福知山環境会議第７回幹事会議事録
開催日時：平成２７年 10 月 1５日（木）
午後６時３０分～８時００分
場所

：環境パーク２階

研修室

出席者 ：１３人 土田・宮本・芦田（育）
・山下・森田・北山
堀内・松山・藤原・岸田・吉村・佐藤・足立
１

あいさつ

（１） 開会挨拶（堀内）
みどりのカーテン実施率の調査にご協力いただき有難うございました。お蔭様で、無事調査を終
えることができました。ありがとうございました。
また、10 月に入りめっきり寒くなりました。体調管理には十分ご注意ください。
２

報告事項

（１） プロジェクト活動報告
① 由良川・里山プロジェクト（宮本）
○ 由良川クリーン活動とフィールドの整備
場所 ：音無瀬橋下河川敷・由良川フィールド
実施日：10 月 10 日（土）
時間 ：午前 10 時 00 分から午後 3 時 00 分まで
参加者：3 名
（コメント）
9 月度の活動は、諸事情により活動をお休みしたにも関わらず、今月はごみの量が少ないよう
に感じられました。もしかしたら、他にもゴミ拾いをしてくれている団体がいるのかもしれま
せん。その後、由良川のフィールドで草刈を実施しました。今回は、2 か月分ということで、
非常に草も多かったです。草刈の後は、木工教室で使う竹材料の切り出しを行いました。
また、このフィールドではクルミがたくさん実っており、来月はクルミ拾いができると思って
います。是非、興味のある方は、参加ください。
尚、来月は、この由良川フィールドで懇親会を計画しています。別途、実施案内が事務局から
ありますが、可能な方は参加をお願い致します。
また、この活動について、国道交通省河川管理課の前田係長へも毎回報告を行っており、今回、
返信があった。返信内容は、環境美化活動を行う上で気づいたことがあれば連絡が欲しいとの
ことであった。今後、何か気がついたことがあれば連絡を行う。
○ 木工教室
場所 ：環境パーク
実施日：9 月 23 日（水）・10 月 14 日（水）
時間 ：午後１時３０分から午後３時００分まで
参加者：9 月 23 日（水）・・・10 名（受講者 7 名）
10 月 14 日（水）・・・7 名（受講者 4 名）

内容 ：9 月 23 日（水）・・・竹風鈴
10 月 14 日（水）・・・竹曲がりまごの手
（コメント）
竹風鈴については、作製当日は竹が乾燥していなかったため音が良くなかったが、その後、竹
が乾燥するにつれてよい音がでるようになった。現在は裏山に置いているが、良い音で鳴って
いる。また、まごの手作りについては、ナタなどの道具に触れる機会が少ないと思うため、今
回の教室では、ナタなどの道具を使う準備段階の工程についても体験していただきました。次
回は、竹を使った花器を作製します。
② ごみの減量化と生ごみの堆肥化による資源の有効利用プロジェクト（森田）
○ 家庭用生ごみ堆肥づくり講習会
場所 ：環境パーク 2F
実施日：10 月 6 日（火）
時間 ：午後１時から午後２時３０分まで
参加者：７名
（コメント）
参加者の中で、店舗で販売している 15000 円ほどの堆肥箱（枠のみ）を買って堆肥化に取り
組んだ人がいたので、よいのができるかどうか楽しみである。この生ごみの堆肥化については、
現在やっているような講習会をコツコツ継続してやっていくことが大切であると考えており、
引き続き実施していく。
③ 広報活動プロジェクト（土田）
（コメント）
秋のイベントシーズンに入り、様々なイベントが計画されている。広報 PJ としては、どんど
ん参加し、福知山の PR を実施していきたいと考えている。
また、前回の幹事会で紹介したふなっしーとゴーヤ先生がコラボしたマスコットに関して、市
内の 3 店舗は完売し、環境会議の販売分も残り 50 体程度となった。また、TSUTAYA AVIX
福知山店様の販売分については、品物を引き渡したのが先週であり、現在も販売中である。ま
た、ファンの方からの要望で、ゴーヤファミリーをモチーフにしたタオルと巾着を 50 個ずつ
作成した。タオルは 1100 円で販売する予定にしている。

（２） みどりのカーテン実施率調査及びみどりのカーテン自慢コンテストの結果について（吉村）
○ 実施率調査（まとめ）
7 月 26 日（日）の一斉調査を皮切りに、婦人会様や様々な市民様にご協力いただき、調査を
行った。調査対象に関しては、福知山市全域を対象に自転車・徒歩・自動車などで回り、目視
で確認を行った。実施率調査の結果、昨年度が 9.09%に対し、今年度は 10.02%となり、実
施率を上げることができた。中でも、惇明・遷喬・佐賀・上夜久野地区の実施率が大幅に上が
っている。この理由としては、エスペック様や婦人会様、老人会様がかなりの数のゴーヤを注
文され地域で配布されたことが大きな理由の一つであると考えている。また、出張授業を行っ
た学校数が昨年は 5 校であったのに対し今年は 10 校と増え、多数の児童がゴーヤを持ち帰り

各家庭で実施されたことも要因の一つであると考えられる。ただ、目標の 25％にはまだまだ
ですので、今後、新たなイベント等を検討していく必要があると考えている。
また、公共施設での実施率は、市の庁舎の耐震工事などで、昨年と比べ大幅に下がる結果とな
った。来年は、今年以上に念入りに協力依頼を行い、実施率を向上させたいと考えている。
（質問 1）今後「みどりのカーテン実施率日本一のまち」を宣言する方針だが、実施率日本一
の定義を明確にしておく必要がある。（堀内）
他の自治体でもみどりのカーテンに取り組んでいるところはたくさんあるが、実施率まで調
査しているところは無いというのが前提である。
他市に対し、福知山市が日本一宣言を行うことを事前に発表し、反論がなければ福知山市が
日本一であるとし、日本一を正式に宣言してはどうだろうか？
どちらにしても、根拠付けをしっかりする必要がある。
（質問 2）実施率の目標値について、別の資料では平成 32 年 18％となっているので、これ
との整合性をとり統一する必要がある。この数字から考えると、来年から 5 年間で実施率を
18％にし、10 年後の平成 37 年で 25％を達成する計画になると考えられ、目標値をこちら
で統一する必要がある。（土田）
各資料を確認し統一する方向で検討する。（吉村）
（その他意見）
今回の調査の中で、調査漏れがどうしてもあるように感じた。特に、みどりのカーテンを家の
裏で実施している方は見えないためカウント漏れに繋がる。全てを把握することはなかなか難
しいと感じた。また、日当たりのよくない山間部の地域の方にとっては、地域の日照時間が少
なく、ゴーヤのカーテンを必要としていない家庭があることも知った。畑にはゴーヤを作って
いるが、カーテンとして家に作っていない方もいる。
○ みどりのカーテン自慢コンテスト 2015
[団体部門]
○最優秀賞
特定非営利活動法人 ふくし夢工房
デイサービスセンターかなや三丁目 様（大江町 金屋）
○優秀賞
福知山小谷産業株式会社 様（荒河）
㈱福島文進堂（エコタウン福知山駅南町店） 様（駅南町）
六人部地域公民館 様（多保市）
[家庭部門]
○最優秀賞
笹田 幸義 様（鴨野町）
○優秀賞
細見 恵子 様（堀）
青木 貞子 様（上篠尾）
桐村 直樹 様（下天津）

今年は団体部門では、１１の団体様から応募があり、環境会議の幹事様で審査をした結果、上
記の結果となりました。また。家庭部門についても上記の通りとなり、優秀賞については 3 名
の方を選ばせていただいた。賞品については、団体部門の最優秀賞はゴーヤぬいぐるみとクリ
アファイルを 50 枚、家庭部門の最優秀賞についてはゴーヤ先生のぬいぐるみとカバンを贈呈
する。また、優秀賞は両部門ともゴーヤ先生のぬいぐるみを贈呈する予定にしている。表彰式
については、別途対象者と調整し日程を決定後、開催をする。
（３） シートゥーサミットについて
カヤックで由良川の河口から上がり、その後、自転車と登山で大江山の頂上まで行くというイ
ベントが、10 月 3 日（土）10 月 4 日（日）に京都府中丹広域振興局やモンベルなどの主催
で行われた。このイベントの開催費の内、余剰分について舞鶴・綾部・福知山の環境関連に取
り組んでいる団体に寄付をしたいという申し出があり、寄付金の授与式に福知山環境会議のゴ
ーヤ先生が 3 市を代表して参加した。（土田）
（４） ペットボトルのエコキャップ回収に対し、「非営利活動法人

世界の子どもにワクチンを日本委員

会」様より感謝状をいただきました。（佐藤）
この活動は、Ｈ21 年 10 月から取り組んでおり、過去に 10 回の送金をし、初めて感謝状が
届いた。累計で重さ 4130kg 分のキャップが集まり、累計金額で 41300 円を寄付していま
す。これは、結核のワクチンの量に換算すると、5900 人分になる。環境会議の他にも、学校
を中心に回収されている団体がある。福知山環境会議はそれ以外の地域公民館等を対象に引き
続き活動を進めていく。

３

協議事項

（１） メカゴーヤ先生（府立工業高校とのコラボ作品）について
府立工業高校から、ゴーヤ先生をモチーフにしたマスコットキーホルダーの作製と着ぐるみの作製
について提案があった。マスコットキーホルダーについては、5cm 程度の大きさで機械部品を用い
て作り販売や贈呈品として扱いたいと相談があった。また、着ぐるみについても府立工業高校で作
製し、府立工業高校のイベント等で使用したいと相談があった。そこで、この着ぐるみの管理・運
用・保管について、意見をいただきたい。
尚、材質等の具体的な内容は不明で、来週 10 月 19 日に打合せを行う予定になっている。
（質問）
私も打ち合せに同席したいが、残念ながらできない。
グッズや着ぐるみによる事故がおきないように、十分、慎重に検討してもらう必要ある。グッズや
着ぐるみで人を怪我させたりすると、ゴーヤ先生に傷がついてしまう。そうならないようにお願い
したい。必要なら安全に関するノウハウを提供する。（土田）
この件については、来週 10 月 19 日に府立工業高校に詳しい内容を確認するので、そこでこの
内容も協議する。方針としては、着ぐるみのメンテナンスや使用許可等の事を考えると、府立工業
高校に主で管理していただく方が良いと考えており、その方向で話をしようと考えている。
尚、この取組を提案してくれた生徒たちの気持ちを大切にし尊重する。作製・販売に関しては、商
標規定の通りの運用でよいと思う。

（２） グリーンコンシューマー全国一斉店舗調査について(岸田)
今年度は、一般の市民への呼びかけは行わず、今年度は環境会議のみで実施しようと考えている。
当初、プロジェクト会議の中では、今回の調査について市民の皆さまに発信し参加を呼びかけよう
という案もあったが、よびかける対象者（環境会議のメンバーを対象とするのか、学生さん達を対
象とするのかなど）や呼びかけ方について、私たち自身が曖昧なところがあるため、まずは環境会
議のメンバーのみで一度実施しようと考えている。
尚、実施に先立ち、環境市民から調査を行う対象店舗について報告するように依頼があった。従い、
対象店舗の抽出を行い、調査依頼を行った上で環境市民へ報告するように進める。調査の実施期間
は、11 月 16 日（月）から 11 月 22 日（日）の間に行う予定である。
（質問）
対象店舗とは、市内のスーパーが対象となるのか？（土田）
その通りである。八百屋、コンビニは、含まれない。また、業務用スーパーも今回は含まない。
尚、調査の実施については、各報道機関に声をかけ取り上げていただければよいと思う。
４

その他

（１） 由良川クリーン活動とフィールドでの懇親会について
環境会議の幹事の皆さまを対象に、11 月 14 日（土）の 10 時から由良川フィールドにてクリー
ン活動とフィールドでの懇親会を予定しており、もしよろしければ参加いただきたい。
当日の流れとしては、午前 10 時に音無瀬橋下（猪崎側）に集合し 1 時間程度クリーン活動を行い、
その後、フィールドに移動し、12 時から懇親会を開始したいと考えている。
具体的な内容について改めて連絡するが、出欠については 11 月 11 日（水）までに FAX・E メー
ル・電話でご返答をお願いする。
（２） 三和フェスティバル
三和町の地球温暖化防止推進委員の山内氏から依頼があり、11 月 7（土）8 日（日）に三和フェ
スティバルがあり、その中で地球温暖化防止に係るブースを設けるため、環境会議からも環境啓発
に参加いただけないかと連絡があった。昨年も事務局から参加し、昨年はパネル展示と手回し発電
機での発電体験を実施した。今年も、参加する方向で考えているので、会員様の方で出席されたい
方がいらっしゃる場合は連絡をいただきたい。尚、今年の実施内容については、今後、山内氏と調
整しながら内容を詰めていく。
（質問）
ゴーヤ先生が参加してグッズも販売してはどうか？
利益を出してもよいのか？
問題ない。他のブースでは飲食物等を販売している。
先方の都合を聞いて条件が揃えば、参加する。（土田）
（３）エコパ通信
しばらく配布していなかったが、久しぶりに発行する。

５

今後の行事について

（１） みどりのカーテン自慢コンテスト表彰式
1１月２日（月）午後 2 時より
場所：環境パーク 2F
（２） 木工教室
11 月 3 日（火・祝）午後 1 時より午後 3 時まで実施。
場所：環境パーク 2F
（３） 生ごみ堆肥づくり講習会
1１月１０日（火）午後 1 時より午後 3 時まで実施。
場所：環境パーク 2F
（４） 由良川クリーン活動/フィールドの整備・懇親会
11 月１４日（土）午前１０時から午後３時まで実施。
場所：音無瀬橋の下
（５） ゴーヤ先生の予定
10 月 16 日（金）石田洋介コンサート「アイタイ４」（滋賀県彦根市）
10 月 17 日（土）ご当地キャラ博 in 彦根
10 月 18 日（日）ご当地キャラ博 in 彦根
10 月 24 日（土）You Look Nice！！2015（宮崎県宮崎市）
10 月 31 日（土）「ご当地キャラ大集合！！オカザえもんのお友達 101 人プロジェクト再会」
（愛知県岡崎市）
11 月 1 日（日）西山公園噴水広場イルミネーション 2015（福井県鯖江市）
11 月 3 日（火・祝）TANTAN 見本市（福知山駅構内）※大江高校からの依頼
11 月 14 日（土）石田洋介コンサート「アイタイ」（大阪市北区 アムホーム）
11 月 21 日（土）世界キャラクターサミット in 羽生（埼玉県羽生市）
11 月 22 日（日）世界キャラクターサミット in 羽生（埼玉県羽生市）
11 月 23 日（月）石田洋介コンサート「アイタイ」（埼玉県羽生市）
11 月 29 日（日）アースパレード（京都市円山音楽堂他）
※環境市民杦本様からの依頼
次回幹事会
日時：１１月１０日（火）午後 6 時３０分～
場所：環境パーク 2 階 研修室

