平成 2８年度

福知山環境会議第７回幹事会議事録

開催日時：平成２８年１０月１９日（水）
午後６時３０分～午後７時３０分
場所

：環境パーク２階

研修室

出席者 ：１２人 土田・平野・宮本・田村・斎藤・山本・森田
小柴・岸田・吉村・佐藤・足立

１

あいさつ
（１）開会挨拶（小柴）
お世話になっております。４月から数えますと半年が過ぎ、秋も深まってきました。昼と夜の温
度差が大きくなってきておりますので、皆様、体調管理には十分御留意いただき、引き続き、環
境会議の活動に御尽力を賜りますよう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 福知山まちづくり会社主催「中心市街地 由良川自然探検団」への協力
・日時：平成 28 年９月１７日（土） 午後 1 時～午後 3 時
・場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・参加者：13 名（小学生：8 名、保護者：5 名）
まちづくり株式会社の呼びかけで、龍谷大学の谷垣岳先生と一緒に蛇ケ端藪（明智藪）で木工教
室を行いました。当日は、参加した小学生 8 人と一緒に竹を使った水鉄砲作りを行いました。今
回のイベントでは、同じ日に「竹林と光のプロムナード祭」を行う予定で準備をしており、周辺
一帯の草刈や竹林の整備を行っていたため、参加者と一緒に竹林まで行き、竹について解説する
こともできました。
② 蛇ケ端藪（明智藪）「竹林と光のプロムナード祭」
・日時：平成 28 年９月１７日（土） 午後３時～午後８時 30 分
・場所：蛇ケ端藪（明智藪）
福知山環境会議と福知山公立大学が連携して準備を進めてきた「竹林と光のプロムナード祭」を
蛇ケ端藪（明智藪）で実施しました。当日は、地元小・中学校の児童・生徒が地元伝統工芸の丹
後和紙（大江町二俣和紙）を使って作製した灯篭や由良川・里山 PJ が行う木工教室で作製した竹
灯篭、福知山公立大学が作製した光の色が変化する灯篭など合計 243 個の灯篭を設置し幻想的な
空間を作りました。
イベント会場では、午後 6 時からの灯篭を点灯し、
同時に環境音楽などの BGM
をながし、全身で自然を感じることができる癒しの空間を作ることができました。当初の計画で
は、午後 6 時から午後 8 時 30 分までの 2 時間 30 分の間、灯篭を点灯させる予定にしておりま
したが、午後 6 時 30 分頃から豪雨となり、残念ながら中止となりました。それでも、中止まで

の間に 30 人の方が見学に来られていました。このイベントについては、今後、新たな仕掛けを
追加したり灯篭の数を増やすなど、規模を拡大しながら継続して実施してく予定にしております。
尚、今回の取組をより多くの方に知っていただく意味で、今回のイベントの様子を平野先生にド
キュメンタリー映像にしていただき、
FaceBook や Youtube などで発信しようと考えています。

③ 【定期活動】蛇ケ端藪（明智藪）の整備活動
・日時：平成 28 年１０月１５日（土） 午前１０時～午後 2 時
・場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・参加者：3 名
今回は、竹林の中に入り整備を行いました。作業内容は、竹林の中で倒れていた竹を外に運び出
す作業を行い、竹林内部の足元の整理を行いました。運び出した竹については、次回の活動で竹
チッパーを活用して処理しようと考えています。

○生きもの調査 PJ
① 生物調査会 福知山まちづくり会社主催「中心市街地 由良川自然探検団」への協力
・日時：平成 28 年９月２４日（土）午後１時～午後 4 時
・場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・参加者：20 名（小学生：11 名、保護者：6 名、龍谷大学：1 名、福知山まちづくり会社 2 名）
龍谷大学の谷垣先生が講師になり、子ども達と一緒に蛇ケ端藪（明智藪）の中で生物の調査を行
いました。今回は、秋の虫をたくさん観察することができ、子ども達は持参した網や虫かごを活
用してバッタなどの生物を捕獲していました。先生からは、10m の虫取り網を披露されたり生物
だけでなく、様々なことを学ぶことができました。

○ゴーヤ先生による広報活動 PJ
① 参加イベントについて
・平成 28 年９月 17 日（土） イナズマロックフェス 2016（草津市：烏丸半島）
・平成 28 年１０月８日（土） 稲沢サンドフェスタ(愛知県稲沢市)
・平成 28 年１０月１０日（月） 船橋西部百貨店プロレスイベント（千葉県船橋市）
・平成 28 年 10 月 15 日（土）･16 日（月） ご当地キャラ博 in 彦根 2016
以上、各地での行われたイベントに参加し、みどりのカーテンの普及や福知山市について PR を行
うことができました。

② ふるさと納税返礼品におけるゴーヤ先生グッズについて
ふるさと納税を福知山市も取り組むに当たり、納税者に対する返礼品の一つとしてゴーヤ先生のグ
ッズを送ることになりました。福知山市の場合は、1 万円以上寄付された方に一定額分の返礼品を
お返しすることになり、その中の一つとしてゴーヤ先生のグッズを送ります。
返礼品の品物については、ふるさと納税をした方のみしか手に入らない限定品を作成する予定に

しています（土田）。

○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
① 家庭用生ごみ堆肥づくり講習会（10 月）
・日時：平成 28 年１０月１１日（火）午後１時～午後２時 40 分
・場所：環境パーク
・参加者：２名
今回の参加者は 2 名でした。今回の講習では、木箱を使った堆肥箱に意欲的な方がおられました
ので、木箱を使った堆肥化を御近所へも紹介していただくように依頼をさせていただきました。

（２）みどりのカーテン実施率調査およびみどりのカーテン自慢コンテストの結果について
今年度についても、昨年と同様に福知山市全域を対象に徒歩や自転車、自動車などで調査を行い
ました。今年度の傾向としましては、継続的に実施率が高かった金谷地区が大幅な落ち込みを見
せた一方、下上川口地区や三岳地区、さらには、上夜久野地区や大江地区が大幅に実施率を上げ
たという結果になりました。ただ、全体をみるとほぼ横ばいとなり、昨年度が 10.02%であった
のに対し今年度は 10.11%となり、微増となりました。今後、実施率 up に向け新たな取組を検
討し、来年度は 15％を達成するべく取り組んでいきたいと考えています。

また、自慢コンテストの結果についてですが、先日、皆様に御協力いただきました審査により、
最優秀賞および優秀賞が決定しました。今後、受賞者様に対し表彰式を実施し、表彰状および記
念品を贈呈する予定にしております。また、平成 28 年 10 月 25 日から 11 月 8 日までの間で、
福知山市役所 1 階のロビーにて入賞者の写真を展示する予定しております。

３

協議事項

（１）福知山環境会議下半期の活動に向けて
今年度、様々な活動を実施いただき前年度以上に盛り上がった上半期となり喜んでおります。そこで、
下半期も継続して様々な活動を行っていただくため、下半期の活動に関するプロジェクト会議をさせ
ていただきたいと思っております。今後、事務局から日程調整をさせていただきますので、よろしく
お願い致します。

４

その他

（１） 由良川サケ環境保全実行委員会の農林水産大臣賞受賞について
NPO 由良川流域ネットワークが一員となっている由良川サケ環境保全実行委員会が農林水産大臣
賞を受賞しました。今回、受賞に至った要因としては、サケの里親活動が全国的に序々に少なくな
ってきている中で、10 年間継続して実施されていることが評価され受賞となりました。
この活動では、当初 500 尾であった沿岸回帰尾数に対し、平成 26 年度では 4000 尾となってお
り、採補・放流の活動が実を結んでいる状況です。
また、ラジオ深夜便にて、京都府温暖化防止活動福知山地区推進員の寺本吉勝さんが、由良川の補

サケの放流事業について話をされことになりました。是非、お聞きください。

５

今後の行事について
・「持続可能な消費ネット」第３回会議出席
日時：１０月２０日（木）午前 10 時３０分～午後５時
場所：東京都渋谷区勤労福祉会館
・生ごみ堆肥化教室
日時：１０月２０日（木）午後２時４５分～午後３時３５分
場所：福知山淑徳高校
・みどりのカーテン自慢コンテスト写真展示
日時：１０月２５日（火）～11 月 8 日（火）午後３時～午後８時 30 分
場所：福知山市役所 1 階
・福知山公立大学学園祭「福桔際」
日時：１０月 29 日（土）
場所：福知山公立大学
・大江山酒呑童子祭り 木工教室
日時：１０月３０日（日）午前１０時～午後３時
場所：酒呑童子の里
・福知山の自然遺産体験ツアー三和編「産屋の里・大原自然観察会」
日時：１１月５日（土）午前９時～正午
場所：大原神社周辺
・生ごみ堆肥化講習会
日時：１１月８日（火）午後 1 時～午後 3 時
場所：環境パーク
・由良川活動 蛇ケ端藪（明智藪）竹林整備
日時：１１月１２日（土）午前１０時～午後２時
場所：蛇ケ端藪（明智藪）
・さけの採卵見学会
日時：１１月１２日（土）午前１０時～午前１１時３０分
場所：牧川・天津橋下流右岸
・木工教室
日時：１１月３０日（水）午後１時～午後３時
場所：環境パーク

次回幹事会
日時：１１月２２日（火）午後 6 時３０分～
場所：環境パーク 2F

