平成 2８年度

福知山環境会議第５回幹事会議事録

開催日時：平成２８年８月２３日（火）
午後６時３０分～午後 8 時３０分
場所

：環境パーク２階

研修室

出席者 ：１２人 田倉・土田・平野・宮本・斎藤・森田
堀内・小柴・岸田・吉村・佐藤・足立
福知山青年会議所 稲葉 剛 様
１

あいさつ
（１）開会挨拶（田倉）
お世話になっております。暑い日が続きますが、夏バテには十分注意いただきお過ごしください。
それでは、本日も何卒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
○由良川・里山 PJ
① 木工教室
・平成 28 年８月１１日（木） 午後 1 時～午後 3 時
場所：環境パーク
参加人数：6 名
今回の木工教室では、9 月 17 日（土）に蛇ケ端藪（明智藪）で実施する「竹林と光のプロムナ
ード祭」に向け、竹灯篭の作製を行いました。今回は、竹の洗浄など下処理工程や斜めカット工
程など一から灯篭を作る工程を体験いただきました。今回は全部で 12 個の灯篭を作製すること
ができ、9 月 17 日のイベントで展示を行います。

○由良川・里山 PJ・サケと飼育の採捕・放流 PJ コラボイベント
① 「自然体験イベント 親子で自然を触れ合おう！」
・平成 28 年８月２１日（日）午後１時 30 分～午後 5 時 30 分
場所：三和荘及び土師川（新橋サンダル公園）
主催：福知山青年会議所
参加人数：小学生５０名、保護者約 50 名
講師：髙倉 敏明 氏（由良川流域ネットワーク（ゆらねっと）・綾部サケ放流事業実行委員会）
岡本 敏雄 氏（由良川流域ネットワーク（ゆらねっと）・舞鶴サケ放流実行委員会）
【内容】
地元小学生を対象に、由良川の自然に関する講演やサケの紙芝居を行い、その後、木工教室で竹
を使った水鉄砲作りを行いました。参加した小学生にとっては、由良川に関する知識向上や竹に
触れ合う良い機会となりました。

○生きもの調査 PJ
① 「夜久野学園サマーフェスティバル 2016 水生生物調査観察会」
・平成 28 年７月２３日（土）午前８時 30 分～午前１０時 30 分
場所：夜久野町井田地内 畑川 井田橋下流（旧 明正小学校横）
参加人数：５０名（児童・PTA・学校関係者・夜久野地域公民館）
福知山環境会議：4 名（自然科学協力員会、事務局）
【内容】
当日は天気にも恵まれ、参加した子ども達は川に入って楽しく学習をしていました。観察会では薬
品を使ったパックテストや水の中に生存する生物を調査し川の汚れを判定しました。今年の結果は、
昨年と同様「少しきたない水」という判定になりましたが、きれいな水に住むサワガニ・カワゲラ
も多く、大変汚い水のアメリカザリガニもおり、”自然豊かな水”でした。

② 「ツバメのねぐら入り観察会 2016」報告
・平成 28 年７月３０日（土）午後６時 30 分～午後７時 30 分
場所：上天津 石本地区（由良川と牧川の出合い 500m 下流左岸堤防）
参加人数：２１名
福知山環境会議：９名（FA ヤマセミの会、福知山環境会議）
【内容】
ツバメの数に関しては、昨年の約 100 羽より少ない約 50 羽となり、ツバメがねぐらを変えたの
が明らかな結果となりました。石本自治会長宅で話しを伺ったところ「昔は集落の電線にびっし
りとツバメがとまっていたが、2 年程前から見かけなくなった」とのことでした。ただ、観察会
終盤に約 30 羽のツバメの群れを確認できたほか、神戸市在住の野鳥愛好家の方も看板をみて飛
び入り参加されるなど、非常に良い観察会になりました。

③ 「三段池ビオトープの生きもの観察および整備」報告
・平成 28 年８月２０日（土）午後１時 30 分～午後３時
場所：三段池ビオトープ
参加人数：３名（自然科学協力委員会）

④ 「段畑生きもの調査」報告
・平成 28 年８月１１日（木）午前９時～正午、午後 5 時～午後９時
場所：前田
参加人数：７名（FA ヤマセミの会・自然科学協力委員会・一般市民）

○みどりのカーテン実施率日本一 PJ
平成 28 年７月３１日（日） 午前９時３０分～午前１１時
場所：御霊公園周辺

参加人数：１０名（環境会議幹事・市民ボランティア・事務局）
御霊公園周辺の約８０軒を調査しました。調査の中で、出来がよかったお宅については、「はがき
型うちわ」をプレゼントしました。
その後の調査については、環境会議幹事の皆様やもと幹事様などに御協力いただきながら、調査を
行っております。また、エスペック㈱の社員の一部の方にもボランティアという形で協力をいただ
いております。この調査に関しては、8 月末を目処とさせていただきたいと考えておりますが、ど
うしても難しい場合は、9 月に実施いただいても結構です。ただし、遅くなるとみどりのカーテン
が撤収されてしまう可能性がありますので、なるべく早いタイミングで調査をお願い致します。

○ゴーヤ先生による広報活動 PJ
・平成 28 年７月 20 日（水）から 7 月２６日（火）
ハワイ応援キャラクターホヌッピーの案内でハワイ各地で撮影をさせていただきました。CM で有
名な大きな木の近くで撮影することができ今後の後方活動に活用していきたいと考えています。

・平成 28 年８月６日（土）から８月７日（日）
イナズマフード GP
TM レボリューションの西川貴教さんのイベントイナズマロックフェスのフード出展者を決めるイ
ベントに参加してきました。このイベントへ参加したことをきっかけにイナズマロックフェスの 1
日目にも参加することができます。

○福知山グリーン生活情報マップ作成活動 PJ
・平成 28 年７月２５日（月）
消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク会議が京都市で行われ、福知山環境会議からも
芦田様に出席いただきました。芦田様のコメントとしては、参加者の知識レベルが非常に高く、良
い勉強になったとのことでした。今回の会議では、「企業の通知簿」と「グリーンチョイス」につ
いての具体的な推進計画について検討され、具体的な計画を決定致しました。

○ゴミの減量化と生ごみの堆肥化による資源の有効活動 PJ
①家庭用生ごみ堆肥づくり講習会（8 月）
・平成 28 年８月９日（火）午後 1 時～午後 2 時 30 分
場所：環境パーク
今回の参加者の中には、ダンボールやプランターを活用して堆肥化に取り組まれている参加者がお
られましたので、木箱を使うことによるメリットや効果などをお伝えしました。
また、今回の参加者の中には、市内の高校の先生も来られており、今後、学校で木箱を用いて堆
肥化に取り組もうと言われておりました。

②生ごみ堆肥モニター現地訪問
・平成 28 年 7 月１９日（火）～平成 28 年 7 月２５日（月）

市内 6 箇所のお宅を訪問し、生ごみ堆肥化の状況を確認しました。中には、かき混ぜ不足や水分不
足により、箱の中の堆肥が硬くなっているお宅もあり、アドバイスをさせていただきました。

３

協議事項

（１）福知山公立大学アートプロジェクト「蛇ケ端藪（明智藪）竹林と光のプロムナード祭 2016」につ
いて
平成 28 年９月１７日（土）に、福知山環境会議と公立大学の共催で、蛇ケ端藪（明智藪）で実施す
るべく準備を進めています。別紙の通り、蛇ケ端藪（明智藪）および周辺の堤防や歩道橋に灯篭を設
置し一帯周辺を光の幻想的な空間にしたいと考えています。今回のイベントで設置する灯篭は、市内
の小・中学校の児童・生徒が作製した和紙灯篭と宮本さんが木工教室などで作製した竹灯篭になりま
す。当日、予定のよろしい方は、是非イベント運営に御協力をお願い致します。

４

その他

（１）H28 年度みどりのカーテン自慢コンテストについて
現時点での応募は 3 名のみとなっておりますが、今後、どんどん応募数が増えると考えています。
来月の幹事会では、投票を行いグランプリを決めたいと考えていますので、御協力をお願いします。
尚、学校へは改めて電話し、応募していただくように促したいと考えています。

４

今後の行事について
・市長面会
日時：８月２５日（木）午後４時 30 分～
場所：福知山市役所
・由良川活動 竹林整備
日時：８月２７日（土）午前 10 時～午後３時
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・木工教室
日時：９月８日（木）午後１時～午後３時
場所：環境パーク
・由良川活動 竹林整備
日時：９月１０日（土）午前１０時～午後 3 時
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・生ごみ堆肥化講習会
日時：９月１４日（水）午後 1 時～午後 3 時
場所：環境パーク
・由良川自然探検団 竹利用講座
日時：９月１７日（土）午後 1 時～午後４時
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・三段池ビオトープ整備

日時：９月１７日（土）午後 1 時３０分～午後 3 時 30 分
場所：三段池公園

・蛇ケ端藪（明智藪）竹林と光のプロムナード祭２０１６
日時：９月１７日（土）午後３時～午後８時 30 分
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・由良川自然探検団 自然観察会
日時：９月２４日（土）午後１時～午後４時
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
(その他)
・みどりのカーテン実施率調査（実施中）
・みどりのカーテン自慢コンテスト募集（9 月 9 日まで）

次回幹事会
日時：９月１４日（水）午後 6 時３０分～
場所：環境パーク 2F

