
 

平成 2８年度 福知山環境会議第８回幹事会議事録 

 

開催日時：平成２８年１１月２２日（火） 

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  ：１０人 宮本・平野・田村・大槻・斉藤 

      堀内・松山・岸田・佐藤・足立 

       

１ あいさつ 

（１）開会挨拶（堀内） 

明日１１月２３日は、毎年恒例の第 26 回の福知山マラソンが盛大に執り行われます。今年も 1

万人のランナーが由良川沿いを駆け巡ることになっておりますので、皆様方も是非応援等、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 

○福知山の自然体験 PJ 

  ① 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：平成 28年１１月５日（土） 午前 9時～正午 

・場所：福知山市三和町大原 大原神社周辺 

・参加者：市民等１０名/福知山環境会議７人 

自然体験ツアー第 2 段ということで、三和町大原周辺で自然体験のツアーを行いました。このツ

アーでは、大原神社の林宮司さんや自然科学協力員の小滝先生にツアーの中で説明をお世話にな

り、産屋などの歴史や伝説、また、地層などの地質学の内容について説明をいただきました。ま

た、最後に市の文化遺産である大原神社のスギを見学しました。尚、当日は京都新聞社及び両丹

日日新聞社に来ていただき、京都新聞についてはWEB版に記事を掲載いただき、イベントの内容

を全国に発信できました。次回は 6 月の第２土日に夜久野町の宝山でツアーを実施したいと思っ

ております。 

○由良川・里山 PJ 

① 大江山酒呑童子祭り 環境コーナーでの木工教室「森のかけらのお守り作り」 

・日時：平成 28年 10月３０日（日） 午前 10時～午後 3時 

・場所：酒呑童子の里 鬼瓦工房 

・参加者：52名（大人：２８名、子ども：２４名） 

毎年、大江町で開催されている大江山酒呑童子祭りが今年も行われ、今年から環境コーナーを設

けて、木工教室を行いました。 

今回の木工教室では、木片をヤスリで磨き上げ美しいウッドピースに仕上げ、それに穴をあけ紐

を通してお守りを作る教室でした。予約なしのイベントでしたが、たくさんの方に参加いただき

大変賑わいました。 



② 株式会社スリーエス 主催【三岳モデルフォレスト運動】での桜植樹およびベンチの作製 

・日時：平成 28年 10月２３日（日） 午前 9時～午後 3時 

・場所：三岳山 金光寺周辺 

株式会社スリーエス主催の三岳モデルフォレスト運動が三岳山・金光寺の周辺で開催されました。

この活動は、金光寺周辺の森林を整備し桜並木をつくる目的で行われており、今回の活動では、

周辺の草刈や倒木の撤去などを地元自治会の皆さんなどと協力して行いました。 

その中で、主催者の株式会社スリーエス様から桜並木に設置するベンチ作りの依頼がありまし

たので、丸太を活用してベンチ作り（２基）を行いました。今回のイベントでは、他の参加者に

ベンチの作り方をレクチャーする時間も設けることができ、自然資源の活用方法について教える

ことができました。 

今後も、今回のように様々な団体が行っているイベントなどに積極的に参加し、様々な場所で

自然資源の価値を伝えていきたいと考えています。 

 

○サケの飼育と採補・放流 PJ活動報告 

① サケの採補採卵見学会 

  ・日時：平成 28年１１月１２日（土）午前 10時～午前１１時３０分 

・場所：蛇ケ端藪（明智藪） 

・参加者：30名（市民、サケのふるさと由良川を守る会、舞鶴サケ放流実行委員会、京都水族館

ほか） 

「サケのふるさと由良川を守る会（衣川務会長）」主催の「サケの採捕採卵見学会」に、福知山環

境会議からも参加しました。当日は晴天となり、多くの親子連れや京都水族館スタッフなどが来

られ盛大にイベントを行うことができました。当日は報道機関の取材もありました。今年は、３

年前の三陸沖の水温が低く、サケが大量死したのが影響して、全国的にサケの遡上が少ないとの

ことでなかなかメスが捕獲できず、見学会の数日前になんとか 1 匹だけメスが捕獲できて、サケ

のお腹から卵を取り出す様子を見学会で披露することができました。 

 衣川務会長からは、「これまでの活動で放流してきた稚魚や、その子ども・孫・ひ孫たちが、ち

ゃんと由良川に帰ってきている。この由良川で「命のリレー」が今後も続くように、これからも

飼育・放流に協力してほしい」とのコメントがありました。 

なお、今年もサケの飼育者の募集を始めており、12月 19日まで受け付けております。一口（卵

100個）で 1000円になっておりますので、是非参加してみてください。 

 

○生きもの調査 PJ 

① 三段池ビオトープの整備 

  ・日時：平成 28年１１月 19日（土）午後 1時～午後３時 

・場所：三段池 

・参加者：自然科学協力員会 9名 

毎月実施している三段池ビオトープの整備活動を今月も実施しました。今回は、水の中にある枯

れ草の撤去等を行いました。尚、今後 FA ヤマセミの会が主催で、今年一年間の生き物調査の調



査結果を展示することになっています。展示する場所は、福知山市興のぎゃらりー喫茶「風音」

で実施しますので、是非、ご覧ください。 

 

○広報活動 PJ 

① 世界キャラクターさみっと in羽生 

  ・日時：平成 28年１１月１９日（土）～２０日（日） 

・場所：埼玉県羽生市 

羽生キャラクターコレクション(通称：はにゅコレ)に京都のご当地キャラ３体（KSG（キララ・

日和柴っこ、ゴーヤ先生）でチームを作り参加しました。ゴーヤ先生は、エコ美遊さんが着物を

リサイクルをして作製した牛若丸の衣装を身につけて参加し京都とリサイクルを PR しました。結

果は、見事２位となりました。 

 

○みどりのカーテン実施率日本一 PJ 

① みどりのカーテン自慢コンテスト２０１６表彰式 

・日時：平成 28年１１月８日（火）午後２時～午後３時 

・場所：福知山市環境パーク２階研修室 

・参加者：１４名（受賞者 7名、事務局 7名） 

本年度の自慢コンテストの表彰式を行い、受賞者に表彰状と記念品を贈呈しました。また、表彰

式の後には懇談会を行い、みどりのカーテンを普及させるための方策について意見交換を行いま

した。また、教育・保育部門の最優秀賞である惇明小学校については、平成 28年１１月 4日（金）

に学校の体育館を使用し、カーテン作りを行った 4年生の生徒の前で表彰式を行いました。 

 

② みどりのカーテン自慢コンテスト２０１６ 作品展示 

・日時：平成 28年１0月２５日（火）午前 8時 30分～11月 8日（火）午後 5時 

・場所：福知山市役所 本庁舎 1階ロビー 

 

○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 福知山淑徳高校 生ごみリサイクル教室  

  ・日時：平成 28年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 教室及び学校菜園（福知山市正明寺 36番地 10） 

・参加者：生徒 35名、教職員１名 

淑徳高校の調理実習ででる生ごみを堆肥化し活用したいという申し出があり、その要望にこたえ

る形で実施しました。 

 

② 家庭用生ごみ堆肥づくり講習会（1１月） 

  ・日時：平成 28年１１月８日（火）午後１時～午後２時 

・場所：環境パーク 

・参加者：１名 



今回は、都会から U ターンで戻ってこられた方が参加されました。今後、環境パーク以外の場所

でも積極的に出張講座を開催していければと考えていいます。 

（提案） 

みどりのカーテン講習会に抱き合わせて実施してはどうでしょうか？ 

検討します。 

 

（２）その他の活動等について 

① 水車発電見学会（大江山酒呑童子祭り 2016環境コーナー） 

  ・日時：平成 28年１０月 30日（日）午前１０時～午後３時 

・場所：酒呑童子の里  

・参加者：４０名 

京都府立工業高校に作製していただいた水車発電小屋を特別に一般公開し、お祭りに参加されて

いる市民の皆様に見学いただきました。当日は、この水車を作製された大矢様も見学に来られ、

懐かしそうに見学されていました。中には、外国人の見学者もおられ、熱心に勉強されていまし

た。 

   

② 三和ふれあいフェスティバル 環境展示ブース出展  

  ・日時：平成 28年１１月１３日（日）午前１０時～午後３時 

・場所：三和荘周辺（福知山市三和町寺尾）  

・参加者：200名 

今年も京都府地球温暖化防止活動推進員の山内さんからの呼びかけで環境ブースを出展しました。

その中では、手回し発電体験や環境会議の活動報告パネルを展示しました。中でも、自然体験ツ

アー三和編のパネルは、地元の話題でもあり大原地区の自治会長をはじめ皆さん非常に喜んで拝

見されていました。また、クイズ形式の省エネ啓発ポスターも掲示しました。このほか、温暖化

防止トントン相撲も人気でした。 

 

③ 環境保全協力金の寄付金について  

由良川大江山 SEA TO SUMMIT 2016実行委員会様より、本年度も寄付金をいただきました。

寄付金の金額は、23,837円になります。 

 

④ ゴーヤ先生の納税返礼品の掲載について 

平成 28年 11月 21日からふるさと納税公式サイト「さとふる」でゴーヤ先生の納税返礼品（ゴ

ーヤ先生のリュックサック）の掲載を開始しました。 

 

⑤ 福知山ボランティアまつり 2016での展示について 

福知山環境会議も参加している福知山ボランティアセンターなどが主催で、平成 28 年 12 月 4

日（日）に福知山市ボランティアまつりが行われます。そこで、今年は一部ブースを借りて環境

会議のチラシや会員募集などを展示します。何か展示したものがあれば、提案してください。 



３ 協議事項 

（１）今後の活動について（課題等） 

① 事業費の確保 

様々な活動を拡大していただいている中で、活動費が十分でないという現状を踏まえ、今後、民

間企業や民間団体が設けている助成制度に応募し、活動費を少しでも増やすように努力が必要で

あると考えています。ただし、それには各事業の具体的な事業計画や予算計画をしっかりと立て

る必要があります。そこで、各プロジェクトリーダーさんにつきましては、この事を踏まえ、活

動計画の立案等に協力をお願いします。 

 

② 新規会員の募集 

今後も新たな会員を増やすため、工夫を行っていく必要があると考えております。そこで、どの

ような方法がよいか案を提案していただきたいと思っています。いかがでしょうか？ 

（案）  

・イベント等に参加されている熱心な方をターゲットに呼びかけるのがよいのではないでしょう

か？ 

・現在、幹事のみで行っているこの幹事会を誰でも参加できる形にする必要があるのではないだ

ろうか？ 

・環境そのものに興味がある方は少ないと思う。どちらかというと個別のイベントの内容に面白

みを感じて参加している。そこで、個々のイベントをより工夫して魅力を高める必要がある。ま

た、いくつかのイベントに参加すると記念品がもらえるなど、複数のイベントにまたがる工夫を

するのも良いのではないだろうか。 

・募集のチラシを広告会社に依頼して作製し、配布してはどうか？ 

少ない活動費を使ってまで広告会社に頼まなくても、他団体の募集チラシを参考に自分たちで

作ればいいのではないか。 

・ゆらのガーデンなどで年に１度、環境のイベントを行ってはどうか？そのイベントで、活動内

容のパネルを展示したり、木工教室で作製した木工細工を展示・販売してもいいと思う。また、

ゴーヤを使った料理を販売するのもよいかもしれない。 

・いろいろなプロジェクトがあり、プログラムが充実しているので、スタンプカードみたいに参

加すれば「ゴーヤポイント」が溜まり、ゴーヤグッズと交換できるみたいなことをしてはどうか？ 

③ 実施できていないプロジェクトについて 

現在、環境人育成セミナーPJ や雨水の有効利用 PJ、農山村での環境共育 PJ は、これといった

活動はできていない状況で、今後どのように進めていくか検討をする必要があり、皆さんに検討

いただきたいと思っています。例えば、農山村での環境共育 PJでは民泊をすることになっている

が、だれがどこで受け入れ、どのような事を伝えていくかなど、何も決まっていない状況です。

また、このプロジェクトについては、リーダーも決まっていない状況です。今後、どのように進

めていくか意見をお願いします。 

・福知山公立大学の中尾先生に声をかけてみればいいのでは？ 

連絡してみてよいと思う。来年度は交流観光コースを作ることになり、そのコースを選んだ学



生達にシステムを考えてもらうのも良いかもしれない。 

大学にも専門の先生がいるので聞いてみるのも良いかもしれない。 

環境人育成セミナーも動いていない。講師を育てるという意味では、連携して実施してもいい

かもしれない。 

一部でもいいので、様々な団体に声をかけてみたらいいと思う。 

 

５ 今後の行事について 

・由良川・里山 PJ 明智藪整備 

日時：１１月２５日（金）午前 10時～午後 3時 

場所：明智藪 

・生きもの調査 PJ 鳥大好き展 

日時：１１月３０日（水）～12月１０日（土） 

場所：ギャラリー喫茶「風音」 

・由良川・里山 PJ 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 

・ゴミの減量化と生ごみの堆肥化 PJ 生ごみ堆肥化講習会 

日時：１２月１３日（火）午後１時～午後３時 

場所：環境パーク 

・生きもの調査 PJ 三段池ビオトープ整備 

日時：１２月１７日（土） 

場所：三段池 

・由良川・里山 PJ 木工教室  

日時：１２月２２日（火）午後 1時～午後３時 

場所：環境パーク 

 

次回幹事会 

日時：１２月２２日（木）午後 6時３０分～ 

場所：環境パーク 2F 


