
平成２５年度 第９回福知山環境会議幹事会 

 

日時：平成２６年１月２４日（金） 

午後６時３０分～ 

   場所：     中央公民館３５号室 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 報告事項 

（１）各プロジェクト報告について 

 

（２）チームドッコ進捗状況について 

 

 

３ 協議事項 

   ・みどりのカーテン日本一計画について  

 

・福知山市環境基本計画の見直しについて （市長・副市長との協議を受けて） 

 

 

４ その他 

 

 

５ 今後の行事 

１月３１日（金） ラストメモリアルゲームズ in国立（東京国立競技場） 

２月１日（土）  由良川・里山 PJ定期活動 

２月８日（土）  ちびっこスポーツ大会（福知山市三段池体育館） 

２月９日（日）  関西ご当地キャラまつり in天保山（大阪市内） 

２月１１日（火） 関西ご当地キャラまつり in天保山（大阪市内） 

２月２２日（日） ＫＴＲ体験フェアにゴーヤ先生が参加（JR西舞鶴駅） 

３月１日（土）  由良川・里山 PJ定期活動 

３月初旬    サケの稚魚放流会 

 

次回幹事会開催予定日 

    ２ 月   日（   ）   場所：                     



広報プロジェクト活動報告 

～環境会議ブログ「ゴーヤ先生の絵日記」より抜粋～ 

 

2014年 01月 17日  

１月３１日（金）東京国立競技場にゴーヤ先生登場ゴーヤ☆  

みんな！ゴーヤ先生ゴーヤ☆ 

 

１月１９日（日曜日）はいよいよ毎年

恒例の「天皇盃 全国都道府県対抗

男子駅伝（ひろしま男子駅伝）」ゴー

ヤ☆ 

会場にお越しになるおともだちぜひ

楽しみに待っていてゴーヤ☆ 

会場に来れないおともだちはＮＨＫ

第一の生放送をチェックゴーヤ！ 

 

さて、今日はゴーヤ先生からお知ら

せゴーヤ☆ 

ゴーヤ先生がなんと「東京国立競技

場で１００ｍ」を走るゴーヤ！！ 

２０２０年東京オリンピックの開催に向けて改築が予定されている東京国立競技場で「ラストメモリアルゲ

ームズｉｎ国立」 というイベントが開催されるゴーヤ☆ 

 

このイベントを盛り上げるために、ご

当地キャラクターが数キャラクター参

加する予定。 

ゴーヤ先生といえば・・・ 

 

２０１１年初めての広島男子駅伝

で・・・ 

 

「ご当地キャラ駅伝」で見事な健脚を

見せ堂々の一位～  

 

 

 

 

http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/entry-11751763852.html
http://www.japan-ultramultievents.com/lmg-kokuritsu/
http://www.japan-ultramultievents.com/lmg-kokuritsu/
http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11751763852-12816416539.html
http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11751763852-12816421270.html


 

２０１２年 ２回目のひろしま男子駅

伝では・・・ 

 

くまモンさんになぜか「羽交い絞め」

にされ～  

 

２０１３年 ひろしま男子駅伝では～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お天気も良くて光合成ＭＡＸでレッド

カーペットを駆け抜けたゴーヤ～☆ 

 

というわけで、東京国立競技場でも

健脚を見せる予定ゴーヤ！！ 

関東方面のおともだちはぜひ応援

に来てほしいゴーヤ☆ 

（登場時間などについては、まだ未

定ですので決まり次第お知らせする

ゴーヤ） 

おともだちキャラクターも数キャラク

ターさん一緒にいくので、登場キャ

ラクターなどは公式ホームページか

らもお知らせがあると思うのでぜひ

楽しみにしていてほしいゴーヤ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11751763852-12816421269.html
http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11751763852-12816421271.html


2014年 01月 22日  

ゴーヤ先生・ちびゴーヤオフィシャルネットショップ開店ゴーヤ～ゴーヤ～♪  

  

みんな！おまたせー！！  

 

ゴーヤ先生から苦汁ビシャ～ なお知ら

せゴーヤ☆ 

 

みなさまからご要望をいただいておりまし

た「ゴーヤ先生・ちびゴーヤオフィシャルネ

ットショップ 」が本日開店～開店～ゴー

ヤ！！ 

 

 

 

 

ゴーヤ先生のマネージャーさんの愛情た

っぷり手作りショップなので、みなさまには

軌道に乗るまでご迷惑をおかけするかもし

れないけれど、ご理解をおねがいしますゴ

ーヤ☆ 

（当面の間は銀行振り込みのみの対応、代引きは２月中旬開始予定ゴーヤ☆） 

 

商品もすこしずついろんな種類

を増やしていって、みなさんに

楽しんでもらえるように頑張っ

ていきたいと思っているゴーヤ

☆ 

 

みなさんにお買い上げいただ

いたグッズの売り上げは、ゴー

ヤ先生がみんなに会いにいく

ための活動費になったり、こど

もたちに「みどりのカーテン」を

普及するための費用になるゴ

ーヤ！ 

 

ぜひこれからもゴーヤ先生・ち

びゴーヤをよろしくお願いしま

すゴーヤ！！ 

 

http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/entry-11755487142.html
http://goyasensei.cart.fc2.com/
http://goyasensei.cart.fc2.com/
http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11755487142-12821719449.html
http://ameblo.jp/fukuchiyama-kankyokaigi/image-11755487142-12821719450.html


みどりのカーテン日本一のまち福知山実施計画書
（兼：エスペック（株）みどりの学校　中期計画目標達成計画書）

作成：2013年12月16日
エスペック（株）環境管理部：土田　真奈見

実施施策 次年度への課題 実施施策 課題・気づきなど 実施計画（案） 課題と対策 実施計画 課題と対策
エスペックにて苗配布 現状維持 エスペックにて苗配布 現状維持 エスペックにて苗配布

①環境政策室：苗配布
②出前授業：２校

①環境政策室：苗配布
②出前授業：３校

×出来栄えが悪い
×指導が行き届いていない
○先生が「ゴーヤ先生養成セミナー」に参加した
学校の出来栄えは良かった。

・惇明、上豊富小をモデル校に
・4月頭に学校へ「①ゴーヤ先生授業」＋「実
施のお願い」の発行＆アドバイス・モデル校
設定要（ＰＴＡとの連携）
・ＰＴＡ会長会などでの研修会実施
・府「夏休み省エネチャレンジ」の項目として
みどりのカーテンを入れてもらう。
・みどりのカーテン出来栄えコンテスト

①環境政策室：苗配布
②出前授業：０校
③学校訪問指導：０校

①環境政策室：苗配布
②出前授業：０校
③学校訪問指導：２校

×出来栄えが悪い ・生徒会美化委員会との連携

①環境政策室：苗配布
86施設/93施設＝92％

①環境政策室：苗配布
83施設/91施設＝91％

×市本庁でみどりのカーテンが実施されない
×市の取り組みという認識が低い
×市職員のエコ意識が低い

・本庁実施（エコ推進委員の活用）
⇒ＫＥＳ２０１４年度目標に「みどりのカーテ
ン実施」を組み込んでいただく

市民会館大ホールにて
開催：　120名参加

地域公民館10カ所にて実施
参加者数：　184人

○全市域で苗が受け取れる体制としては重要 公民館行事として計画していただくための
要請文を１月末頃に発行

折り込みチラシ（両丹）
4/30実施

現状維持 折り込みチラシ（両丹）4/30実施
×新規実施世帯が少ない
×周知力がまだ低い

・組回覧板の活用（印刷枚数増、折り込み
料低減）⇒４月３日に実施する

対策なし 対策なし
×市街地の実施率低い
×集合住宅での実施率低い

・集合住宅でもできるみどりのカーテン提案
・市街地地域での講習会実施
・ホームセンターとの連携（バザール・コーナ
ンなどに打診）

・市営住宅の使
用規定調査要
・賃貸物件管理
会社へ調査

対策なし 対策なし
△ゴーヤ＝畑で育てるもの
△みどりのカーテンをそだてなくても、山が家に
近いので十分涼しい⇒ゴーヤ生産量確保として

・アオイ通り3丁目（レモ
ングラス）への苗配布

広小路をモデル商店街
に（⇒アーケード撤去の
ため次年度持越し）

・アオイ通り3丁目（レモングラス）への苗配布 レモングラス・広小路をモデル地区に
・老人向けのみどりのカーテンイベント検討
・ゴーヤスイーツの開発

8件 17件
×応募者が少ない
×告知時期が悪い（４月末・９月に広報）
×審査基準が不明確

・魅力的な賞品に
・団体部門（例：自治会、ＰＴＡ、商店街など）
設定
・応募のための広報カードを8月頭に発行要

一般市民数 14人
環境会議会員 25人
環境会議事務局 24人

一般市民数 28人
環境会議会員 39人
環境会議事務局 8人

○全体を把握する方法としては有効
×かなりのスタッフの数と労力がかかる

・中学生生徒の活用
・団体での調査協力要請
・市職員活用

○ゴーヤ茶の事業化要請有（市民アイデア事業）
○ゴーヤ甘納豆売れ行き好調（ゴーヤ先生物
販）

・ゴーヤ茶製造団体との調整
・ゴーヤ茶試作
・ゴーヤ茶列車（11月）

生ごみくるりんの導入
⇒家庭では使いにくい
（婦人会の意見）

木箱を使った生ごみ堆肥化継続（ＳＰ液販売）
アグミック（日本殖産）の導入

○生ごみＰＪとしても再活性化したい
○アグミック＝バザールなどで売れ行き好調・気
仙沼でも効果発揮

・木箱を使った堆肥化のマニュアル本作成
・マニュアルを使って講習会実施
・事業所食堂単位での堆肥化⇒成分分析

×出口戦略ができていない
×健康によいという広報が不十分

・ゴーヤを食べる事の健康増進活動
・熱中症対策としてのみどりのカーテン活動
・ゴーヤ料理コンテスト（都市ガス株式会社
との連携）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
保育園 286 500 448 600
幼稚園 0 50 4 100
商店街 350 400 280 500
市民（社員） 287 700 297 400
市民（一般） 857 1400 247 2200
市内（企業・団体） 747 1000 441 500
市外（社員） 194 450 184 500
市外（ｴｽﾍﾟｯｸ事業所） 50 200 165 300
市外（一般・団体） 3323 3300 2934 4000
合計 6000 6094 8000 5000 9100

小学校 293 326 400
中学校 236 270 350
公共施設 398 460 600
市主催講習会 255 530 700
その他市民 2458 1294 1950
環境会議合計 0 3640 0 2880 4000 0 0 0

実購入数　3640 実購入数　2880 4000苗×@80＝\320,000

平成24年/2012年

7.44%/2,024件

27,205
平成26年/2014年

15%/5,160件10%/3,434件

平成25年/2013年

7.27%/2497件

34,339

環境会議
苗配布数

年度
世帯数（※準世帯を除く8月末Data)

ターゲット

平成27年/2015年

25%/8,600件
34400（仮定） 34400（仮定）

ターゲット：小学生のいる家庭・主婦層（テーマ：料理・美容・健康）

市主催講習会

一般世帯

エスペック
苗配布数

「食べる」健康推進のための
アイテムとして

実施率調査（調査員人数）

コミュニティビジネスとして

生ごみ堆肥化ＰＪとの連携

目標（実施率/件数）

実績（実施率/件数）

市街地世帯

周辺地域世帯

商店街対策

自慢コンテスト（応募者数）

保育園

小学校

中学校

公共施設






