
平成 2８年度 福知山環境会議第１回幹事会議事録 

 

開催日時：平成２８年 4月 21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  ：１６人 田倉・土田・宮本・山本・森田・芦田・平野・田村・㈱スリーエス丸岡氏 

      堀内・松山・小柴・岸田・吉村・佐藤・足立 

１ あいさつ 

（１） 開会挨拶（田倉） 

本年度第 1回目の福知山環境会議幹事会にお集まりいただき、有難うございます。今月から新年度

という事で、昨年から引き続きお世話になる方や今年度からお世話になる方それぞれですが、よろ

しくお願い致します。また、4月 2日・3日にありましたお城まつりについては、ご協力いただき

有難うございました。また、土田様におかれましては、大変お疲れ様でした。 

（２） 新幹事の紹介 

今年度から新しく参加いただく幹事の方の紹介を致します。まず最初に、今年度から名前を変更し

新しくスタートした福知山公立大学から、平野真先生に参加いただくことになりました。平野先生

は、地域経営学部・学部長を務めておられます。また、株式会社スリーエスからは、代表取締役社

長の丸岡様にも参加いただいております。株式会社スリーエス様は、以前から、京都モデルフォレ

スト運動に参加し、三岳地域の森林保全活動を進めてこられました。その内容と由良川・里山 PJ

の活動内容の趣旨が一致するところがあり、この度、由良川・里山 PJ から環境会議への参加をオ

ファーさせていただきました。今回は、環境会議の具体的な活動内容を一度ご覧いただくため、幹

事会にお越しいただいております。その後、正式に入会されるかどうか検討いただきます。 

２ 報告事項 

 [プロジェクト活動報告] 

（１） 福知山グリーン生活情報マップ作成活動 PJ 

・平成 28年 4月 7日（木） 

先日、消費から持続可能な社会を作るネットワーク会議に参加しました。普段から、この会議では

グリーンチョイスや企業の通信簿について、検討を行っております。そこで、4月 7日（木）の会

議では、フェアトレーディング・動物愛護について専門家の方からレクチャーを受けてきました。 

（２） 由良川・里山 PJ 

① 木工教室 

・平成 28年３月２１日（月・祝）午後 1時から午後３時 

今回で、10回目の木工教室となりました。最近は非常に人気があり、10人を超える参加者があり

ます。この教室では、木工の技術ではなく木工の楽しみを味わっていただくことを目的に、楽しい

教室を継続して実施していこうと考えています。 

 

② 蛇ケ端藪（明智藪）の整備活動について 

蛇ケ端藪（明智藪）の整備の件で、様々な団体と協力しながら進めるように考えております。その



一つに、三岳地域の植林でモデルフォレスト運動として自然保全活動を進めておられる株式会社ス

リーエス様にも、蛇ケ端藪（明智藪）の整備に協力いただけないかオファーを致しました。今回は、

環境会議の活動内容を一度見ていただくため、お越しいただいております。今後、環境会議の活動

内容に賛同いただけるようであれば、お互いが協力しながら様々な活動を進めていこうと考えてお

ります。 

 

（丸岡社長 コメント） 

会社の中で地域に貢献できる啓蒙活動ができないかというところから、三岳で活動を始めました。

三岳では、年に 2回活動しており、小学生が植林した植林エリアを整備しています。尚、三岳地域

の活動場所付近には、お寺や滝があり、ここを整備して地元の子ども達が遊びに入れるような場所

にしたいと思っています。一方、明智藪の整備については、水害に遭う確率が高い場所ということ

もあり、場所の選定が妥当かどうかという点や水害に対する対策案を明確にすることが必要不可欠

だと感じていますが、集客面では三岳地域と比べても非常によいと思っており、両面を十分考慮し

整備計画を作成する必要があると考えています。 

 

（３） 生きもの調査 PJ 

・平成 28年 4月 16日（土） 

三段池のビオトープで整備を行いました。自然科学協力委員会から7名の方に参加いただきました。 

今回の活動では、次回に行う市民参加型の観察会に向けて、柵の張替えなどを行っております。次

回は、5 月 21 日（土）に実施する予定です。また、準絶滅危惧種にあがっているササゴイが、巣

に孵る時期になりました。現在、FAヤマセミの会様に継続して観察していただいておりますので、

何か変化がありましたら報告致します。 

 

（４）ゴーヤ先生による広報活動 PJ 

3月中旬から 4月中旬にかけて参加したイベントについて、報告します。 

・平成 28年 3月 26日（土）いすー1GP（京都府京田辺市） 

・平成 28年 4月 2日(土)・3日(日) 福知山お城まつり（京都府福知山市） 

（コメント）当日、物販に協力いただきました皆様、有難うございました。 

・平成 28年 4月 10日（日）奥四万十博オープニングイベント（高知県須崎市） 

（コメント）イベント会場で募金活動を行いました。 

・平成 28年 4月 16日（土）まるごと水口岡山城 2016「ゆるキャラと一緒に親子甲胄作り体験」

（滋賀県甲賀市） 

（コメント）今後の予定ですが、5月の GW 明けから 6月中旬までほぼ休み無しの状態で様々なイ

ベントに参加してきます。 

 

（５）再生可能エネルギー推進運動 PJ 

平成 28 年 3 月 1 日より開始しています「てんぷら油の回収事業」について、4 月 1 日現在の回

収状況を報告します。4 月 1 日現在での回収量は、60．95 リットルとなりポリタンク 3 つ分の



量のてんぷら油を回収することができています。なお、回収方法による回収量の比較では、ポリタ

ンクでの回収が 29500ml に対しペットボトル 31450ml となり、ほぼ同じ量になっています。

しかし、ポリタンクで油を持ってこられた人数が 4名に対し、ペットボトルで持ってこられた方が

12 名となり、やはりペットボトルの方が持参しやすことがわかってきました。また、油を持参さ

れた方からの意見として、公民館やコンビニ、ゴミステーション、スーパー、駅に回収拠点を設置

してほしいという意見や油が入っていた容器でも引き取ってほしいという意見をいただいています。

今後、皆さんからの意見を整理し、事業拡大ならびに課題改善を行っていきます。 

 

（６）ごみの減量化と生ごみの堆肥化 PJ 

今回は、4月 12日（火）に実施しました。今月は 9名の方に参加いただきました。参加者の中に

は、木箱を設置するスペースが取れるか悩んでいる方がおられ、今後の課題となりました。 

 

 [電気自動車の導入] 

（１） 日産 e-NV200 電気自動車 貸与式 

平成 28年 3月 28日（月）午後 10時～ 

京都日産自動車株式会社の奥田社長にお越しいただき、市役所の正面玄関付近で式典を行いました。 

今回、貸与いただいた車両は、環境に負荷を与える二酸化炭素や排出ガスをゼロにした環境にやさ

しい自動車だけでなく、災害時の非常電力としても活用することができる車となっています。今後

は、環境基本計画の推進やその他さまざまな活動で活用し、市民の環境意識向上の啓発や電気自動

車普及の PRを行っていきたいと思っております。 

 

３ 協議事項  

（１） H27年度 活動実績報告について 

H27年度環境会議の活動をまとめた資料を作成しました。H27年 4月から第 2期福知山環境基本

計画がスタートし 12 のプロジェクトのうち多数のプロジェクトを開始することができました。中

には、計画立案だけにとどまっているプロジェクトもありますので、H28年度はさらに多くのプロ

ジェクトを進めることができるよう頑張りたいと思います。なお、資料について、一度、各プロジ

ェクトリーダー様で確認いただき、記載内容について問題がないか確認をお願いします。 

また、H28年度からは、福知山公立大学の学生にも各プロジェクトに参加いただきたいと思ってお

りますので、活動内容について、そういう視点でも検討いただければと思います。 

 

（平野先生 コメント） 

福知山公立大学では地域連携センターを設立しました。このセンターでは地域から意見を抽出し、

学生が参加・協力できる場面を整理し、可能な範囲で地域と一緒になった活動を進めていこうと考

えております。ただし、1 点配慮いただきたいこととしては、あくまで教育の一環で取り組むとい

うことです。従って、単なる労働力として学生が参加するのではなく、課題抽出や課題解決などを

経験させることを目的に参加させていただきますので、ご協力をお願い致します。 

 



（２）H28年度の体制について 

福知山市老人クラブ連合会からは、昨年度までは塩見様に参加いただいておりましたが、今年度か

らは斎藤久徳様に参加いただくことになりました。また、福知山公立大学からは平野真先生に参加

いただきます。次に、役職についてですが、副代表をお世話になっていた道下様から連絡があり、

仕事が忙しく幹事会にもなかなか参加できない状況が続いていることから、副代表を交代してほし

いという意見がありました。そこで、他のどなたかに副代表をなっていただきたいと思いますがい

かがでしょうか？土田様はいかがでしょうか？ 

（土田様 コメント） 

引き受けることは問題ありませんが、地元企業の方が最適だと思うので、ゆくゆくはそういう方

にもなっていただきたいと思います。 

 

また、会計については規約上 2名設ける必要があります。そこで、大槻様に依頼してみてはいかが

でしょうか？全員賛成 

 

その他の方については、昨年と同様の役員体制で、引き続きよろしくお願い致します。 

 

（３）H28年度 定期総会について  

例年では 6月に実施しておりましたが、今年は 6月 12日（日）に市長選があるので、日程が限ら

れており、7月 2日（土）で調整してはいかがでしょうか？ 

7月 2日（土）で調整を行う。 

 

なお、例年基調講演を行ってきましたが、必ずしも基調講演をしないといけないわけではありませ

ん。そこで、公立大学の学生に知恵を借りて、環境に関する企画を実施するのはいかがでしょうか？ 

（平野先生 コメント） 

環境問題に詳しいかどうかは曖昧であるが、様々な教員がいるので、教員による講演もいいかもし

れない。 

（田倉代表 コメント） 

学生との交流を踏まえ、学生と一緒になって課題に対する協議をするなどもいいかもしれない。一

度、地域連携センターと相談いただき、案をいただきたい。 

（平野先生 コメント） 

離島での PR 映画を作製し発信した経験がある。離島に学生とアーティストを呼びミステリーツア

ーを実施した。学生は、そこで芝居をするなど様々なイベントを行い、その様子を映画にとり映画

化して世界に発信するという内容である。このような経験を踏まえ、一度、検討する。 

 

（４） 由良川漁協の取り組みへの協力について 

由良川漁協では以前から由良川の整備活動を進められてきたが、以降の 3年間で天然鮎の遡上促進

事業を計画されている。この事業に対し、環境会議からも協力をしてほしいと依頼がありました。

イベントの具体的な内容としては、魚道を上がれない鮎を下流で捕り、上流に放流するというもの



であり、取り急ぎ鮎解禁前の5月にイベントをするので見学だけでもしてほしいとのことであった。 

本年度は加盟して当会の主旨に添うものか様子をみることとする。また、バケツリレーなど子ど

も達も参加できるイベントを提案する。 

 

５ 今後の行事について 

・京都府立綾部高校 由良川クリーン活動  

4月 24日（日）午前 9時 30分～午前 11時 00分 

場所：丹波大橋下河川敷（綾部市） 

・木工教室  

4月 29日（金・祝）午後 1時 00分～午後 3時 00分 

場所：環境パーク 2F 会議室 

・蛇ケ端藪（明智藪）生物調査  

4月 30日（土）午前 10時 00分～正午 

場所：蛇ケ端藪（明智藪） 

・三和大原神社春季例大祭 産屋の里フェスタ 

５月３日（火・祝） 

場所：三和町大原神社 

・ゴーヤ先生お誕生日会 

５月５日（木・祝） 

場所：広小路パーキング 

・生ごみ堆肥化講習会 

５月１０日（火）午後 1時 00分～午後 3時 00分まで 

場所：環境パーク 2F 会議室 

 

 

次回幹事会 

日時：５月２６日（木）午後 6時３０分～ 

場所：環境パーク 2F 


