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  （１） 

新年あけましておめでとうございます 
 
平成 15 年に発足しました城陽環境パートナーシップ会議は、今年度から始まります第２

次城陽市環境基本計画においても、その果たす役割は変わらないと確信しております。社会

の発展とともに環境問題への関心がますます高まるなか、今後とも市・市民・事業者・市民

団体とのパートナーシップを理念に活動を推進してまいります。 

本年も引き続きみなさまのご支援をお願い申し上げます。        

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の自然学習会は、滋賀県の「湖北野鳥センター」に行きま

した。一般参加者、スタッフを含め参加者は 23 名でした。講師

は、植田 潤氏〔湖北野鳥センター研究員〕。植田さんが、琵琶

湖について、 

問1 琵琶湖に流れ込む川は何本あるかな？→正解は420本。 

問２ 琵琶湖から流れ出る川は何本あるかな？→正解は 2 本

（疎水と瀬田川）。 

問 3 琵琶湖の一番深いところは何メートル？→正解は 78ｍ。 

というような、クイズ形式でこども達にもわかりやすくお話しをして頂

き、楽しく学習できました。 

センターから双眼鏡や望遠鏡で、越冬するヒシクイ（300 羽～

400 羽程度）を観察。エサはヒシやマコモ、水田の落ち穂などで

す。夜行性らしく、昼はほとんど寝ていました。その寝姿は背中に首

を突っ込んで寝る「背眠」でした。センターからの観察を堪能した後

は田んぼへ移動し、北極に近いシベリアから渡ってきた、コハクチョ

ウをすぐ近くで観察しました。真っ白な群れの中に灰色の羽をして

いるのが今年生まれた幼鳥で、越冬中は家族、夫婦ペアで行動

します。観察中に植田さんからクイズが出されました。コハクチョウは

よく首を振りますが、首を上下に振ったらなんの合図かな？①おな

かが空いた。②好き好き。③飛んで行こう。正解は③の「飛んで行

こう」でした。 

また、センターの近くの山本山に 20 数年飛来し、越冬するオオ

ワシ（体長1ｍ、両翼2.4ｍにもなる巨大な体に、白い肩羽と黄

色いくちばしが目立つ美しいワシの仲間）がおり、メスで老齢なこと

から、『山本山のおばあちゃん』と呼ばれているそうです。眼がよく、

山から 1～2 ㎞離れた湖面の表層近くを泳いでいるブラックバスや

ブルーギルを見つけて捕食するとのこと。この学習会の時はまだ飛

来しておらず観察できませんでしたが、学習会の翌日(11/26)

に、山本山へ飛来したそうです。 

今回の学習会では、43 種類の野鳥が観測できました。また車

中で《野鳥ものしりクイズ》もおこない、野鳥漬けの楽しい一日にな

りました。 

会長 大 野 和 宣 

「琵琶湖の野鳥について学ぼう！」 自然学習会を開催   11月 25日(土)  文:井手委員 
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人の歴史や文化と切り離せない、日々の生活の舞台となる住ま

いですが、近年特に注目を集めつつある高断熱住宅は、これからの人の暮らし

や社会、環境をどのように変えるのでしょうか。住宅の断熱性・気密性について

長年研究を続けている近畿大学建築学部の学部長・岩前篤教授をお迎え

し、健康や快適性、省エネルギー、住まいと寿命との関係などさまざまな視点か

らお話しをしていただきました。 

冬場、暖房の効いた部屋と冷えたままの廊下やバス、トイレとの温度差は

15℃ほどにものぼるとのこと。また、深夜や早朝などには、布団の中の温度と室

温との差が 20℃近くにもなり、布団から抜け出るのがつらくなります。このような

急激な温度差は人の体にとって大きな負担となり、心臓発作や脳卒中を引き

起こす「ヒートショック」の危険にさらされます。夜中に目が覚めてトイレなどに行こ

うとして亡くなってしまうケースは後を絶ちません。こうしたヒートショックを防ぐため

にも室内の暖かさを保つことが大切なのだと、高断熱が健康を守ることを事例や

データを使い、わかりやすくお話いただき、あっという間の 60分でした。 

省エネと健康・・・教授の話があまりにもおもしろく、もっと聞いていたかったとい

うのが本音です。                           (文：事務局) 

 

自然部会では城陽市の街に緑

を増やすことと、温室効果ガスの削減(夏場、窓から太陽光が部屋に入るのを

少しでも遮り、冷房の使用量の減量を目指す)目的で、グリーンカーテンの普及

啓発を試み、数年前からゴーヤの苗の無料配布をおこなっています。市民の方

には好評で大きな成果があったと自己総括しています。 

今年度は文字通り活動の効果を収穫するため、グリーンカーテンの出来具合

を市民の方に共有していただくフォトコンテストを実施しました。思った以上の反

響があり、秀作揃いの中から更に厳選し、優秀作品の方々に 11 月のフォーラ

ムにおいて、表彰させていただきました。 

今後も当事業の拡大を目指します。          (文：芦原副会長) 

 

 団体活動紹介展示では、城陽市観光協会梅の郷青谷づく

り、木津川管内河川レンジャー、やましろ里山の会、城陽生きもの調査隊、ア

トリエ布日和、エコ・ポート長谷山に出展いただき、城陽市をはじめとする地域

の環境をより良くするために各団体の活発な環境活動を多くの方に啓発できた

と思います。 

 アトリエ布日和は、毎回好評の「着物リメイクファッションショー」を、やましろ里

山の会は、松かさを使用した「松かさツリー」工作を、エコ・ポート長谷山は、リサ

イクルガラスを使用した工作を実施していただき、来場された方々に大盛況で

会場も大賑わいとなりました。また、城陽旬菜市には、地産地消啓発として地

元の野菜・加工品・季節のご飯などの販売をしていただきました。 

抽選会では、抽選会参加者全員に城陽市観光協会梅の郷青谷づくりより

提供いただいた、「竹炭」を配布しました。 

 参加いただきました団体の皆様との情報交換をはじめ、今後の協働について

話しをすることもできました。ご出展ありがとうございました。   (文：事務局) 

団体展示 

グリーンカーテンフォトコンテスト表彰 

講 演 会 

左から、最優秀賞・くぬぎ保育園様 

優 秀 賞・中塚玲子様 
環 境 賞・黒松利精様 

講師の岩前篤氏 

参加団体の展示 
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平成 29 年度の企業訪問先は、国道 24 号線を挟んで北部コミュニティ

センターの西側に位置する応用電機株式会社です。 

会議室では、応用電機㈱様の電子・光学を応用した最先端の測定・メ

カトロ・医療用機器等の開発・設計・製造などをしている事業内容にはじま

り、従業員 540 名のうち、本社機能を有し社員の約半数を占める京都事

業部の他に、熊本・浜松・相模原の３事業部があること、世界を相手にする

企業として、平成 12 年に ISO9001 を、平成 13 年には ISO14001 を

認証取得したこと、自社の環境活動に的を絞った会社概要説明を受けたの

ち、工場見学に行きました。 

工場では、最先端の研究開発、製品企画、開発、設計、組立て等が行

われている各部門を見学させて頂きました。 

特に私共見学者が興味を抱いたのは、①廃棄物分別収集の徹底。②

大量生産ではなく、顧客の個別要求を大切にする多種製品作り。③大学と

の連携による超音波骨蜜度計。デモンストレーションで 2 名が超音波骨蜜

度計による骨蜜度の測定を体験しました。 

実際に会社訪問をしてとても印象に残ったのは、応用電気㈱様のものづく

りへの姿勢であり、お客様の喜びを自らの喜びとする為に社員ひとりひとりが、

やりたい仕事に打ち込むという社是です。全社員から受けた印象は挨拶元

気良く、決められた規律を守り、各々が自分の責任で仕事を果しておられる

事でした。約１時間にわたって内容の濃い素晴らしい見学が出来ました。 

最後に立派な社員食堂に集合し、お茶を頂きながら質疑応答の時間が

持たれました。企業訪問の目的である市内業者の環境活動の学習、城陽

環境パートナーシップ会議との今後の協働について大変意義のある企業訪

問となりました。 

ここに改めて見学させて頂いた事に感謝申し上げます。  

■てんぷら油で走るバスから、発電して電力供給へ！ 

 これまでに６回に亘って紹介してきたのは、廃食油を回収して、バイオディーゼル燃料として、京都市バス等のディーゼルエ

ンジンへ供給して、CO2 を排出する従来の石油（鉱物油）から環境に優しい植物油・てんぷら油の活用についてであっ

た。さらなる廃食油を発電に使う開発が進み、2015 年ヤンマー社は、SVO（ストレートベジタブルオイル）発電機の開発

に成功した。この発電機を使って新たな展開がはじまりつつあり、市バスを走らせているだけでは、廃食油の使途に困るとい

った問題も解決する優れものが登場しました。 

■キッチンは“都市の油田”廃食油を集め、発電の燃料に！ 

 東京は人口も多いが、それに比例して「天ぷら油の廃食油」も多い。

東京豊島区にあるスポーツクラブ「ルネサンス早稲田」は、汗を流しに

やってくる会員が廃食油の詰まったペットボトルを持参している。玄関

脇には回収ボックスが設置されている。身近な「エコ活動」として５年

前から回収、昨年 16 年は 4922ℓ回収できた。また、廃食油の回

収と再利用を行うユーズ社が 10 年前に設立。東京は廃食油が湧き

出す「世界有数の油田」と考え、この度「Tokyo 油田 2017」プロジェ

クトを立ち上げた。その他に、これまでは NPO や自治体が主であった

廃食油の回収が民間会社や大学のキャンパスが行うようになってきて

いる。写真はスポーツクラブ「ルネサンス早稲田」では、会員らから

使用済みの天ぷら油などを回収している（朝日新聞）  



        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 12 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 

「太陽の恵み」学習会  1月 20日(土)  寺田コミセン会議室 9時 30分～11時 30分  

 

■内 容：太陽エネルギーについての学習とソーラーパネルを使ったおもちゃの工作 

■対 象：市内在住・在学の小学校高学年～中学生 

■人 数：先着 15名 

■参加費：無料 ※工作作品はお持ち帰りいただけます 

■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  

※12月 18日（月）より受付開始中!    

第 3回自然観察会  2月 17日(土)  北部コミセン 9時集合 12時解散  観察場所：古川流域 

エコバスツアー  3月 8日(木)  城陽市役所南玄関前駐車場  9時集合出発   17時解散   

■内 容：エネルギー変革の歴史や発電の仕組みなどを知り、現在のエネルギー事

情を学び、未来のエネルギーについて考える。また、舞鶴の地産地消・地元の農作

物を味わう。 

■日 時：3月 8日（木） 9時集合・出発 17時解散 ※雨天決行 

〔集合・解散場所〕城陽市役所南玄関前駐車場 

■行 先：エル・マールまいづる（京都府舞鶴市） 

      舞鶴ふるるファーム(京都府舞鶴市) 

■対 象：市内在住・在学・在勤者 

（小学生以下の子供さんは保護者同伴でお願いします） 

■参加費：無料  

■定 員：先着 30人 

■持ち物：昼食、水筒、シート、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 

※2月 16日(金)より受付開始 

■内 容：古川流域での野鳥観察会と美化活動 

 ※雨天中止(判断しかねるときは、当日 8時 30分～8時 45分に問合せ) 

■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 

■講 師：岡井勇樹氏（環境生物研究会） 

■持ち物：水筒・タオル・帽子・城陽生きものハンドブック(持っている人) 

 ※当日は動きやすい服装で防寒対策をしっかりした上でご参加ください 

■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 

 


