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平成 30年度総会を開催！ 平成 30年 6月 23日(土) 場所：城陽市立福祉センターホール  文：大野会長 

環境ミニフォーラムを開催！    平成30年6月23日(土)    場所：城陽市福祉センターホール    

～各部会の活動報告をおこないました～              文：芦原副会長 

6 月 23 日（土）総会が開催されました。私より、城陽市では新名神高速道路開通を契機とした大規模な開発が

進められており、市を取り巻く環境も大きく変わろうとしています。本年度から第 2 次環境基本計画がスタートし、良好な

環境を確保していくためには、一人ひとりの行動が地球環境に影響を与えていることを認識し、自らが地球温暖化防止

につな 

生活・自然部会の中川委員より、生き物ガイドブックなどを作製するにあたり必要なことは情報を集めることであり、情報

は一般の市民の方からの提供によるものが多く、情報を提供いただくということが大切なことであり、そういう情報の記録の積

み重ねで、このガイドブックは作られ、環境の郷土資料となったとお話されました。当日は、城陽で発見された、貴重な珍蛇

「シロマダラ」の幼体とガイドブックの裏表紙を飾る、ミノガメ(イシガメ)を持参し、参加者に生体を紹介されました。 

 アライグマ、ヌートリアなどの害獣についても、生態系のことを考えながら駆除をし、市全域の生き物をはじめ、希少な生き

物を守っていかなければならないと締めくくられました。 

循環・地球環境部会からは小林委員より、ペットボトルごみが増えすぎ、様々な環境汚染を引き起こしていることが顕著

になり、その事態に警鐘を鳴らすと同時に、増え続けるペットボトルごみに歯止めをかける手立ての 1 つとして、ペットボトルを

止めマイボトルを持とう！というお話をされました。 

 なぜ増えすぎたのか…。無色、透明、安価で衛生的、リサイクル率も高くコンビニですぐ手に入るペットボトルが便利すぎ、

人間の生活に溶け込む多くの利点を有しているという説明には共感出来ました。増加のスピードに追いつけず、不法投棄

など山や海に廃棄された際にはごみとなり、海洋汚染など深刻な被害が広がっているのです。 

 高いリサイクル率を誇ってはいても、やはり求められるのは生産制限や、消費者が使うことを控えるリデュースが必要であると

いうことです。 

 便利になりすぎたことに逆行するのは安易なことではありませんが、ペットボトルのごみ問題を考えれば、むやみやたらに便

利さを求めるのではなく、お茶を沸かし水筒などに入れて持ち歩くマイボトル運動を今日から始めるべきと締めくくられました。 

 余談ですが、老人会の役員になり、お宮さんの清掃を受け持つ仕事が回ってきました。伴侶がいないので人数分のお茶を

沸かす術を持たない現状を考え、個別のペットボトルのお茶の配布を止め、大きなペットボトルのお茶にガラスコップをつけて

対応しました。これは 100点満点ではありませんね…懺悔。 
 

につながる行動を実践していかなければなりません。これか

らも地球環境への関心がより高まるようなイベントの開催

に取り組んでいくと挨拶をし、続いて議事に入りました。ま

ず平成 29 年度事業報告及び収支決算が、次に平成

30 年度事業計画（案）及び収支予算（案）がそれ

ぞれ一括上程され、満場一致で承認されました。本年度

は役員改選がなく、これを以て総会は終了しました。終了

後参加者全員で記念撮影をしました。 
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平成 30 年度事業計画 

平成 29 年度収支決算(平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日) 

自然観察会 

保育園 環境出前講座 

環境ビジョン 平成30年度の取組内容

総会の開催

環境フォーラム・環境ミニフォーラムの開催

第２次環境基本計画の取組み

会報（エコパートナー通信）の発行(年４回)

環境美化の推進

身近な河川の清掃活動の実施

グリーンカーテンの普及・啓発

エコ料理教室

花いっぱい運動の実施

身近な河川と里山で見られる動植物の観察会の開催(年3回)

城陽生き物ガイドブックの作成

竹林の整備（竹炭づくり）

省エネ診断の実施

エコバスツアーの開催

企業訪問の実施

ごみの分別・減量化の啓発

廃食用油回収の啓発

マイボトルの推進

「毎月エコ」(エコカレンダー)の作成

環境学習会の開催

　　○運営委員会・部会の開催　毎月第１・第３木曜日

パートナーシップ

生活

自然

地球環境

循環

城陽市環境フォーラム 

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

340,000 340,000 0

4,800 10,830 6,030

86,100 38,440 △ 47,660

360,000 319,538 △ 40,462

9,030 22,602 13,572

230,208 230,208 0

1,030,138 961,618 △ 68,520

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 675,962 0 675,962 643,275 △ 32,687

(2)広報費 57,600 0 57,600 50,328 △ 7,272

(3)調査研究費 5,000 0 5,000 0 △ 5,000

(4)事務費 250,176 0 250,176 85,008 △ 165,168

(5)予備費 41,400 0 41,400 0 △ 41,400

合　　計 1,030,138 0 1,030,138 778,611 △ 251,527

項　　　　目 決　　算　　額 備　　　考

総　　収　　入 961,618

総　　支　　出 778,611

収　支　差　額 183,007 平成30年度(2018年度)へ繰越

項　　　　目 備　　考

(1)会　　費 賛助会費　17会員×＠20,000

(2)募金・寄付 パートナーシップ募金10,830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、温室購入、

温室内消耗品・備品・修繕費用、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、イベント用バックボード製作、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10,600円、男のエコ料理教室17,000円

自然学習会3,040円、こどもエコバスツアー7,800円

(4)補助金         
「城陽市花いっぱい運動支援金」59,944円

「城陽市活動支援補助金｣259,594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

耗品など

充当、補正なし

(6)前年度繰越金

合　　　　計

備考
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■ペットボトルは便利すぎる！ ”便利＝エネルギー”  

 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比

較的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 万４千リットル（2015 年）が生産・消費され、現在も増大

し続けています。私たちは、その便利さに甘えて、近年は河川・海にペットボトル

ごみが氾濫し、深海１万メートルの海底にもペットボトルごみが多く見つかりまし

た。そして鳥魚介類の生態系に悪影響をおよぼしつつあります。 

便利とは、生産・消費にエネルギーを多く使うということです。つまり、ペットボ

トルは CO2 を多く排出し、地球温暖化の増長や生態系を脅かしているのです。

消費者からの対策として「マイボトル運動」が、大事なんです！ 

 

■ペットボトルごみを中国が輸入禁止！ 

 今のままペットボトルやプラスチックが増大し続けると２０年後にはプラごみが

倍になり、自然環境はプラごみで汚染されてしまう、という米科学者。欧州では

以前からペットボトルの再使用化（リターナブル）を実施しています。一方、最

近ではノンプラ代替品に切り替えプラの生産抑制を始めました。これまではペッ

トボトルごみの多くを中国が輸入してくれていました。しかし、今年１月に輸入

禁止政策を打ち出しました。この様なペットボトルごみの氾濫ぶりが「NHK クロ

ーズアップ現代」で先日放映され、国民を震撼させました。 

マイボトルの推進〔その１〕    なぜ？今マイボトル運動が大事か！          文：小林委員 

平成 30年度収支予算(平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日) 

【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 340,000 340,000 0 賛助会費　@20,000×17会員=340,000円

(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×1回=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 300,000 360,000 △ 60,000 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 183,007 230,208 △ 47,201

収入合計（Ａ） 922,937 1,030,138 △ 107,201

【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 732,010 675,962 56,048

自然観察会・料理教室の講師謝礼、花いっぱい運動活動費、生き

物ガイドブック作成、エコカレンダーの製作、環境家計簿・開催イベン

トのインセンティブ代、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、学習会での使用教材、事業

開催にかかる保険代、消耗品など

(2)広報費 57,600 57,600 0 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 106,412 250,176 △ 143,764
切手代、会費振込手数料、その他振込手数料、慶弔費、事務消

耗品など

(5)予備費 21,915 41,400 △ 19,485

支出合計（Ｂ） 922,937 1,030,138 △ 107,201

収支差額 (A)-(B) 0 0 0



        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－ 

 

 

 

 

城陽生き物ガイドブック完成！ 城陽環境かるたを貸出しています！ 

  

こどもエコ料理教室 地産地消の美味しさを体験！ グリーンカーテンフォトコンテスト作品募集!! 

  

 

東 城 陽 ゴ ル フ 倶 楽 部 
〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山 1-48 

 TEL：0774-52-1161 

日 本 観 光 ゴルフ株 式 会 社 
城 陽 カ ン ト リ ー 倶 楽 部 
〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山 1-46 

星 和 電 機 株式会社 
〒610-0192 京都府城陽市寺田新池 36 
TEL 0774-55-8181  FAX 0774-58-2034 

株式会社 玉 井 開 発 
〒610-0192 京都府宇治市広野町西裏 30番地 1 

TEL 0774-44-3351㈹  FAX 0774-41-7007 

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 30 年 6 月末現在（五十音順・敬称略) 

楽しく環境を学んでいただくために「環境かるた」の貸出し
をしています。貸出しするかるたは絵札が 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。 

■貸出品：城陽環境かるた(大判)一式  
■貸出期間：最大 1週間  ■利用料金：無料 
■申込方法：城陽環境パートナーシップ会議事務局(環境
課)に電話、または窓口にて申込み(貸出期間が重なった場
合は、先着順とします)。 

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。 

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。 

■日 時： 8月 25日(土) 13時 30分～15時 30分  
■場 所：南部コミセン 料理実習室   
■献 立：フルーツパンケーキ、イチジクあんぱん、梅ゼリー 
■定 員：先着 24名(先着順)  
■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：中坊裕子氏 
■持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん・台ふき 
■申込み：8月 2日(木)から電話で城陽環境パートナーシ
ップ会議事務局(環境課☎56-4061） 

■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 11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。 

当会議が開催する自然観察会参加者、事務局(城陽市
環境課)窓口にて希望者に配布しています。 
※なくなり次第配布終了。 

城陽市内で見られる鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類、魚
類などの希少な生き物(約 20 種類)を掲載した冊子で
す。 


