
 

平成 29 年度 福知山環境会議第９回幹事会議事録 

 

開催日時：平成２９年１２月２１日（木）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 土田・山本・宮本・田村・平野・森田・佐藤（秀） 

         小柴・岸田・佐藤（正）・足立・岩木 

１ あいさつ 

（１） 開会挨拶 （土田副代表） 

・今年最後の幹事会となりましたが、協議事項等、積極的に話し合いましょう。 

宜しくおねがいします。 

 

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（出張講座） 実績報告（宮本） 

・日  時：平成 29年１２月４日(月)  午前１０時３０分～午後０時１０分 

・開催場所：中丹支援学校中学部 

・参 加 者：生徒：8名 教師：4名、宮本、足立 

・内  容：8月に実施した竹林と光のプロムナード祭で和紙絵画を提供していただいた中丹支援学校 

中学部の生徒 8 名に対し、木工教室を実施しました。今回の教室は、「生活探検学習」と

いう中丹支援学校の授業カリキュラムの一つとして実施しました。この授業では、年間を通

して、地元福知山のことを知ることを目的としており、今年後半は、福知山の自然環境（特

に由良川）と蛇ヶ端御藪（明智藪）の歴史をテーマに取り組んでいただいています。今回の

授業は、4コマで一つの学習が完了する構成になっており、1コマ目は座学にて蛇ヶ端御藪

（明智藪）の歴史や関連する人物を学び、2コマ・３コマで地元の自然資源を使用した木工

教室（12/4灯篭、1/10バランストンボ）、最後に由良川・蛇ヶ端御藪（明智藪）の現地

視察（12/30予定）という授業になっています。 

今回の授業では、全員が積極的に参加し、穴あけ、のこぎりを使った切断、和紙の貼り付け、

磨き仕上げを実施し、すばらしい灯篭を作り上げていました。この灯篭は、来年度の竹林と

光のプロムナードで設置する予定です。 

 

② 蛇ヶ端御藪（明智藪）整備活動 実績報告（宮本） 

・日  時：平成 29年１１月２２日(水)  午前１０時～正午 

・開催場所：蛇ヶ端御藪（明智藪） 

・参 加 者：宮本、古髙、三恵観光株式会社（宮山 他 7名）、足立、柿木 

・内  容：今回は、福知山環境会議の事業者会員である三恵観光株式会社の社員の皆様が多数参加い 

ただき、たくさんの参加者で活動を行いました。10月の台風 21号で由良川が増水した

こともあり、倒れた竹や流れ着いたゴミ等が多数あったため、これの撤去を行いました。

また、堤防周辺のゴミ拾いや草引きも行いました。ただ、当日は、昼ごろから雨が強くな

り、残念ながら午前中のみの活動となりました。 

 



○生きもの調査ＰＪ 

  ① 「鳥大好き！自然大好き！展」ＦＡヤマセミの会展示会 実績報告（佐藤（正）） 

・日  時：平成 29年１１月 2９日（水）～平成２９年１２月９日（土） 

・参 加 者：市民 160名、環境会議 20人（FA ヤマセミの会） 

    ・内  容：今年も、鳥の写真やイラスト、彫刻、ササゴイ保護活動の報告書などを展示しました。 

新聞でもお知らせいただけたので、たくさんの方に来場いただきました。 

 

    ② リユースクラフト「フェルトの小鳥づくり」 実績報告（佐藤（正）） 

・日  時：平成 29年１２月 2日（土）午後１時～午後３時 

・参 加 者：市民 5名、環境会議 2名（大槻、事務局 佐藤） 

・内  容：今回、初めて参加者を募って開催しました。先着 5 名でしたが、すぐにいっぱいになり

ました。 

材料には、様々な色のフェルトや、環境パークに持ち込まれた資源（毛糸）を活用し、専 

用の針を使いながら、メジロやルリビタキなどの希少な鳥をつくりました。みなさん、楽 

しく作業されました。 

 

○ゴーヤ先生広報ＰＪ 

① 活動実績報告（土田副代表） 

・内  容:ア 福知山ボランティアまつり 

（平成２９年１１月１９日（日）） 

（福知山市総合福祉会館） 

     イ 世界キャラクターさみっと in 羽生 

       （平成２９年１１月２５日（土）～平成２９年１１月２６日（日）） 

       （埼玉県羽生市 羽生市水郷公園） 

ウ アキバエンタメマラソン 

       （平成２９年１２月１０日（日）） 

       （東京都日比谷公園） 

     エ 平昌五輪開催地 SNS 広報ツアー 

       （平成２９年 1２月１３日（水）～平成２９年１２月１５日（金）） 

       （韓国 平昌） 

    ・平昌五輪開催地 SNS 広報ツアーは、ご当地キャラクターがぬいぐるみで広報するツアーで 

このツアーにゴーヤ先生も参加しました。現地では、交流会もありました。また、平成２９

年１１月２５日（土）～２６日（日）「世界キャラクターさみっと in 羽生」（埼玉県羽生

市 羽生水郷公園 来場者数３１万人）で行われた「第４回 羽生キャラクターズコレクシ

ョン（通称：はにゅコレ）」の団体戦で、ゴーヤ先生含む京都のユニットＫＳＧ（京都セレ

クテッドグループ）が 「羽生ロータリークラブ インパクト賞」を受賞しました。 

当日のステージでのパフォーマンスや、衣装の完成度を高く評価いただき、昨年度の団体戦

2位に引き続き、賞を得ることができました。 

今年の衣装は、懐かしいヤッターマン。 

ゴーヤ先生は環境 PRも兼ねて、「ヤッターマン 1号」の衣装を、環境ボランティア団体「エ 

コ美遊(びゆう)」さんに古布でリサイクル製作いただき、着用しました。 

京都をＰＲするユニットＫＳＧメンバーとして、京都府京田辺市キララ商店街の「キララち 



ゃん」、京の三条まちづくり協議会 観光大使の「和み柴っこ」（なごみしばっこ）ととも 

に、ヤッターマンをテーマとした楽しいパフォーマンスで会場を盛り上げたことはもちろん、 

素晴らしい衣装はとてもインパクトがあり、受賞することができました。 

この入賞をステップに、京都府内のキャラクターを代表し、ＫＳＧというユニットで京都府 

や福知山市を全国にどんどんＰＲしてまいりたいと思います。 

このほか、福知山駅北口公園花時計（福知山市市民憲章推進協議会運営）に府立工業高校の 

生徒が製作したゴーヤ先生人形が取り付けられました。冬季イルミネーションに合せて設置 

されました。 

 

○雨水の有効利用ＰＪ 

① 啓発パネルの展示について（岩木） 

・内  容：ゴーヤ先生が「雨水貯留槽」「生ごみ堆肥化」「みどりのカーテン」を紹介するＰＲパネ

ルを、治水記念館に展示しました。 

・日  時：平成 29年１１月 2０日（月）午後１時３０分 

・場  所：福知山市治水記念館 

 

 

 ○福知山グリーン生活情報マップ作成活動ＰＪ 

① 消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワークの会議について（岸田） 

・内  容：消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク”の会議が１１月３０日、京都で行わ 

れ参加しました。 

日時：平成２９年 11月 30日（木）10:30〜16:50 

場所：京染会館（京都市） 

 ・「企業のエシカル通信簿」2017について、12月 17日に、今回対象とした 12 企 

業に調査票を送信されたところです。「ぐりちょ」について、新たに増加する品目に

ついて作成が進行中です。 

 

○ごみの減量化と生ごみ堆肥化ＰＪ 

① 家庭用生ごみ堆肥づくりモニター 意見交換会 

・日  時：平成２９年１１月２２日(水)  午後 1時 30分～午後３時 30分 

・場  所：福知山市環境パーク 

・参 加 者：７名 

・講  師：森田愛子  施設見学説明：佐藤正規  事務局：岸田 

・内  容：最初に、環境パークの廃棄物処理施設の見学をしました。廃プラスチックの手選別ライ 

ンなどを実際に見ていただき、ごみの処理にどれだけ手間がかかっているかを実感して

もらいました。その後、意見交換に移り、堆肥化アンケート結果の説明、アンケートで

の質問事項の回答を森田さんにお世話になりました。また、参加者にはそれぞれどのよ

うに生ごみ堆肥化に取り組まれているか語っていただき、生ごみの廃棄量が減ったこと

や、堆肥化で注意していることなどを聞くことができました。参加者の方々には、今後、

この堆肥化方法を各地域で広めてもらうよう依頼しました。 

 

 



   ② 生ごみ堆肥づくり講習会 

    ・日  時：平成２９年１２月１３日(水)  午後 1時～午後２時 

・場  所：福知山市環境パーク 

・参 加 者：１名、事務局：岸田 

③ 環境パーク施設見学と生ごみ堆肥づくり講座  

・日  時：平成２９年１１月２９日(水)  午後１時 30分～午後４時 

・場  所：福知山市環境パーク 

・参 加 者：１０名 （福知山市食生活改善推進員） 

・講  師：森田愛子 事務局：佐藤（正） 

・内  容：食生活を見直して健康づくりを実践する人を増やすため「福知山市食生活改善推進員 

（ヘルスメイト）養成講座」が毎年開催されており、そのカリキュラムの一環として、

食と深く関わりのある生ごみの処理やごみの減量化を学ぶため、環境パークにも見学に

訪れています。 

今回は、生ごみ堆肥の作り方も知っていただくため、パーク見学とあわせて堆肥づくり

講座も受講いただきました。 

海外から輸入されたオレンジやグレープフルーツなどの皮は、強力な腐敗防止の薬品が

使われているため、なかなか微生物に分解されないという話のところでは、自分が食べ

るものへの安全性についても再認識されていました。 

みなさん「受講して良かった」とおっしゃっておられました。 

このほか、「みどりのカーテン」と「雨水タンク」も PRしました。 

受講者の中には、みどりのカーテン自慢コンテストで毎年入賞されている方もおられま

した。 

 

 （２）その他の活動 

  ・２０１７福知山ボランティアまつり 「福知山環境会議ブース出展」について 

・開催場所：福知山市総合福祉会館 全館 （福知山市字内記） 

・日  時：平成２９年１１月１９日（日）午前１０時～午後３時 

・参 加 者：一般観覧者 約３００人 

      福知山環境会議 ４人（土田副代表、ゴーヤ先生、事務局：小柴・佐藤）  

・内  容：福知山市内のボランティア（約 80団体・個人）が、一堂に会する「2017福知山ボ 

ランティアまつり」が開催され、福知山環境会議もブース展示と舞台発表で参加しま 

した。 

ゴーヤ先生の人気は絶大で、握手や記念撮影を求める人たちで賑わいました。 

囲碁体験コーナーでは、子ども向けに「温暖化防止どうぶつしょうぎ」を設置し、ゴー 

ヤ先生が一局交えるパフォーマンスをしました。このほか、川口中学校ゴーヤボランテ 

ィアの展示発表もありました。 

 

・京都府環境フェスティバル２０１７ ブース出展について 

・開催場所：京都パルスプラザ（京都市内） 

・日  時：平成２９年１２月９日（土）、１２月１０日（日） 

・参 加 者：一般観覧者  

      福知山環境会議（福知山市連合婦人会）  



・内  容：生ごみ堆肥づくりの写真と福知山市内で育てられたみどりのカーテン写真を展示しまし 

た。来場者からは、みどりのカーテンの立派な写真に驚きの声がよせられていました。 

 

 （３）表彰関連 

  ・自治体政策評価オリンピックの先進事例表彰について（土田副代表） 

（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、本市も平成２９年９月２０日付けで応募した結果、本市が取

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、

主催者から公表になりました。 

 

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 

（代表幹事 杦本(すぎもと)育生(いくお)） 

●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 

※「環境首都創造フォーラム 2017in 奈良」が１１月２０日(月)～２１日(火)に奈良市

で開催され、その中で全国の先進事例発表会があり、本市からも市民を代表として、長

年、みどりのカーテンプロジェクトを先導して来られた福知山環境会議の副代表 土田

真奈見(つちだまなみ)さんに「みどりのカーテンを基軸に環境基本計画を推進！福知山

市（福知山環境会議）の取り組みご紹介」と題し、発表いただきました。 

 

 （４）サケの飼育者募集について 

  ・サケの飼育者募集について（佐藤（正）） 

・内  容：福知山環境会議と由良川流域ネットワークでは、福知山のすばらしい環境を、１００ 

年後の子どもたちに引き継ぎ、「持続可能で豊かな福知山」を育てていく活動をしてい

ます。 

その活動の一環として、毎年、由良川流域（舞鶴・綾部・福知山）で実施されている「サ

ケの飼育・放流活動」を、広く市民の方に知っていただくために、参加を呼びかけてい

ます。 

１２月２２日（金）まで飼育参加者を受付していますが、今年はサケの卵の成長が早い 

ため、卵の配布日を早めて１２月２７日（水）に配布します。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 



３ 協議事項 

  ・「We do Kyoto 宣言」について（佐藤（正）） 

   ・内  容：「京都議定書」の誕生をきっかけに世界に広まった言葉「ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？ 

（環境にいいことしていますか？）」の答えとして、率先して環境行動（エコアクショ

ン）に取り組む意思を宣言する個人や団体を京都府が募っており、福知山環境会議とし

ても「We do Kyoto 宣言」を行うかどうかを協議しました。 

協議の結果、みどりのカーテンＰＪをはじめとする地球温暖化防止活動や、様々な環境

行動を実行していることから、福知山環境会議として宣言することとしました。 

 

・みどりのカーテンの殿堂について 

・内  容：みどりのカーテン自慢コンテストの殿堂入りの条件、待遇を協議しました。協議の結果 

次回、幹事会にて意見をまとめた案を提示することになりました。 

 

・滋賀県立大学 環境パートナーシップ組織に関する研究・質問について 

・内  容：滋賀県立大学からパートナーシップ組織に関する研究の質問がきており、福知山環境会 

議として組織会員がやりがいを感じている活動に関して協議しました。協議した質問へ

の回答は事務局でとりまとめ回答することになりました。 

 

４ その他 特になし 

 

５ 今後の行事について 

12/27（水）由良川活動 竹林整備（10：00～15：00）蛇ヶ端御薮 

12/27（水）サケ卵の仕分けと配布（13：00～）中丹広域振興局 綾部総合庁舎 

1/7（土）冬の探鳥会と七草がゆ（9：00～11：00）三段池 

1/10（水）木工教室 中丹支援学校 

1/13（土）毛原モデルフォレスト活動（10：00～15：30）大江町毛原 

1/16（火）生ごみ堆肥化教室（13：00～15：00）環境パーク 

1/30（火）中丹支援学校 由良川・蛇ケ端藪（明智藪）現地視察 

 

 

 

 

 

６ あいさつ 

閉会挨拶 （山本） 

    ・一年間、さまざまな活動をおこなっていただきありがとうございました。今後も、体調には十分 

気をつけていただき良い新年をむかえましょう。 

 

次回幹事会 

日時：１月１９日（金）午後 6時３０分～ 

場所：未定 

 


