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平成 29年度総会を開催！ 平成 29 年 6 月 24 日(土) 場所：城陽市立福祉センターホール 

6 月 24 日、平成 29 年度総会が開催されました。会長より、城陽市はこれから大規模な開発や市を取り巻く環

境が大きく変わっていきます。将来、私達市民が安心安全で快適な生活を営むことのできる良好な環境を確保する

ためには、自らの行動が地球環境に影響を与えていることを認識し、温暖化防止につながる行動を実践することが必

要です。まずは、市民の環境への関心をより高めるようなイベントの開催に取組んでいきたいと挨拶がありました。引き

続き、総会議事に入り、まず平成 28 年度事業報告、平成 28 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 号議案平成 29 年度事業計画案、第 4 号議案平成 29 年度収支予

環境ミニフォーラムを開催！  平成 29 年 6 月 24 日(土) 場所：城陽市福祉センターホール 

講演会「地球温暖化対策の最前線」 講師：川手光春氏(京都府地球温暖化防止活動推進センター) 

講師の川手さんのデータに裏打ちされた、地球温暖化の現状や将来の温

暖化予測のお話しに、正直ショックを受けました。特に 2100 年、死の熱波で

人類の 4 分の 3 が脅威を受けるという予測は、ある程度わかってはいました

が、甘い考えを打ち砕かれた気がしました。更に、人類の最後の温暖化対策

と言われるパリ協定から離脱する動きがあるということが、気持ちに追い打ちを

かけました。この後におよんでも・・・と言う絶望感に襲われました。 

地球は温暖化や寒冷化を繰り返すという理屈や、誰もが経験したことのな

い未知の領域への楽観論が根底にあるのだと思うが、温暖化へのスピードがど

うみても早すぎます。 

川手さんは「選べば未来は変えられる」と 

いう表題で、身近に出来る温暖化対策に 

ついて熱く語られました。まさしく、リスクをチ 

ャンスに変える発想が求められているので 

す。人類の子孫のために、温暖化に関す 

る正しい知識を一人でも多くの人に伝え 

「みんなで渡れば怖くない」と言った雰囲気 

に風穴を開けることに取組みます。 

(文：芦原副会長) 
 

運営委員(平成 29年 6月 24日～平成 31年 6月) 

果、満場一致で承認されました。 

次に平成 29 年度事業計画案、平成 29 年度

収支予算案が一括で上程され、審議の結果満場

一致で承認されました。今年度は役員改選があ

り、下記の 21 名の方々が運営委員に就任されま

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。 

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　岡井昭憲　奥田さゆり　奥田禎爾　小林　駿  﨑嶋毅昇

堤　靖雄　中川宗孝　中島和代　 新川達郎　水野尚之　村上隆夫　山岡正信　吉田真己　米田由紀子

（敬称略）
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環境ビジョン 平成29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1回)

生き物ハンドブックの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

マイボトルの推進

第2期地球温暖化対策実行計画(区域施策編)について

第2次環境基本計画について

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

平成 28 年度収支決算(平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日) 

平成 29 年度事業計画 

自然観察会 

省エネ診断 

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

4,800 78,950 74,150

86,100 37,900 △ 48,200

630,000 602,442 △ 27,558

9,030 22,704 13,674

123,375 123,375 0

1,173,305 1,185,371 12,066

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 891,462 0 891,462 709,751 △ 181,711

(2)広報費 53,600 0 53,600 50,441 △ 3,159

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △ 5,000

(4)事務費 202,216 0 202,216 194,971 △ 7,245

(5)予備費 21,027 0 21,027 0 △ 21,027

合　　計 1,173,305 0 1,173,305 955,163 △ 218,142

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 1,185,371

総　　支　　出 955,163

収　支　差　額 230,208 平成29年度(2017年度)へ繰越

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18,950円
NGO緑の協力隊関西澤井隊・澤井敏郎氏60,000円

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、城陽環境かるた印刷代、
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11,100円
男のエコ料理教室19,000円
自然学習会7,800円

（4）補助金         
「城陽市花いっぱい運動支援金」59,971円
「城陽市活動支援補助金｣542,471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、菜種油販売代

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、パソコン一式代

充当、補正なし

（6）前年度繰越金

合　　　　計

備考
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平成 29年度収支予算(平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日) 

廃食用油回収と CO２削減 その 5 城陽市の廃食用油回収の取り組み           文：小林委員 

【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 340,000 320,000 20,000
賛助会費
@20,000×17会員=340,000円
※賛助会員1会員増

2　募金・寄付 4,800 4,800 0 募金　@400×12月=4,800円

3　参加費収入 86,100 86,100 0

〔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 360,000 630,000 △ 270,000
地域整備課(花いっぱい運動支援)　(上限60,000円)
城陽市(300,000円)

５　雑収入 9,030 9,030 0 普通預金利息、即売等の収益金

６　前年度繰越額 230,208 123,375 106,833

収入合計（Ａ） 1,030,138 1,173,305 △ 143,167

【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 675,962 891,462 △ 215,500

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 57,600 53,600 4,000
会報郵送料
@72×200会員×4回=57,600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 250,176 202,216 47,960
切手代、会費振込手数料、、その他振込手数料、
バックボード一式代、長3封筒印刷代、慶弔費、事務
消耗品など

5　予備費 41,400 21,027 20,373

支出合計（Ｂ） 1,030,138 1,173,305 △ 143,167

収支差額（Ａ）-（Ｂ） 0 0 0

■廃食用油回収学習会・見学会の実施 

当城陽 PS会議では、市が廃食用油回収を開始したのを機に、平成 22年

5 月 27 日、廃油回収を推進する循環・地球環境部会が中心となって、市環

境課の当時担当者であった木村次長と筆者が講師となって現状の回収実態

や課題、そして家庭用天ぷら油廃食用油を燃やすごみに出したり、下水道に流

したりしたら、いかに空気や下水を汚染するか。反対に回収してバイオディーゼル

燃料（BDF）として、ごみ収集車等に使われる場合には CO2を削減し、地球

温暖化防止に大きく貢献できるか等々の勉強会を実施した。その他にも、伏見

区の京都市 BDF 化工場や宇治田原町の㈱レボインターナショナルの工場見

廃食油回収に関する勉強会 

■城陽市の回収実態 

 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、現在第3金曜日に29か

所で拠点回収をしている。近年になって「アルプラ

ザ城陽」「コープ城陽」で常時回収が出来るように

なり、回収拠点の増加はないがグラフに示すよう

に、回収量が増え、平成 28 年度では約

13,099ℓ を回収している。 

の京都市 BDF 化工場や宇治田原町の㈱レボインターナショナルの工場見学も実施し、廃食油の回収や BDF 化に

対して理解を深めた。 



        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－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『人と湖』をテーマに、湖の生き物との関わりや、湖と人との暮らしについて学ぼう！」 
「琵琶湖博物館」は日本最大級の湖をテーマにした博物館です。大人もこどもも一緒に楽し
めます！気軽にご参加ください。 

地産地消の美味しさを体験！城陽の特産「イチジク」を使ったスイーツを作ります。 
気軽にご参加ください。 

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。 

こどもエコバスツアー 
7月 27日(木) 

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、平安リネン工業㈱、㈱平和堂アル・プラザ城陽、 

㈱ミズホ、森澤博光                   ※平成 29 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

 
日本観光ゴルフ株式会社 
城陽カントリー倶楽部 

 

京都府城陽市寺田奥山 1-46 

 
 

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 

こどもエコ料理教室 
8月 26日(土) 

グリーンカーテンフォトコンテスト 
作品募集!! 

応募締切 9月 15日(金) 

■日 時：平成 29年 7月 27日（木）   集合 11時 30分 出発 11時 45分  解散 17時 30分 
■見学先：滋賀県立琵琶湖博物館（滋賀県草津市下物町）   ※雨天決行 
■参加費：大人 600円／高校生・大学生 320円（当日徴収）／小・中学生無料 
■対 象：市内在住・在勤・在学の人（小学生以下は保護者同伴） 
■人 数：先着 30名  ※昼食は事前にお済ませください。 
■持ち物：水筒、筆記用具 
■申込み：城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 
        ※7月 3日（月）より受付開始    
 

■日 時：平成 29年 8 月 26日(土) 13時 30分～15時 30分  
■場 所：南部コミセン 料理実習室   
■内 容：イチジクゼリー、イチジク入りミニアップルパイ、上新粉を使ったイチジクマフィンを作ります。 
■定 員：先着 24名   
■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：小学生以下 300 円、大人(中学生以上)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：城陽環境パートナーシップ会議事務局（環境課）TEL56-4061 

※8月 2日(水)より受付開始 

城陽市内で応募者が栽培に取り組まれたグリーンカーテンの写真を募集
します！入賞作品には素敵な賞品をお渡しします。 

■応募サイズ：A4 サイズ(210 ㎜×297㎜) ※作品応募は 1人１点のみ。 
■ 賞  ：最優秀賞(1点)  優秀賞(1点)  環境賞(1点)  佳作(2点)  
■表 彰：11月 5日(日)開催予定の城陽市環境フォーラムにて受賞式をおこないます。 
■審 査 員：城陽環境パートナーシップ会議 運営委員 
■応募方法、審査発表、応募先、問合せ先等の詳細は、事務局(城陽市環境課) 
にあります、チラシをご覧ください。 


