては果実の重

量を考えて、強度をしっかり考慮してください。 

❺その他 ネットを設置したり支柱を固定したりするためのひもや

針金、結束バンド、作業用のスコップ、水やり用のジョウロ、手袋

などが必要です。 



（２） 

今期 3回目の自然観察会を、岡井勇樹氏(環境生物研究会)

を講師に迎え、古川流域でおこないました(参加者 19名)。2月の

観察会は、毎年古川流域でおこない、1999 年からの観察記録を

見ると、過去18年間で64種類の野鳥が記録されています。新聞

紙上では、今年の激しい気候変動の影響？か、コハクチョウの飛来

で有名な滋賀県・長浜の湖北野鳥センターに、まだ数羽しか飛来

していないとあり、野鳥が観察できるのか少々心配しながらのスター

トとなりました。古川小学校付近で見つけたカワセミに、参加者 19

名が川の対岸 5 メートルほど近づいても、驚く素振りも見せず一点

をじっと見つめ静止していました。突然、皆が見ている目の前で川に

飛び込み魚をくわえてあがってきました。カワセミが魚を捕食するとい

う拍手喝采の“ショウ”を見ることが出来ました。 

鳥の季語として 2 月ヒバリ・3月ウグイス・4 月ツバメと言われます

が、しっかりとヒバリの鳴き声も聴くことが出来ました。最近よく見かけ

るセグロセキレイとハクセキレイの見分け方や、ハシブトカラスかハ

シボソカラスは鳴き声でがわかるなどのお話も聞きました。過去 18

年間の野鳥の記録リストに、今回オオバンとゴイサギが新しくリスト

に追加され 66 種類になりました。絶滅危惧種のクイナ・オオタカも

見ることができました。今回は、33 種類の野鳥観察ができ、いろい

ろと〝お得〟な自然観察会でした。帰路は、参加者全員で美化

活動（ゴミ拾い）をしながら帰りました。 

毎年おこなっている、こどもエコ料理教室は「地産地消」がテーマ

です。今回は子供たちに、城陽産の黒豆、イチジク、梅の美味しさ

を知ってもらうために「食べる」「知る」機会を設け、楽しく料理をし

て、食材の味を覚えてもらえればいいなぁと企画しました。 

メニューは黒豆(城陽産)を使った「黒豆ケーキ」とイチジク(城陽

産)、梅(青谷産)を使った「クッキー」です。お昼も兼ねることから、黒

豆ご飯と、玉子とコーンのスープはスタッフで用意しました。 

クッキーは、コネコネと手で丸め、好きな形に仕上げたクッキーの生

地の上にイチジクと梅をトッピングして焼き、子供から大人までみんな

とても楽しそうに取組んでいました。黒豆ケーキも、黒豆の風味としっ

とりとしたケーキに仕上がり、とても美味しかったです。 

お昼ご飯に、焼き立てのクッキー、焼き立ての黒豆ケーキ、卵とコ

ーンのスープと黒豆ごはんをみんなで一緒に食べました。デザートとし

て食べる予定だったクッキーとケーキですが、スープとごはんでおなかが

一杯になったので、自分たちが作ったクッキーはお土産として家に持

ち帰られました。自分たちで作ったクッキーとケーキの味、楽しかった

思い出を忘れないでほしいと思います。 

これからも「地産地消」をテーマに、地元の食材・旬の食材の美

味しさを子供たちに伝えるため、このエコ料理教室は続けていきたい

と思っています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■こどもエコ料理教室を開催しました！ 

1月 22日(日)南部コミセン 

■第 3回自然観察会を開催しました！ 

2月 19日(日)古川流域 

文：米田委員 

文：井手委員 

(クイナ) 

(カワセミ) (美化活動) 

(完成！) 



                                             （３） 

 

2月 23日(木)一般から申込みのあった 20名、スタッフ・事務局 5名を含む 25名

が、大阪住之江区南港にある、おおさか ATC(アジア太平洋トレーディングセンター)グリ

ーンエコプラザを見学しました。 

今回のツアー目的は、省エネ・省資源の取組み事例や色々な展示ゾーンを見聞し

て環境問題を学習し、日常のエコ生活に資するヒントを見つけて環境向上への啓発を

図って頂きたいという事でした。往路バスの中では、昨年完成披露された『城陽環境か

るた』の中から選りすぐった 14点を三択のエコクイズにして出題、学習しながら目的地に

到着｡11 階にあるグリーンエコプラザに着くと、午後からの各ゾーン見学を前に昼食を含

む休憩時間をとりました。その後、参加者 25 名は案内の指示通りに２班に分かれて

館内の 9 ゾーンを見学しました。1 時間半という見学時間が短かったという感想も聞か

れましたが参加者全員が和やかに企画展示、エコマーク、エネルギー・食と環境ビジネ

ス、すまい・省エネ、環境・防災、環境教育、環境・CSR 報告ゾーンなどを質疑応答し

ながら感慨深く見学しました。最後に全員で記念写真を撮り、説明員の方々に感謝の

意を表して地上に降りました。復路のバスの中では、事前にお渡ししていたアンケート用

紙に記入されたご意見、感想などを下記のとおり披露させて頂きました。 

1.見学の行程・内容については、ほぼ全員が概ね企画を良として評価。 

2.見学したゾーンの中で特に関心を持たれたのは①エネルギーと環境ビジネス②世界

のエコマーク③環境と防災。 

3.普段から取組んでいるエコ活動は①グリーンカーテン②雨水浄化設備③地産食材

で調理④エコバッグ・レジ袋持参⑤台所洗剤不使用など。 

4.この見学で初めて知った事は①生ごみの水分の多さ②大手企業のエコ取組み③再

利用される多くのリサイクル品④自転車と徒歩の励行の大切さ。 

5.印象に残ったゾーンは①森林破壊②世界の温暖化③企業のゴミ減量取組み④プ

ラスチックの再生商品の種類でした。次回のエコバスツアーを御期待ください！ 

 

■京都議定書とバイオディーゼル燃料化（BDF） 

 今から、20年前の 1997年に京都議定書が議決されました。地球温暖化防止京都会議(COP3)の開催都市京都で

は、地球温暖化防止に向けた先駆的な取り組みとして、家庭から資源回収された使用済み天ぷら油をバイオディーゼル燃

料にリサイクルし、ごみ収集車 220 台にバイオディーゼル燃料 100％の B100 を、市バス 95 台には軽油に 20％混合し

たＢ20の使用を開始。国内最大のバイオディーゼル燃料化事業が始まりました。しかしながら現在は、車両の更新時期を 

迎えるなど課題が生じ、技術革新に期待しています。 

■廃食用油の BDF化工場建設 ■廃食用油の京都市廃食用油燃料化施設建設 

伏見区に京都市廃食用油燃料化施設が建設され、

2004 年に稼働を始めました。当会議のエコバスツアーで

も平成 19年 3月 12日に工場見学を実施、約 30名

が参加し、BDF化について学習しました。当時の環境活

動としては、天ぷら油を回収し、細々と石鹼にリサイクル

する程度でしたが、この京都市廃食用油燃料化施設の

建設・稼働で、京都市民の天ぷら油の回収活動が市民

運動として広がりました。後に全国へと波及、城陽市でも

平成19年4月から廃食用油の回収に、市や市民環境

団体らが取り組みを始めました。 

■京都市の回収量と回収拠点の推移 

 平成 27 年は、18 万 3 千ℓを回収、回収拠点数は

1,871 か所です。回収拠点は年々多くなっていますが、

回収量はここ数年変化がありません。 

※城陽市の状況は次回号で報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エコバスツアーを開催しました！ 2月 23日(木) 

行先：おおさか ATC グリーンエコプラザ            文:奥田委員 

写真は、左上から時計回りで、COP３会議、ごみ収集車、京都市廃食用油燃料

化施設、市民回収（京都市 HP より） 

廃食用油回収と CO２削減 その 4 

廃食用油回収と京都議定書、廃食用油の BDF化工場伏見に建設     文：小林委員  



        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－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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里山の様々な生き物
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！ 
 

楽しく環境を学んでいただくために「環境かるた」を作成しました。平成 29年 1月よ
り、貸出しを開始しております。貸出し予定のかるたは絵札が A3 サイズ、読み札が 

A4 サイズで、普通のかるたよりも大きいものです。イベントなどで楽しく環境活動を学んでいただければと思います。 
希望される方は下記の申込み方法をご覧いただき、事務局までご連絡ください。 

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 29 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 

 

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 

■貸出品 城陽環境かるた(大判)一式 ※絵札 44枚、読み札 44枚 
■貸出期間 最大 1週間 
■管理 貸出し期間を順守し、使用時における物品破損、落書き等ないよう努める。 
■申込方法 城陽環境パートナーシップ会議事務局(城陽市環境課)に電話

(56-4061)または事務局窓口にて申込み(貸出期間が重なった場合は、先着順とし
ます。) 

■その他  
 ①破損等発生した場合については、申込者は即時に報告をしてください。 
 ②受渡しは環境課窓口で行います。 
 ③使用報告等については、申請時に申込者に対し実施風景写真のご依頼と簡単なア

ンケートを渡すので、かるた返却時に提出をお願いします。 
 ④使用時の事故・ケガ等については、城陽環境パートナーシップ会議は一切の責任を負

いません。 

環境かるたを貸出しします 

第 1回自然観察会 
5月 14日(日) 

■時間：9時 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：岡井勇樹氏(環境生物研究会)  
■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：5月 2日（火）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)。 
 


