平成 29 年度

福知山環境会議第８回幹事会議事録

開催日時：平成２９年１１月１５日（水）午後６時３０分～午後８時０0 分
場

所：環境パーク 2 階

研修室

出 席 者：１２人 田倉・土田・山本・宮本・大槻・田村
小柴・井上・岸田・佐藤（正）
・足立・岩木
１

あいさつ
（１） 開会挨拶 （田倉代表）
・寒くなり幹事会も８回をむかえました。今回は、みどりのカーテン自慢コンテストの表彰式を
はじめ各プロジェクトの活動実績の報告を楽しみにしています。

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 実績報告（宮本）
・日

時：平成 29 年１０月２６日(木)

午後１時～午後３時

・開催場所：福知山市環境パーク
・参 加 者：市民２名、宮本
・内

容：今回は、参加者も少なかったこともあり時間に余裕ができ丁寧に教えることができまし
た。

○生きもの調査ＰＪ
① 三段池ビオトープ整備 実績報告（大槻、佐藤（正））
・日

時：平成 29 年１０月 2１日（土） 午後１時３０分～午後３時

・参 加 者：自然科学協力員会 ３名
・内

容：のびてきた草刈りを実施しました。
※平成２９年１１月２９日（水）～１２月９日（土）まで福知山市興にあるギャラリー喫
茶風音にて、恒例の「鳥大好き！自然大好き展」をします。１２月２日には、リユースク
ラフトとしてフェルトで小鳥作りをしますので、ぜひ、参加ください。

○ゴーヤ先生広報ＰＪ
① 活動実績報告（土田副代表）
・内

容:ア ご当地キャラ博 in 彦根
（平成２９年１０月２１日（土））
イ 釣りごはん選手権
（平成２９年１１月４日（土））
ウ

未来は元気フェステバル２０１７
（平成２９年１１月１１日（土））

釣りごはん選手権では、魚を練って作った「お菓子じゃないよ明石なドーナツ」をゴーヤ
先生の作品として応募しました。

○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表彰式 実績報告（家庭・団体部門）（岩木）
・日

時：平成２９年１１月８日（水）午後 3 時～午後 4 時

・開催場所：環境パーク 2 階研修室
・参 加 者：受賞者 6 人（同行者 1 人も含みます。）、土田副代表、ゴーヤ先生、事務局 4 人
・内

容：家庭・団体部門の表彰式を環境パーク２階研修室にて行いました。家庭・団体部門の受
賞者全員が参加され賞状とゴーヤ先生のぬいぐるみを副賞として贈呈しました。また、
表彰式の後には、意見交換会をおこない、みどりのカーテンに関する思いを話し合いま
した。意見の中には、実施率調査を自治会単位で市民に調査してもらってはどうか？と
いう提案や、毎年行っている地域公民館での講習会は、苗の配布だけとせずに、講習会
を開催すべきでは？との意見をいただきました。今後、いただいた意見を参考に、みど
りのカーテン実施率日本一プロジェクトを盛り上げたいと思います。

②みどりのカーテン自慢コンテスト表彰式 実績報告（教育・保育部門）（岩木）
ア 福知山聖マリア幼稚園
・日

時：平成２９年１１月６日（月）午後 1 時 30 分～午後 2 時

・開催場所：福知山聖マリア幼稚園
・授 与 者：土田副代表、ゴーヤ先生、事務局 1 人
イ 福知山市立金谷保育園
・日

時：平成２９年１１月６日（月）午後 3 時 30 分～午後 4 時

・開催場所：福知山市立金谷保育園
・授 与 者：土田副代表、ゴーヤ先生、事務局 1 人
ウ 福知山市立惇明小学校
・日

時：平成２９年１１月７日（火）午後 2 時 30 分～午後 3 時

・開催場所：福知山市立惇明小学校
・授 与 者：土田副代表、ゴーヤ先生、事務局 1 人
・内

容：教育・保育部門に関しては、受賞教育機関からの強い要望により、訪問形式で表彰式を行
いないました。土田副代表、ゴーヤ先生から賞状と副賞を贈呈しました。贈呈後、ゴーヤ
先生が植物を育てる大切さを子ども達に伝えました。この表彰を、きっかけに環境にさら
に興味をもってほしいと思います。

③市役所本庁舎パネル展示（岩木）
・展

示：平成２９年１１月９日（木）～平成２９年 11 月 20（月）まで展示

・展示場所：福知山市役所本庁舎 1 階ロビー
・内

容：受賞者の作品を展示しました。なお、展示の趣旨がわかるように趣旨説明文も展示してい
ます。
※今年は、スペースの関係で受賞者のコメントの展示は、割愛させていただきました。

○雨水の有効利用ＰＪ
① 啓発ポスターの作製について（佐藤（正））
・内

容：ゴーヤ先生と、雨水貯留槽、生ごみ堆肥化、みどりのカーテンがコラボしたポスターを作
製し、「２０１７三和ふれあいフェステバル」で展示しました。
治水記念館でも展示予定です。

○福知山グリーン生活情報マップ作成活動ＰＪ
① ぐりちょ Green＆Ethical Choices のチラシについて（岸田）
・内

容：ぐりちょに関する内容を記載したチラシができたので紹介します。
このチラシはイベントなどで配布していきたいと思います。広報ふくちやまでも紹介し
たので、盛り上がりをみせています。

○ごみの減量化と生ごみ堆肥化ＰＪ
① 生ごみ堆肥づくり講習会（１１月）
・日

時：平成２９年１１月１４日(火)

午後１時～午後２時３０分

・参 加 者：４名
・講

師：森田愛子

事務局：岸田

・内

容：いつもと同様に、木箱により堆肥化が簡単にできるノウハウを説明しました。
今回は、受講者４名中、男性が３人と、いつもより男性が多く参加されていました。皆
さん興味深く聴いていただき、堆肥化に取り組んでもらえそうでした。

（２）その他の活動
・２０１７三和ふれあいフェステバル環境ブース出展について
・開催場所：三和荘周辺 （福知山市三和町寺尾）
・日

時：平成２９年１１月１２日（日）午前１０時～午後３時

・参 加 者：一般観覧者 ２００人
京都府地球温暖化防止活動推進員 ２人（山内氏、大槻氏）
福知山環境会議事務局 ３人（小柴、岸田、佐藤）
・内

容：毎年「みどりのカーテン実施率調査」で、三和地区の調査をお世話になっている京都府
地球温暖化防止活動推進員の山内氏の呼びかけで、今年も「2017 三和ふれあいフェ
スティバル」に「環境ブース」を出展しました。
大変多くの来場があり、手回し発電体験や、パリ協定解説パネル、福知山環境会議の活
動報告、木工教室作品、ごみの減量に関するパンフレットなどをご覧いただきました。
このほか、会場内では、三和中学校の生徒たちが「サケの飼育観察記録」や「大原神社
に伝わるサケ伝説」、「大原神社のオタビスギ」などの研究成果も展示発表されていま
した。
三和中学校の吉田武彦先生は「サケ伝説→サケ飼育→サケが遡上する地形（水害・水不
足）→地球環境問題→後世に伝承。この一連の流れを、小さいときから段階を踏んで学
んでいってほしい」とおっしゃっていました。

（３）表彰関連（岸田）
・「市制施行８０周年記念式典」感謝状贈呈について（田倉代表）
・内

容：平成２９年１１月１１日（土）におこなわれた市制施行８０周年記念式典に出席し感謝
状をいただきました。
福知山環境会議のみなさまのお力があったからこその表彰だと思
っています。私自身も気持ちを引き締め、今後も活動を続けていきたいと思います。

・自治体政策評価オリンピックの先進事例表彰について（佐藤（正））
（環境首都創造ファーラム 2017 in 奈良）
・内

容：深刻化する地域や地球規模の環境問題解決のため、持続可能で豊かな地域社会を創るこ
とを目的に「第１回 自治体政策評価オリンピック」（環境首都創造 NGO 全国ネット
ワーク主催）が開催され、福知山市も平成２９年９月２０日付けで応募した結果、福知
山市内で取り組んでいる「みどりカーテン実施率日本一プロジェクト」が先進事例表彰
に決定し、後日、主催者から公表になります。
気候変動緩和（地球温暖化防止）につながる「みどりのカーテン」を、多くの市民が市
と一体となって実施し、実施率も含めて調査している自治体は珍しく、さらに、雨水タ
ンクや生ごみ堆肥の利用も啓発しながら普及拡大を図っている点を高く評価されまし
た。
●行事名 「第１回自治体政策評価オリンピック」
●主 催

環境首都創造 NGO 全国ネットワーク

●表彰名

先進事例表彰
【気候変動防止】みどりカーテン実施率日本一プロジェクト

公表に先行して、「環境首都創造フォーラム 2017in 奈良」が１１月２０日(月)～２
１日(火)に奈良市で開催され、表彰と先進事例発表会がおこなわれますので、長年、み
どりのカーテンＰＪを先導してこられた土田副代表に発表いただきます。
（４）寄付
・由良川・大江山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ実行委員会様より（佐藤（正））
・内

容：由良川・大江山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ実行委員会様から環境保全協力金として
ご寄付をいただきました。

３

協議事項
・平成３０年度 ゴーヤ育苗依頼について（岩木）
・内

容：来年度も、みどりのカーテン普及活動として講習会等で配布するゴーヤの育苗依頼を
検討しています。今年度の配布実績から来年度も同様の育苗依頼をしたいと思います。

４

その他 特になし

５

今後の行事について
・11/18（土）三段池ビオトープ整備（13：30～15：00）三段池
・11/19（日）福知山ボランティアまつり 環境会議コーナー
（10：00～15：00）総合福祉会館
・11/20（月）～21（火）「環境首都創造フォーラム 2017 in 奈良」事例発表等
奈良ロイヤルホテル
・11/22（水）由良川活動 竹林整備（10：00～15：00）蛇ヶ端御薮
・11/22（水）生ごみ堆肥化モニター意見交換会（13：30～15：30）環境パーク
・11/29（水）～12/9（土）鳥大好き！自然大好き！展
（10：00～18：00 日・月・火を除く）ギャラリー喫茶 風音
・12/2（土）リユースクラフト「フェルトの小鳥づくり」（13：00～15：00）
ギャラリー喫茶 風音
・12/9（土）,10（日）京都府環境フェスティバル 2017 ブース出展
京都パルスプラザ
・12/13（水）生ごみ堆肥化教室（13：00～15：00）環境パーク

６

あいさつ

（１） 閉会挨拶 （土田副代表）
・市制施行８０周年記念式典で感謝状をいただけたのは、本当に素晴らしいことです。
私たちの活動が、もっと色々な方に認めていただけるよう頑張りましょう。
次回幹事会
日時：１２月２１日（木）午後 6 時３０分～
場所：環境パーク 2F

