
福知山環境会議第８回幹事会議事録 

 

開催日時：平成２７年 1１月 1０日（火） 

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  ：１１人 土田・宮本・大槻・森田・田村 

      堀内・松山・岸田・吉村・佐藤・足立 

１ あいさつ 

（１） 開会挨拶（堀内） 

11月 23日に福知山マラソンが実施されます。全国からお越しになる多くの方をおもてなす意味

で庵我地区ではマラソンコースの清掃を実施しました。皆様方におきましても、おもてなしの心

でお迎えできるようご協力をお願い致します。また、マラソンに係らず、様々な活動におきまし

ても相手を思いやる気持ちを持って取り組んでいただきたくよろしくお願い致します。 

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） 

○ 木工教室 

場所 ：環境パーク 

実施日：１１月３日（火・祝） 

時間 ：午後１時から午後３時まで 

参加者：8名（受講者 7名） 

内容 ：竹の花器を作りました。 

（コメント） 

今回は、竹を使った花器を作製しました。今回は、下処理の工程から参加者の皆様に取り組ん

でいただきました。少し難しい工程もありましたが、皆さん、必死で取り組まれた結果、素敵

な花器ができておりました。 

② サケの飼育と採補・放流プロジェクト活動報告（芦田） 

○ サケの採卵見学会 

場所 ：福知山市波江（由良川と牧川の出合い 牧川・天津橋下流右岸） 

実施日：1１月７日（土） 

時間 ：午前１0時から午前 11時３０分まで 

参加者：５０人 

（コメント） 

「サケのふるさと由良川を守る会（衣川務会長）」主催の「サケの採卵見学会」に参加しまし

た。天気にも恵まれ多くの親子連れが来場されていました。また、テレビ局（関西テレビ）や

新聞社（京都新聞）報道機関も取材に来られており、様々なメディアで取り上げていただきま

した。このイベントでは、採補したサケから卵を取り出し、その卵を使って受精させるという

一連の流れを実演する予定になっておりましたが、今回は採補したメスが未成熟であったこと



もあり、実演はできませんでした。また、昨年までは実施されていたサケのおにぎりやサケ汁

の配布についても、経費の関係で中止となりました。さらには、例年、由良川流域ネットワー

クの塩見氏に実施いただいている紙芝居についても、今回は割愛となりました。今後は、12

月にサケの受精卵の配布が予定されており、福知山環境会議でも卵の配布に協力していく予定

にしております。従って、飼育にご協力いただける方は環境会議事務局までご連絡をお願い致

します。値段は 100粒まで毎に 1000円になります。 

（質問）サケの受精卵の応募期限は？ 

（回答） 12月 6日までの予定です。    

③ 生きもの調査プロジェクト活動報告（大槻） 

○ タカの渡り観察会 

場所 ：烏ヶ岳頂上 

実施日：9月２３日（水） 

時間 ：午前９時から午後１時まで 

参加者：FA ヤマセミの会 5名、一般参加者 1名 

（コメント） 

烏ヶ岳頂上に登り観察をしたところ、23 羽のタカを観察することができました。また、鹿を

近くで見れたりアサギマダラという蝶々も観察することができました。反省点としては、今回

のイベントは鳥好き以外の一般の方にとっては、少し参加しにくいイベントになってしまった

ように思うので、この点については今後改善を行っていきたいと考えています。次回は、11

月 14 日（土）の午前中に探鳥会を実施し、同じ日の午後に、三段池のビオトープの整備を行

います。 

④ 広報活動プロジェクト（土田） 

○ ゴーヤ先生 参加イベント 

■（イベント）「アイタイ４」 

場所 ：滋賀県彦根市「彦根文化大ホール」 

実施日：10月 16日（金） 

■（イベント）「ご当地キャラ博 in 彦根」 

場所 ：滋賀県彦根市 

実施日：10月１７日（土）・18日（日） 

■（イベント）「You Look Nice ～ゆるくないご当地キャラクターダンスイベント」 

コメント：京都のキャラクターが多数出て京都を PR するというイベントが滋賀県彦根市であ

り、京都新聞社からも取材に来ていました。この内容の記事は、翌日の京都新聞の一面に掲載

いただきました。 

場所 ：滋賀県彦根市「彦根文化大ホール」 

実施日：10月 24日（土） 

■「くまモンスクエア」訪問 

場所 ：熊本県熊本市 

実施日：10月 2５日（日） 



■（イベント）「オカザえもんとおともだち 101人プロジェクト」 

場所 ：愛知県岡崎市「岡崎城」 

実施日：10月 31日（土） 

■（イベント）「鯖江西山公園イルミネーション 2015」 

場所 ：福井県鯖江市 

実施日：1１月 1日（日） 

※家族連れでイルミネーションの飾りつけを行うイベントに参加しました。 

■（イベント）「みどりのカーテン自慢コンテスト 2015表彰式」 

場所 ：環境パーク 

実施日：1１月２日（月） 

■（イベント）「TAITAN見本市」 

場所 ：JR福知山駅構内 

実施日：1１月３日（火・祝） 

 （コメント）周辺高校生が地元の産品を販売するイベント（授業の一環）に参加し、 

       販売協力を行いました。 

⑤ みどりのカーテン PJ（吉村） 

○ みどりのカーテン自慢コンテスト 2015表彰式 

場所 ：環境パーク 

実施日：11月２日（月） 

時間 ：午後２時から午後 2時 30分まで 

[受賞者] 

    家庭部門：4名 

    団体部門：４団体 

（コメント）表彰式には、家庭部門受賞者 4名、団体部門受賞者３団体に参加をいただきまし

た。授賞式では、堀内副代表より表彰と賞状の授与を行い、その後、ゴーヤ先生より、ゴーヤ

グッズの贈呈を行いました。 

⑥ ごみの減量化と生ごみの堆肥化による資源の有効利用 PJ（森田） 

○ 家庭用生ごみ堆肥づくり講習会（11月） 

場所 ：環境パーク 

実施日：11月 10日（火） 

時間 ：午後１時から午後３時まで 

参加者：10名 

（コメント） 

10 名の方に参加いただき、この活動の本来の目的であるゴミの減量について説明をおこない

ました。このように、市の広報を通し呼びかけ、毎月コツコツと実施していくと年間ではかな

り多くの方に受講いただくことができ、生ごみの減量に繋がる非常によい活動となるので、引

き続き、毎月継続的に実施していきたいと考えています。 

 



（２） 2015三和ふれあいフェステバル 環境展示ブース出展報告（岸田・佐藤） 

場所 ：三和荘周辺（福知山市三和町寺尾） 

実施日：11月８日（日） 

時間 ：午前１0時から午後３時まで 

参加者：4000人程度 

（コメント） 

「三和ふれあいフェステバル実行委員会」の主催で実施されたイベントで、今回環境会議から

も事務局 2名が参加しました。今回は、地球温暖化防止活動推進員の山内氏と共に環境関連の

ブースを出展しました。ここでは、手回し発電体験や環境会議の活動報告パネルなどを設置し

ました。手回しの発電体験では、複数の子ども達が挑戦していました。一人ではなかなか電球

を点灯させることができませんでしたが、何人かで回すと電球を点灯させることができ、発電

の大変さを実感することができていたようです。また、生ごみ堆肥活動やゴーヤ先生の活動に

関してのパネルに対しては、参加者の皆さん、熱心に見ておられました。 

また、地球温暖化防止推進会議から「どうぶつしょうぎ」の提供があり、ブースに並べていた

ところ、子ども達から大変反響がよく、喜んで持ち帰ったりその場で対局したりして楽しんで

いました。 

３ 協議事項 

（１） 2015グリーンコンシューマー全国一斉店舗調査の概要 

11月 22日（日）から 11月 30日（月）の間で全国のスーパー等小売店舗を対象に、環境を大

切にした商品があるかどうかや環境保全の取組をしているかどうかについてなどの調査が行われ

ます。そこで、福知山市内でも環境会議が主体となり調査を行います。調査については、１店舗あ

たり 1 人または 2人で調査を行い、１店舗あたりの調査時間は 30 分程度になると思われますの

で、ご協力をお願い致します。なお、このプロジェクトのリーダーである芦田さんから伝言があり、

決して無理に調査していただく必要はなく、調整がつかなければ 1 名で行っていただいたら結構

ですとのことでした。 

また、店舗との調整については、芦田さんが電話にて依頼をされており、その後、事務局より 11/1

付で依頼の書面を送付しています。 

依頼に対する反応として既に返事をいただいたところもあり、調査の前に時間・調査店舗を通知

するように依頼がありました。 

 

（２） 福知山市ボランティアセンターへの登録について 

福知山環境会議事務局からの提案として、福知山環境会議をボランティアセンターに登録しては

いかがと考えております。 

現在、ボランティアセンターには様々な団体が登録されていますが、環境関連の団体は 3 団体の

みであり、その 3 団体の活動も限定的で、国道沿いの花壇の整備やゴミひろいなど、限られた活

動となっています。そこで、様々な環境ボランティア活動を行っている環境会議を登録すること

で、環境分野の受け皿を広げることになりますし、一方で環境会議にとっても参加者を増やすき

っかけになると思っております。また、ここに登録することで、市民に対して環境会議の活動を



紹介していただいたり PR にもなると考えています。 

実際に登録する場合は、環境会議が実施している活動の詳細を記載した冊子などを渡しておき、

興味のある方が具体的な内容を知ることができるようにしておく必要があります。 

（質問） 

登録することで、環境会議に新たな負荷がかかるようなことはないか？ 

 総会や交流会などがあるが、出席できなければ委任状で対応可能。少なくとも私は参加する

（佐藤） 

登録する方向で進める。（全員一致） 

４ 協議事項 

（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 

日時：1１月 14日（土）午前 10時より 

場所：音無瀬橋下と由良川フィールド 

（コメント） 

環境会議幹事様及びメンバーの方々を対象に、音無瀬橋下でのクリーン活動に参加いただき現状を

認識いただきたいと思いますので、ご都合の良い方は是非ご参加ください。 

その後、由良川フィールドにて懇親会を実施します。幹事同士の意見交換の場として考えておりま

す。環境会議幹事会以外では会話をする機会がなかなかとれないと思いますので、是非参加いただ

きたくよろしくお願い致します。また、クルミの採取ができます。 

（２） その他 

環境人育成プロジェクトの環境人育成セミナーを年明け早々に実施しようと考えています。最初

のテーマはエコドライブ講習を計画しており、福知山自動車学校の芦田様と協議を行ってきまし

た。ただ、年度内は自動車学校様は忙しく対応が難しいようで、年度内の講習については、年明

け JAF様と大嶋カーサービス様にご協力いただき座学のみを実施します。その後、来年の 4月以

降に福知山自動車学校様にて実車講習を行う予定で進めていきたいと思っております。 

（コメント） 

・座学だけでは人が集まらない可能性があるが大丈夫か？ 

・無料で車を貸してくれる業者がないか？ 

・最近の車については、エコメーターがついている車がある。そういった車をうまく利用できれ

ば良いと思う。 

５ 今後の行事について 

（１） 由良川活動 

1１月１４日（土）午前１０時から午後３時 

場所：音無瀬橋下・由良川フィールド 

（２） 生ごみ堆肥づくり講習会 

1２月８日（火）午後 1時より午後 3時まで実施。 

場所：環境パーク 2F 

（３） 木工教室 

1２月 24日（木）午後 1時より午後 3時まで実施。 

場所：環境パーク 2F 



（４） ゴーヤ先生の予定 

1１月１４日（土）美来（みく）は元気フェステバル（大和高田市） 

1１月１４日（土）石田洋介コンサート「アイタイ」（大阪市梅田 amHALL） 

1１月２１日（土）世界キャラクターさみっと in羽生（埼玉県羽生市） 

1１月２２日（日）世界キャラクターさみっと 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 5」（埼玉県羽生市産業文化大ホール） 

1１月２９日（日）アースパレード（京都市円山音楽堂） 

1２月５日（土）ご当地キャラクター大集合 inさんだ（兵庫県三田市） 

12月６日（日）ゴーヤ先生ファン交流イベント EvisUri（さんだ村） 

12月２２日（火）GOYA‘ｓ BAR（東京都足立区 LIVE＆BAR Hugo） 

12月２３日（水）東京都内でイベント予定 

1月２日（土）御霊神社に初詣予定 

1月 10日（日）110番の日 

1月２４日（日）天皇杯全国都道府県対抗男子駅伝（広島平和公園） 

次回幹事会 

日時：１２月９日（水）午後 6時３０分～ 

場所：環境パーク 2階 研修室  


