
環境の都　をめさして
汐　環境都市宣言

長岡京市環境の都づくり会議　平成30年度総会

日時：平成30年5月13日（日）15：00～16：30

場所：長岡京市市民活動サポートセンター1階　ミーティングスペース

総会次第

1．開会挨拶

2．蔑長選出

3．義決事項：

●　平成29年度事業報告の承藩

●　平成29年度決算報告の承藩

●　平成30年度役員体制の権藤

●　平成30年度事業計画案の承諷

●　平成30年度予算案の承罷

4．その他

5．閉会

（追記：総会終了後（17：30～）、6階配膳試食室にて親睦会を開催します。）
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新年度（平成30年度）に向けて一　帯の賢い遣択　COOLCHO忙E！－

今春当市には春風とともに、うれしい便りが幾つか飛び込んで来ました。

乙訓高校が乙訓地域から初めての甲子園（センバツ高校野球）出場を果たし、見事にベスト16の栄

誉を勝ち取りました。

続いて、2020年NHK大河ドラマは、“明智光秀r麒麟がくる」”に決まったそうで、長年にわたり当市や

府内外の光秀ゆかりの市町村が連携して誘致に取り組んできたのが実を結んだようです。

これらは環境取り組みとは直接関係はありませんが、市や地域を元気付け、活性化につながるもの

と期待されます。

一方、当市は平成13年（2001年）に「環境基本計画」を策定し、『つむぎ織りなす“環境の都”長岡

京を目指す』と内外に主音し、行政・市民・団体等が一体となって活動を開始し、その実現に向けて
“長岡京市環境の都づくり会議’’が翌年1月に発足しましたが、近年行政の動きを見ると、その患い■

活動が劣化してきているのでは？と懸念する声も出始めていました。

しかし、中小路市長は本年4月17日に、F地球濃疇化対策を推進し、快適な暮らしにもつながる「賢

い遭択」を促す運勤、rGOOL GHOIGE」量曹jを行ないました。そして、本年は環境都市主音から10

年目の節目の年でもあり、■環境の薔■を目指す決意を新たにされています。

心配する声を吹っ飛ばす、うれしい土言と患います。

ともあれ、個人がなすべきこと、“環境の都づくり会議”として行政や市民、各種団体・企業等と協力し

てなすべきこと、日本がなすべきこと、等に思いを巡らし、先ずは身近で我々が出来ることから着実に

今年も頑張って行きましょう日　－その先に、『環境の都』が見えて来ると信じて！一

幸いにも、当会には色んな分野で秀でた個性豊かな方が大勢活動してくれており、新しい方々の入

会もあって、互いに刺激を受けながら前進していきたいと願っています。

本年度も皆で協力し合って楽しい活動を、よろしくお願い申し上げます．

平成30年5月　　　長岡京市環境の都つくり会議　代表　江川宗治

（新年度の役員体制は、別紙「平成30年度役員（秦）」を参照下さい。）
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2017年度r慮壇の薗づくり会議1年間主審行書日程（妻鐘）　・18．4．1付け（M。はミーティングの略）

月 �共∴通 �環境教育 �エコ（地球温暖化防止等） �里山再生・西山F環境探検隊 �ビオトープ �竹林再生 �花いっぱい、まちあるき、広報、尊 

4 � � � �森林ホ’ラシティア（4′2） �すくすく筍堀（4／8．15，22． �竹林再生活動（毎週月曜） �西山体育館・中央公民館 

環都月例会議（4／11） � �エコPJT（4／18） �森林ホうンテげ（4／16） �29） �市民筍堀体鹸会（4／22） �線のサポーター（随時） 

竹あそび連絡協議会解散会（4／17） � � �西山F探検隊一1（4／22） �ビオ・竹・花PJT合同例会（4／20） ��花にしき筍掘り（4／14） 

5 � � �長岡第十小すくすく教室 �森林ホ’ランティア（5／7） �すくすく筍堀（5／6） �竹林再生活動（毎週月曜） � 

環轟H29年度総会・親睦会（5′13） �環境教育Mo（5／18） �エコPJT（5／16） � �すくすく憩いの轟く5／13） �市民竹の子蹴り隙く5／6） �緑のサポーター（随時） 

森林ホ●ランティア（5／21） �ビオ・竹・花PJT合同例会（5／17） �� 

6 �環境月間ホタル鑑賞の夕べ（／9．10） � �ゆりかご保育園環境行事（6／5，30） �森林尉ランティア（6／4） �すくすく憩いの森（6／10）中 �竹林再生活動（毎週月曜） �体育館・公民館花機替え（6／1） 

環都月例会議（＄／13） � �省エネ相談会（市役所＄／15） �森林尉ランチげ（6／18） �すくすく川遊び（6／17）中止 � �蕎麦打ち体験（6／18） 

市主催環境講演会（8／24） � �長岡第六小感友遊活動（6／17） � �ビオ・竹・花PJT合同例会（＄／21） �� 

7 � � �畏岡第十小すくすく教圭（＄／28） �森林ホ●ランテげ（7／2） �竹林再生活動（毎週月曜） ��環都ニュース発行（7／1） 

環諦月例会議（7／11） �環境教育Me（7／20） �エコPJTM8（7／用） �森林尉ランティアく7／16） �すくすく川遊び（7／15四小） ��みどりで笑顔の集い（7／8） 

ビオ・竹・花台PJT合同例会 �（7／柑） �体育館花壇整備（7／27） 

8 �アゼリアエコクール大作戦（8／3） � � �西山F環境探検隊－2（8／5） �ビオトープ活動休み �竹林再生活動休み � 

環♯月例会議（8／8） � �大山嶋中央公民館夏休み教主（8／○） �森林ボランティア（8／6） �3PJT合同例会（8／16） ��体育館／公民館・糠サボ 

森林ホ●ランティア（8／20） �竹工作教室（8／下旬） ��・目早ひき、水やり等 

9 �第4回轟岡京環壌檎走賦鹸（○／10） � � �森林ホ◆ランティア（9／3） �竹林整備活動（毎週月曜） �� 

環轟月例会韓鰻／12） � �エコPJTM●（l／11） �森林ホ●‾ンティア（9／17） �足小すくすく教室川並びゆ／1 � �緑のサポーター（随時） 

環壇敵雷M●（l／21） �轟閂算十小すくすく数量（l／20） � �3PJT合同例会（9／20） �� 

10 �覆轍月例会繍く10／10） � � �轟林味●ランティア（10／1） �竹炭焼き（第2、4木曜）　　竹林再生活動（毎週月曜） ��環♯ニュース発行（10／1） 

乙訓リサイクルフェア（10／15） � �エコPJTM●（10／17） �轟♯ホ●ランティ丁（10／15） �3PJT合同例会（10／18） ��緑のサポーター（随時） 

轟岡第十小すくすく教主（10／25） �西山F覆墳輝檎陣－3（10／21） �教皇（憩いの轟10／21）、竹あかり（10／28） �� 

11 �環蔀月例会議（11／14） � � �森林樹‾ンティア（11／5） �竹炭焼き（第2、4木曜）　　竹林整備活動（毎週月曜） �� 

第9回長岡京市環墳フェア（11／18 �環境教育Mo（11／16） �エコPJTMo（11／21） �隷林ボランティア（11／19） �3PJT合同例会（11／21） ��緑のサポーター（随時） 

X■マスリース教皇（11／25） � �� 

12 �京鬱環境フェスティ′くルく12畑，10） � �長岡第十小すくすく載塞く12／l） �森林ホ’ランチげく12／3） �竹炭焼き（第2．4木曜）　　竹林整備活動（毎週月曜） ��正月飾り準備作業（12／18，21，22） 

環都月例会議（12／12） � �エコチームMo（12／19） �森林ボランティア（12／17） �すくすく（炭焼き12／9四小）、（憩いの轟12／用神足小） 

くどオ、竹、花3P合同例会＆忘年会12／19〉 ��正月飾り作り講習会（12／24） 

1 � � � �森林尉ランテげ（1／7） �竹炭焼き（第2．4木曜） �竹林整備活動（毎週月曜） �環都ニュース発行（1／1） 

環轟新年会兼月例会議（1／9） �環排教組鵬（1／18） � �森林ホ●ランティア（1／21） �すくすく（炭焼き1／20十小） �1／15初出（金ケ麻／ぜんざい �） 

ビオ、竹、花3PJ �T合同例会（1／17） � 

2 � � � �森林ホ●ランティア（2／4） �竹炭焼き（第2．4木曜） �竹林整備活動（毎週月曜） � 

環都月例会議（2／13） � � �西山F環境探検隊－3（2／17） � � � 

森林ボランティア（2／18） �ビオ、竹、花3PJT合同例会（2／21） �� 

3 � � � �森林ホ●‾ンティア（3／4） �竹炭焼き（2．4木曜） �竹林整備活動（毎週月曜） �“春の準備”緑サボ（3／） 

環♯月例会議（3／13） �環境教雷M●（3／15） �エコPJTM●（3／20） �森林ボランティア（3／18） � � � 

里山構漬会（3／25） �ビオ・竹・花3PJT合同年次総会（3／26） �� 



環境教育プロジェクト

プロジェクトリーダ」：西村日出男

★2017年度の活動報告

○内容：環境教育ミーティングを開催。

○会場：長岡京市立中央公民館（共催）

○期日：隔月（奇数月・第3木曜・夜）

京都府地域力再生プロジェクトよ 

り30，000円の支援を受け、講師謝 

金（6＊5，000円）に充てた。 

02017年度の年間テーマ：「誰も置き去りにしない」

・第91回　5月18日（木）2017

戸山光男「3つのRで支える地球温暖化防止活動」

（リサイクル、リユース、リデュース）

・第92回7月20日（木）2017

島崎文男「スーパーの環境活動取組」

（持続可能な社会の為に、イズミヤの事例から）
・第93回9月21日（木）2017

田代ゆかり「エネルギーを大切に」（人に衆境にやさしい住まい）
・第94回11月16日（木）2017

安田義崇「小さなコミュニティからできること」
・第95回1月18（木）2018

奥谷三穂「薪のくらしのネットワークづくり」
・第96回3月16日（木）2018

武田暁「マイクロ水力発電の取組について」

★2018年度の活動計画

○内容：環境教育ミーティングを開催。

○会場：長岡京市立中央公民館（共催）

○期日：隔月（奇数月・第3木曜・夜）

02018年度の年間テーマ：「持続可能な社会」

京都府地域力再生プロジェクトよ 

り20，（X氾円の支援を受け、講師謝 

金（4＊5，000円）に充てる予定。 

・第97回5月17日（木）

木本直樹「地域が主役聞おとくに　～電波を通して環境活動も発信～」
・第98回7月19日（木）「環境の都を目指す長岡京市」（仮）

・第99回9月20日（木）「海洋ゴミと地球寮境」（仮）

・第100回11月15日（木）「環境教育ミーティング100回を振り返る」（仮）

早



長岡京市環境の都づくり会議・市民参加の星山再生プロジェクト
平成29年度事業報告　　プロジェクトリーダー　　加藤克巳2018．4，24

長岡京市環境の都づくり会議・市民参加の生山再生プロジェクトは平成13年度から
開始、平成15年度からは長岡京市星山再生市民フォーラム（一般市民と
星山再生諸団体で構成）に参画するかたちで活動を行っています。

事業の概要
1）活勤の目的　・里山を現代に蘇らし星山文化を継乗する。

・星山を手入することにより、生き物（植物、動物）の多様性を取り戻す。
・星山の自然環境を生かした、燃料や食べ物のある程度の自給による

廃棄物や炭酸ガスの減少。
・安全でおいしい水や農産物の生産の基礎になる水、土、空気を生き生きさせる。

2）活勤の目儀　・r四季を感じられる山」に整備する。
・子供や市民が星山の魅力を感じたり、体験できる森として整備する。

①西山フ諾認諾聖‰品会　鵬実施団体…長岡京市鮒の都づくり細

平成29°（2017）年度 ��ゝ括表 

実施月日 �当日参加人 数（人） �場所・実施内容 �参加主団休 

第1回 �4．22（土） �48 �キャンプ場、自然載 �自然観察指導員京 都、京都府立大r森な 
察、ワッペンづくり �かま」、環境の都づくり 会議、里山再生 

第2回 �8．5（土） �45 �小泉川、紙芝居、 �京都府立大「森なか 水鉄砲づくり、川遊 �ま」、環境の都づくり会 
ぴ、スイカ、キュウリ �譲、星山再生 

第3回 �10．21土） �台風で中止 �西山キャンプ場、森 �京都府立大「森なか 林ボランティア行事 �ま」、環境の都づくり会 
と合同、間伐体験 �議、里山再生 

第4回 �2・17（土） �55 �放生池、自然観 察、、バウムクーヘ ン、鹿肉カレー �乙訓の自然を守る会、 京都府立大「森なか ま」、環境の都づくり会 議、星山再生 

計 � �148 � � 

平均 � �49 � � 

注）実施日以外に下見、各種準備、反省会などを行っています。 
②西山森林整備推進協議会　イベント支援3回、
③竹あかり10月28日（土）中止

竹あんどん作成（200個）、竹製イヌ作成展示、ペンダントづくり準備
④第9回環境フェア（長岡京市）11月18日（土）

竹製イヌ展示、ペンダントづくり、丸太切り
⑤農業祭201711月26日（日）

種子の展示、竹製イヌ展示、間伐材利用のペンダントづくり、丸太切りなど
⑥京都府環境フェア12月9日（土）、10日（日）

ブンブンゴマづくり
29年度支出額36万円（内水基金　20万円）

∫



長岡京市環境の都づくり会議・市民参加の星山再生プロジェクト　H30，4，24
平成30年度事業計画案　　　　プロジェクトリーダー　加藤克巳

平成13年度より活動を開始、その後平成15年度より長岡京市里山再生市民フォーラム（一般市民と
里山再生諸団体で構成）に参画するかたちで活動を行っています。

平成30年度年間事業計画案

1平成30年 �西山ファミリー探検陵 

葵施概屡 �テーマ �担当団体等 �場所 �実施日 �予備日 �下見日 

第1回 （春） �の西山親 �春の自 然観 察 �自然観察指導鼻 環境の都 星山再生 森なかま �西山キャンプ場 �4月21日（土） �4月2②白く日） �4月11日（水） 

第2回 （夏） �川遊び 竹工作 �未定 �森なかま 環境の都 里山再生 �小泉川 西代星山公 園 �8月4日（土） �8月5日（日） �後日設定 

第3回 （秋） �森林ボランティア 行事と共催 （森林整備体験） �未定 �里山再生 環境の都 森なかま �西山キャンプ場 �10月20日（土） � �後日設定 

第4回 （冬） �冬の西山観 森のあそぴ �未定 �里山再生 環境の都 姦なかま �未定 �H31年2月16 日（土） �月17日（日 �後日設定 

②西山森林整備推進協議会
部会、ボランティア行事、活動支援など

③長岡京市環境フェア201811月17日（土）
④長岡京竹あかり2018
⑤農業祭201811月25日（日）
30年度予算金額　36万円（内水基金20万円）

占



平成29年度　ビオトープPJT活動報告

リーダー　神山　急

く活動の狙い〉

子供たちが自然に接し、自然の成り立ちを知り、その中で楽しく遊ぶことを通して、長岡京の森や
川などの自然環境の素晴らしさや大切さを休験して貰うこと、そして、自然界の生き物と共存する
やさしい心を育むことを活動のテーマとしています。

（1）すくすく教皇

竹林再生PJT、花を咲かそうPJTのメンバーとの合同行事として開催し、以下の皇⊇企
フィールドで、延べ6校．児童約120名の参加を頂きましたが、昨年度の半減となりました。

学校側のすくすく教室の担い手が減った事も大きな要因ではないか？
・春の筍掘り体験（長岡公開竹林）・・・2校86名（長法寺小、長四JJは55名、保護者31名）

・夏の川遊び（小泉川西代梼上流）‥・1校15名（長四叶に10名、保護者5名）

・竹炭焼き休験（光明寺北側竹林）…　2校53名（長四小、十／Jヒ37名、保護者16名）

＊塵外で焚火を使った焼き辛、炭火の焼き一削ま普段体験できず．大人も子供も大喜び！

・フィールドアスレチック（金ケ原）・‥1校26名（神足りは21名、保護者5名）

（2）竹炭焼き

通常のドラム缶焼きの他、15cmに切り揃えた竹を⊥斗缶に入れて焼いてみました。

缶の上下での焼きムラ改善が課題ですが、焼き上がりの形がきれいで、すくすくのお土産に

喜んで頂きました。

（3）環境フェア尊での活勤
長岡京市環境フェアで〝竹炭アート〝（竹にお絵かき）で参加し、帥名以上の子供たちに楽しんで
賞いました。11／28ウオーターアートプロジェクションでは、〝トトロ〝を制作、準備したが、雨天で

出展できず、環境フェア、ゆりかご保育園に展示し、人気を博しました。

（4）活勤原資

すくすく教室の謝礼と京都府の地域力交付金の約75，0∞円で活動しました。
主な支出は、竹炭アートの絵の具他材料費、トトロの制作費、炭焼き窯の修理糞など。

平成30年度∴活動計画

（1）すくすく教皇（土曜日開催）：ビオトープPJTのメイン活動として積極的に推進します。

・4月　・日筍掘り体験　＝3回（4／14、4／21、4／28）

・6～10月‥珂ヽ泉川川遊び＝4回（6／23、7／7、9／22、10／20）

・11～3月■‥竹炭焼き体験＝5回（11／24、12／22、1／12、2／9、3／9）

・5～2月・日金ケ原アスレチック＝9回（5／19、6／16、7／14、9／8、10／6、11／17、

12／15、1／19、2／16）

（2）竹炭焼き

自己満足に終わらず、炭の効用をPRL、確認するため、施設などでの活用に取組みます。

（3）環境の都行暮への取組み
・長岡京市環境フェア＝・竹庚アートで参加予定

・10月の竹あそぴにはまた新しい出し物に挑戦します。乞うご期待！

（4）予算

昨年同様、すくすく教室謝礼と京都府の交付金の∈札㈱円程で活動します。
予井の使途は、ほぼ、前年度と同様の内容を考えています。

以　上
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平成20年度　竹林再生PJT活勤報告

プロジェクトリーダー　湯川　圭造

く活動の目的〉

市内の放置竹林の整備活動を行い、竹林の美化や西山の自然環境の保全に努めると共に、

竹材や竹チップ等の提供や竹林での環境教育などを通じて、地域の各種環境行事を支援し、

市民の環境意識の向上に寄与することを目的としています。

く主な活勤実績〉

の放置竹林の亜値活動
メンバーの高齢化や会員減少の中、活動日数を且上凪（毎週月曜日）に増やし、
年間約50日の作美を実施しました。管理竹林は以下の通り。

竹林名 �管理開始日 �広さくが） �竹林名 �管理開始日 �広さ（ポ） 
粟生河合竹林 �H19．3 �1．811 �灰方白井竹林 �H24．6 �2．789 

長天公圃竹林 �H20．8 �3．250 �野山竹林 �H26．5 �3，709 

金ケ原竹林 �H21．11 �4．395 �今里竹林 �H26．5 �1，728 

粟生林竹林 �H23．6 �714 �五十棲竹林 �H28．5 �3．000 

西乙白井竹林 �H24．6 �294 �合　計 �21，690ポ（6，500坪） 

（a子供向け環境教育等への支援活動
・長天竹林で筍掘り体験を実施しました。＝〉すくすく教室四小、長法寺小2校86名、

ゆりかご保育園57名、自治会子供会48名
・金ケ原フィールドアスレチックでも神足小すくすく教皇を実施しました。（26名）
・新しい取り組みとして、向日ケ丘支援学校の地域社会支援部の活動に賛同し、生徒の

皆さんの社会との交流の取組みに参画しました。

8）他ボランティアグループとの連携

竹の学校など竹林保全に携わるボランティアとの連携を意識し、活動の強化と継続性
に努めました。

僑）地域環境行事への参画
・長岡京市のウオーターアートプロジェクション車乗に竹を使った〝竹あかり〝で参加し、

活動のPRを行うべく準備したが、雨天のため実行できなかった。
・夏の打ち水大作軌こ竹の柄杓を提供し、保育園児の打ち水セレモニーに一役買った。

くH29年度収支実績〉　　　　　　　　　　　　　霊位＝円

収　入 �支　出 �残（次年度へ繰越 

竹林一般会計 �r162．983 �162．983 �51．510 

京都府交付金会計 �20．008 �59．548 �－39．548 

軽トラ会計 �178．668 �86．976 �91，692 

合　計 �413．161 �309．507 �103．654 

収　　入 ��支　　出 

項　目 � �項　目 � 

前年度繰越金 �62．099 �作業道具費 �37．809 

竹林管理料 �80．342 �謝礼等 �17．376 

行事謝礼 �62．000 �事務費等 �17．339 

売上げ �10，052 �PJT会員慰労責 �23，349 

軽トラ会計へ雛替え �47．110 

交付金会計へ雛曹 �20．000 

合　計 �214．493 �合　計 �162．983 

次年度繰越 �1　　　51，510 

g

（個人立替え、精算はH30年6月）
（竹の学校と共同管理／保険、ガソリン代等）

（軽トラ保険料）

（水中ポンプ、丸鋸替刃代等）



H30年度　嘉集計雷

く活動肘官〉

（1）竹林整備活動
・昨年度に引き続き、毎月曜日（月4回）を作業日とし、各竹林ごとの課題を計画的に解決する。

（間伐、柵の補修、古竹の処理など）
・作業中の事故ゼロを目指し、安全確保に努め、体力に応じた、無理のない作業を徹底する。

（2）＿子供たちの自然に対する心を青む取組み
・筍掘りやアスレチックなど竹林の活用により、子供たちに自然とのふれあいの楽しさ、歓びを体感

して貰う。
・向日ケ丘支援学校の地域社会とのふれあい活動を支援します。（添付の新聞記事参照）

（3）竹にまつわる地域の要請に応える取現車
・保育所、学校、地域商店街などへの竹や笹の提供、打ち水作戦への柄杓の提供、竹あかり行事

など、地域社会の各種環境保全活動に積極的に参加、支援致します。

（4）体制と活動パワー強化の取組み
・高齢化に伴う会員減少や活動パワーの底上げ対策として、新入会員の募集活動や他ボランティア

との連携強化に努めます。
・竹細工教皇や他ボランティアとの交流など、メン′トの活動意欲の向上を図る取組みにも取組み

ます。

く予算計冒〉

本年度も昨年度同様、竹林管理料、各種行事の謝礼、苛の売上げなどの他、京都府地域力交付金
を収入源として活動します。

項　目 �収入計画 �支出 �計画 �裁く � �越） 
一般会計 �220．000 � �160．000 � �8 �0．000 

京都府交付金 �60，000 � �60．000 � � �0 

軽トラ会計 �200．000 � �100．0（旧 � �1 �00．000 

合　計 �480．000 � �320．000 � �16 �0．000 

ア

以　上



エコPJT平成29年度活動報告

【活動の概略】

（D　児童・幼児を対象として、小学校の「放課後子ども教室（すくすく教室）や

保育所でのイベントを、②市民を対象として、省エネ相談会の開催や各種イベン

トに参加しました。

活動のまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催回数　　　参加者

（1）すくすく教室他（長岡第六小学校、長岡第十小学校）　6回　　　127名

（2）保育園イベント（ゆりかご保育園）　　　　　　　　　2回　　　　220名

（3）大山崎中央公民館「夏休み　科学あそび」　　　　　1回　　　　　34名

（4）省エネ相談会（市役所、環境フェア）　　　　　　　　2回　　　110名

（5）イベント参加（乙訓リサイクルフェア、他）　　　　　3回　　　　295名

合計　　　　　　786名

【活動の感想】

＼・小学校の子どもたちとはリサイクル工作や発電あそびを通して、ものを大切にすること

や電気も作れることを体験し驚き感動しました。

・保育園児たちとシャボン玉やソーラーカー遊びなどを通して、風や光や水ガくれる自然

の豊かな恵みを体験しみんなと一緒に歓声を上げ楽しみました。

・市民の皆さんとは私たちがC02で汚してしまった環境をECO活動（省エネ）で取り戻

すことなど対面して話し、仲間が大勢おられ嬉しくなりました。

平成30年度活動計画

平成29年度会計報告

【会計収支】（単位　円）

収入　　前年度繰り越し　　　　　　　106，667

イベント収入（講師謝礼）　　　　　　　28，979

内訳　長岡第六小学校悠友遊活動　　　　　　5，000

長岡第十小学校すくすく教室　　　12，000

大山崎中央公民館科学遊び　　　　11，979

地域力支援　　　　　　　　　　　　　　52，000

合計　187，646

（年度合計　　　　80，979）

支出

科学実験用キット（ソーラー発電）　　21，276

科学実験材料（大根、なす、電池等）　12．656

消耗品（インク、用紙、印刷等）　　17，222

省エネ相談会講師謝礼　　　　　　　　18，000

運搬費（材料運搬タクシー代）　　　　　8，920

その他（スタッフ弁当、その他）　　　1，500

合計　　79，573

（年度収支　1，406）

繰り越し　　　　　　　　　　　　　　108，073

（1）　活動項目
・小学校すくすく教室（7回）の開催、大山崎中央公民館イベント、

・保育園イベント（2回）、リサイクルフェアー、環境フェアー、

・京都環境フェスティバルへの参加。省エネ相談会の開催（2回）

（2）　エコチーム活動の充実
・省エネ相談会の内容の刷新（伝承）

・環境の都ニュース、ホームページ：一般市民に関心を持たれるような記事の掲載　　以上



花を咲かそうPJT　報告雷

平成29年度の活動報告

4月14日 �ケノコ堀り体験 �神竹林 

5月9日 �ランター土作り �りかご保育園 

6月1日 �の植え替え �山公菌体育館 

ジバカマを鳩付 �中央公民館 

6月16日 �麦打ち体験教室 �くンビオ憫理圭 

7月27日 �マルチシート掛け実施 �の手入れ 

7月20日 �叶櫓え替え �山公園体育館 

一〇月18日 �の点検 �山公菌体育ヰ 

平成30年5月13日　　湯川　智子

11月9日 �の植え替え �山公薗体育館 

公民帝に花の補充 �央公民館 

12月18日 ～22日 �カット／縄巻き �十穣竹林 

、木採取、キット作り �十棲竹林 

12月25日 �月飾り作り会 �十棲竹林 

2月19日 �れ草刈り込み／廃棄 �山公園体育館 

ルチの除去 �公民館 

計画した行事は事故も無くほぼ完遂できた

多年草が多く定着してきたので花苦受給が洩らせた

マルチシート効果で夏の水遣り低減効果及び春花の越冬効果が得られた

その結果労務時間が大幅に軽減できた　延べ160人552株前年比20％減

今年は肥料、土入れ、竹炭入れ効果もあり、花の発育がよかった

正月飾り作りは楽しく行なえ、37基の売り上げがあり、市の施設には5基贈呈

蕎麦打ち体験は大変好評であった（但し人数制限では申し訳なかった）

物作り（外販日的）は女性陣には不評のため企画中止

H29年度　花を咲かそうPJ T決算報告雷　　（単位：円）

収入　（補助金12000　売上金他22400　繰越金1的89）　　　計54289

支出　（花昔、培養土、水栓金具、テント、縄、インク他）　計35661

残高　（次年度へ繰り越し）　　　　　　　　　　　　　　　18628

平成80年度の進め方
1、例年通り緑のサポーター活動を中心に活動する

2、実労メンバーは約30名に減少したが活動には支障ない
3、体育館や公民館は日常的なかかわりが持ちにくいので

奉仕以外にも楽しみや遣り甲斐を得たい
4、昨年好評だった「蕎麦打ち」は今年も続行、さらに1企画増やす

（花を咲かそう　→　腹も満たそう）
5、正月飾りは好評なものの意匠的にマンネリ化の感があり、アイディア要

H30年度　予算計画

収入；地域力基金（16000）　行事売上（18000）　前年度繰越金（18628）　計　52628円

支出；花青く10000）、培養土（2∝船）、義義用鼻（2㈱）、覿輝く2000）
工作材料、器具（10000）弁当、他（1∝船0）

（支出内訳のうち太字は地域力基金対象予算としています）

以　　　上

′′

計　36000円



京 の都づくり会
単位：　円

平成29

収入の部 ����支出のp ���部 
項　目 �前年度実績 �計　画 �実　唐 �項　目 �前年度実績 �計　画 �実　唐 �内　容 

前年度繰越金 �38，963 �45，051 �45，051 �事業費 �5，000 �10，000 �0 �竹あそび協賛金 

会費 �46，000 �50，000 �48，000 ��69，840 � � �前年は15周年記念誌発行 

協賛金、謝礼 �5，000 �10，000 �5，000 ��10，000 �10，000 �10，000 �環境教育PJT活動費 

雑収入 �3，301 �0 �31，074 �運営費 �32，192 �28，000 �27，570 �都ニュース4回 

寄附金 �0 �0 �0 ��0 �20，000 �0 �会員募集活動 

広告掲載料（都ニュース） �8，000 �24，000 �30，000 �事務諸経費 �36，000 �36，000 �36，000 �こらさ使用料 

同　　（記念誌） �75，000 �0 �0 ��6，000 �6，000 �6，000 �サボセンロッカー使用料 

京都府基金（28年度精算） �17，000 �27，000 �0 ��4，650 �6，000 �4，800 �30年度Ⅴ保険（30名） 

4，531 �3，000 �12，850 �事務費等 

利息 �0 �0 �0 �� � � � 

合　計 �213，264 �156，051 �157，125 �支出合計 �168，213 �119，000 �97，220 � 

次期繰越 �45，051 �37，051 �59，905 � 

上記の通り、H28年度の環境の都づくり会議の収支実績を報告いたします。

H30年　3月　31日　　　会計　　　神山　忠．．‘

監査の結果、上記決算報告は適正に処理されたものと認めます。

H30年　3月　31日　　会計監査　小根田　勝信工

＜参考＞　各PJTの事業実績は以下の通り（各種基金＋自己資金）

木村　禎志

プロジェクト名 �実　　績 �プロジェクト名 �実　　績 
竹林再生PJT �310，000 �環境教育PJT �15，000 
ビオトープPJT �76，000 �5PJT小計 �516，000 

花を咲かそうPJT �35，000 �里山再生PJT �360，000 
エコチームPJT �80，000 �合　　計 �876，000 



京
単位：　円

収入の部 ��支出の部 

項　目 �前年度実績 �計　画 �内　　容 �項　目 �前年度実績 �計　画 �内　　容 

前年度繰越金 �45，051 �59，905 �H29年度繰越金 �事業費 �0 �15，000 �環境行事運営費（昼食含む） H29年度環境教育PJT活動補助 

会費 �48，000 �50，000 �年会費（＠1000円） ��10，000 �5，000 

協賛金、謝礼 �5，000 �10，000 �市民、団体等より �運営費 �27，570 �28，000 �都ニュースカラー印刷（4回） 会員募集パンフ、パネル補修 

広告収入 �30，000 �24，000 �都ニュース広告掲載料 ��0 �35，000 

京都府地域力 交付金 �0 �18，000 �29年度精算分 �事務諸経費 �36，000 �36，000 �事務所使用料（12ケ月） 

雑収入 �31，074 �0 � ��4，800 �5，000 �H31年度ボランティア保険料 

6，000 �6，000 �サボセンメールBOX利用料 

12，850 �10．000 �事務費等 

合　計 �157，125 �161，905 � �合　計 �97，220 �140，000 � 

次期繰越 �59，905 �21，905 

＼h



平成30年度長岡京市環境の都づくり会議役員体制
2018．5．03

〔役員体制〕

代表：江川宗治　（留任）

副代表：西村日出男（留任）

副代表：湯川智子　（新任）

副代表：神山忠　　（新任）

副代表：中嶋陽子　（新任）

会計：神山忠　　（留任）

渉外：加藤克巳　（留任）

渉外：中田利享　（留任）

渉外：渡連節郎　（留任）
渉外：田原誠一郎（留任）

広報：中嶋陽子　（留任）

監査：木村禎志　（留任）

監査：小根田勝信（留任）

プロジェクトリーダー

環境教育　　：西村日出男

星山再生　　：加藤克巳

ビオトープ　：神山忠

〃　サブし．：奥酉弘武

〃　サブし．：小根田勝信

竹林再生　　：湯川圭造

〝　サブL：渡連節郎

エコ　　　　　：田原誠一郎

〃　　サブL：中田利享

〝　　サブL：石田次郎

花を咲かそう　：湯川智子

〃　　サブL：奥西弘武

まち歩き　　：柳沼宣裕

（地元学入門）

主たる任務

運営全般・総括

代表補佐・運営推進

代表補佐・運営推進

代表補佐・運営推進

代表補佐・運営推進

会計全般

関係団体との連携

関係団体との連携

関係団体との連携

関係団体との連携

機関紙発行ほか広報全般

会計監査

会計監査
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月 �共∴通（広報含む） �環境教育 �エコ（地球濃囁化防止等） �星山再生 �ビオトープ �竹林再生 �花いっぱい、その他 

4 �環都ニュース発行（4／1） � � �森林尉ランティア（4／1） �すくすく筍堀（4／7，14，21，28） �竹林再生活動（毎週月曜） �西山体育館・中央公民館 

環都月例会議（4′10） � � �森林ホ‘ランテげ（4／15） �ビオ・竹・花P合同例会（4／18） �ゆりかご保育薗筍堀会（4／＝） �録のサポーター（随時） 

エコPJTく4／24） �西山F探検隊－1（4／21） �古市子供会筍堀金（4／22）、市民竹の子蹴り難く4／28） ��花にしき筍掘り（4／13） 

5 � � � �森林ホうンテげく5／6） � �竹林再生活動（毎週月曜） �乙訓JC筍掘り（5／6） 

膚棚倉・鹿度会肘Jガ �虜境教斉眺祓／Jガ �エコ凡／7伍′′タの � �すぐrQ艶Iの威信／メガ � �点のサポーター鰍 

芳ナ小すぐチ僻（吉〃 �劇脚沙み7確／紗 �どオ■〝・訊㈱〃の ��′・二‘ノ三　・∴・■一．‾ 

β �i二ナノ　ニ′・1；．－■　′ � �ゆ据lご揮青柳 �耕1秒舟7〔抑 �rrr㈲Iの動／7秒 �ガ棚方儒ノ �体甜・分点蓼酢 

凛凛斤〝水禽仇ffの夕べ佃／ノ � �エコ几／77あ／Jガ �赫妨アぐみ′J〃 �ナくす〃仇乱打確／J刀 � �脚ち榔′′丁の 

赤き脚臓膚倉確〃 � �省エネ晩談合節約計略々Jノ � �どオ■〝・慮れ〝合周甥憾哺月の �� 

7 �膚蘇＝ユ⊥ス磨紗〃 � � �劇肘診芦7み′〃 �竹凱歌鋸醐机纂鼠別妙 �� 

膚新月脚〃／Jの �脾伽〝Jガ �ゆ与樋lご鰐・よめ凛虜行轟け／J〃 �劇柑抄舟7み′Jガ �ナナナ　〟茸が㍑′ク �� 

どオ・打・蕗卯〝凱軌軸折り ��体扁好定盤薮齢′ク 

β �7ぜリアエコク「ルカ倒齢〃 � �大山媚中央ガ。見好／鄭柳 �卿ク �どオナー伽 �付躍卿み � 

膚押片府会蓼佃／′J〃 � � �晰7（抑 �訊／7甘屑脚〃 ��鰍J見好■厳坊ポ 
エコ且／棚〃〃 �劇裾　シ声／ア偽〃ガ �竹ヱ臓動／下叡J ��・日章ひ泉水やゲ事 

タ �靡珊醐偲／抄 � � �磨瑚樹影′みア佃／砂 � �付棚脚儒ノ � 

膚鱒片劇象■佃／J〃 � �エコ凡／7肋〝／の �劇相計カア侃〃の �すぐナ欄臼冊㈲ ��点のサポーター価鰍 

膚妨熱中瑚鋸砂 � � �　　■＝言′▼「一：′ 〝虎靡き脚．4禾那】棚方紗 飢／㈱J♂〟 �� 
／♂ �膚　‾ユー「ス靂行け〝〃 � � �赫二秒声／アrJα〃 ��� 

膚麒片柳／J抑 � �エコR．／恥打払′Jの �赫妨ア／丁の ���鰐のサポーター価鰍 

Z〃リサイクルフ上7け抄ク � � �脚7秒ク � �� 

／／ �。蘭蕨片柳rJJ／丁の � � �赫妨アrJ∽ �舛脚、棚　　　抒㈱閻 �� 
粛J酬こな7／J／〟 �膚柳レク �エコ且／丁肋〝レク �威高槻　　77日／ク �肌／㈱J〃 ��鰐のサボ」タ1脚 

ガマスリー・ス舶打Jんづ � � � 

〝 �．房酢陥スティソ七秒／72〃 � � �磨抑妨ア「／2〃 �棚醜垢桐紗 �付棚闇方便ノ �二・‥　→　√ 

膚齢脚rJZ／J〃 � �エコヂ「ム鵬〃且ノブ �舶ボランティアrJかク � 

鰍仇押合鰍．忘年会Jaク ��度朋ゲ炸朋倉rJaク 
J �膚瓢＝ユース磨酢〃 � � �痢肘診みア「レク �加と・　二二　　ノ　・．’ �村耗脚鋼 � 

僻農片柳rJ〃 �膚肋で7〃 � �劇揮抄声7「／／ウ � � � 

玖仇掛れ象荷船rJ〃 �� 
2 � � � �劇財等句アα〃 �付紙俄4割紗 �▼・∫二　∴　＿　〃■　√／L‾二′‘† � 

膚聞方劇裟膚招／才か � � �掴蜘　ぐかク � � � 
劇ボランテ′7rZ′ク �ど才、仇鰍㈲ �� 

∫ � � � �赫努≠′ア（みク �〃臓物碩㈲ �打鍵拙齢菖斤虜ノ �「夢の萌芽〝綬サボ招．／フ 
三　二丁■▲　ニ／・‾；．‘ �膚相加ra／ノ �エコ且／丁場侶〃 �劇ボランティア躇〃 � � � 

∫さ　．）ノ　′．■ �どオ・打・勘咋棚／ク �� 



長岡京市環境の都づくり会蕎会則

（名称）

第1条　この会は、長岡京市費境の都づくり会森という。

（事務所）

第2粂　この会は、事務所を長岡京市長法寺谷山13－1長岡京市多世代交流ふれあいセンター市民

活動オフィスフロア内に置く。

（目的）

第3条　この会は、『つむぎ織りなす環境の都』を目指し、市民・事業者・行政などと協力して、

持続可能な地域社会づくりを進めることを目的とする。

（活動）

第4粂　この会は、前条の目的を達成するため、各種活動を推進する。

（会員）

第5条　この会の会員は、次の3種類とする。

（1）　正会員　　この会の目的に賛同して入会した個人。

（2）　賛助会員　　この会の目的に賛同して資金援助をする個人・団体，

（3）　準会員　　この会の目的に賛同して活動を実践する個人・団触

（入会）

第6条　正会員として入会しようとするものは、入会届伐り紙様式1）を捷出し、月例会議で承認

を得なければならない。

（会費）

第7条　正会員の会費は、年間1，000円とする。

2　賛助会員は、協賛金1口年間1，000円からとし、何口でも資金援助ができるものとする。

（退会）

第8粂　正会員は、退会届（別紙様式2）を提出し、任意に退会することができる。

2　正会員が、次の各号のいずれかに該当する湯合には、退会したものとみなす。

（1）　本人が死亡したとき。

（2）　継続して、2年以上会費を滞納したとき。

（3）1年以上連絡が取れず、活動の意思がないものと判断したとき。

（拠出金の不返勒

第9条　会員が納入した会費及びその他の拠出金はその理由を問わず、これを返遷しな叛

（役員）

第10条　この会に次の役員を置く。

（1）　代表　　　　　　1名

（2）　副代表　　　　　若干名

（3）　会計　　　　　　　1名

（4）　監査　　　　　　　2名

（5）　渉外　　　　　若干名

（6）　広報　　　　　若干名

（役員の選出）

第11条　正会員の中から総会において選出する。

（役員の職務）

第12条　代表は、この会を代表し、その業務を統括する。

2　副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。

3　会計は、この会の会計業務を統括する。

′畠



4　監査は、この会の会計監査を行う。

5　渉外は、各種関係団体等との連絡・調整を行う。

6　広報は、この会の活動を広報する。

（役員の任期）

第13条　役員の任期は、原則2年とする。ただし、再任は妨げない。

2　役員が欠けたときは、正会員のなかから補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

（総会）

第14粂　総会は正会員をもって構成し、毎年1回開催する。

2　総会は、正会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を含むこととする。

（審議事項）

第15条　総会は、次に掲げる事項を審誇する。

（1）会則の変更

（2）役員の選出又は解任

（3）事業計画及び収支予算

（4）事業報告及び収支決算

（5）その他運営に関する重要事項

（議決）

第16条　総会に於ける審議事項は、出席者の過半数をもって議決する。

（月例会議）

第17条　この会謝礼役員、各プロジェクトのリーダー及びサブリーダーにより構成する。それ以

外の者が参加する場合は、代表の承認を得なければならない。

2　この会義は、毎月1回定例的に開催し、必要に応じて臨時開催することができる。

3　この会議は、会員の入会の承認、総会議決範囲内の予算の執行、主催・共催・後援行事の決定な

どの業務を行う。

4　轟決を要する場合は、総会の規定に準ずる。

（事業年度）

第18条　本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

（経費）

第19粂　本会の運営に要する経費は、会費、補助金、事業収入、協賛金、その他の収入をもって充

てる。

（会則の変更）

第20粂　会則の変更は、必要に応じて総会の議決により行うことができる。

附則

1　この会則は、平成13年8月20日から施行する。

2　この会則は、平成15年6月10日から施行する。

3　この会則は、平成16年7月13日から施行する。

4　この会則は、平成21年5月9日から施行する。

5　この会則は、平成24年5月12日から施行する。

6　この会則は、平成25年5月11日から施行する。

7　この会則は、平成29年5月13日から施行する。
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長岡京市環境の都づくり会義会計運用細則

（期間）

1．会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

（財源）

2．上記運営における予算財源としては以下のものとする。

会費（年会費1，000円、情報会員　600円）

寄付金、協賛金

委託金

各種助成金等

（収支起案）

3．会計収支の起案は、事務局員及び各役員によるものとして、事務局会議にて合議決定さ

れた事項にもとづき運営していくものとする。

4．合議決定された案件については、各プロジェクト毎に購入・戻入し、出金伝票・入金伝

票と戻入金を会計に渡す。

（一般的な経費目安）

5．報償費

別途協議する。

6．旅費・日当

別途協蔑する。

7．報酬費

会員の各種の作業報酬費については、原則として無価とする。ただし、外部に委託する

場合は別途協萬する。

8．事業経費

設備機材等は、都づくり会議の財産として登録するものとする。その他費用としては、

保険、各種登録費、活動資材、印刷費、資料書籍代等とする。

附則

この会則は、平成13年9月1日から施行する。

この会則は、平成15年6月10日から施行する。

この会則は、平成16年8月3日から施行する。

この会則は、平成25年5月11日から施行する。
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