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とよなか市民環境会議アジェンダ21 ２０１３年度総会
記念講演は高月紘さん「パートナーシップ事業への展望と期待」
昨年の総会

「とよなか市民環境
会議総会」と「NPO法
人とよなか市民環境会
議アジェンダ21総会」
を、6月2６日( 水) の午

テーマは「パートナーシップ事業への展望と期待」。
▽14時30分から15時 とよなか市民環境会議総会。
▽15時10分から16時30まで、とよなか市民環境
会議アジェンダ２１の総会となります。
今年は、環境交流センターの指定管理を受けてか

後より、青年の家いぶ
きで開催します。ぜひ、足をお運びください。

ら最初の総会のため、記念講演では市民活動におけ
る今後の展望や期待をお話いただきます。団体のさ

▽13時30分から14時20分は、京（みやこ）エコ
ロジーセンター館長、高月紘さんによる記念講演。

らなる発展について考える場として、積極的な議論
をお願いいたします。

環境交流センターで環境市民活動の拠点づくり、はじまる
4月21日（日）に環境交流センターの「オープン
記念フェア」を開催しました。淺利市長をはじめ、

器とりかえコーナー」や「キッズコーナー」は利用
者も増加し、子どもたちも元気に来場しています。

議員の方、自治会の方、そして親子連れなど、これ
まで普段なかなかお目にかかれなかった方達にご来

５月から開始した野菜・とよっぴー・竹炭などの有
料頒布は、これまでのファン層だけでなく、新たな

場いただき、交流の輪が広がりました。そのことと
同時に、豊中アジェンダ21を推進できる新しい芽、

利用者の輪が広がっています。
これからも、多くの人が集えるようなイベントを

つながりをそこに見つけ、大変うれしく思いました。
フロアーや会議室には、ジオ
ラマの電車を動かす自転車発電

開催していきます。詳しくは毎月発行する「環境交
流センターのおしらせ」や、セ
ンターのホームページなどをご

体験や自然工作、自転車シミュ
レーター体験など会員が工夫を

覧ください。
オープンフェアでは「タネま

凝らした体験コーナーが展開。
キッズコーナーでのおはなし会、

きボード」と題し、来場者から
想いやアイデアを寄せてもらい

地域・環境につながるおいしい
もん販売、東北物産展、障がい

ましたが、これからも幅広い意
見を取り入れながら、みんなで

者団体による昼食の販売など、
協働企画も実を結び、笑い声の
たえない憩いの空間が作られました。また交流セン

つくる、環境につながる施設づ
くりをすすめていきます。アジェ
ンダ２１推進の拠点として、また環境活動や環境学

ターの利用方法や環境活動の紹介パネルを見て、質
問を寄せる来場者も見受けられました。

習の交流拠点として、エコにつながるおしゃべりサ
ロンとしても交流センターを利用していただきたい

新たにオープンして約２か月となるこの環境交流
センター。昨年度から引き継いで常設している「陶

と願っています。
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ツバメ営巣調査 豊中 ２０１２
自然部会

ツバメは減ったか

調査の結果

前回の調査から6年ぶりに市民の皆さんの協力を

市内では148個の巣が確認されました。そのうち

得て市内全域の調査を行うことができました。調査

育雛を放棄した数は34個で、ヒナが巣立った巣の

期間は2012年5月19日～8月20日、調査参加者3

数は114個でした。育雛を放棄した原因は、カラス

1人で、豊中市内全域を分担し調査しました（全33

に襲われた（15個）、人為的に壊した（5個）、ツ

区画）。近年日本のスズメが減ったといわれていま

バメに警戒されるようなことをした等。

すが、ツバメはどうなのでしょうか。

巣立ったヒナの数は、1番子347羽、2番子152

ツバメは泥と枯れ草を使って卵やヒナを守る為に
外から見えにくい人家の軒下などに巣を作ります。

羽、合計499羽。2006年が538羽ですから、少し
少なくなったといえます。

しかし、ツバメにとって不幸なことに巣の材料とな

営巣数

巣立ち雛数

る田畑が住宅地に変わったり、作る人がいなくなっ
たりしてどんどん少なくなっていきます。さらに住

調査年 巣作数 放棄数 巣立数 1番子 2番子 合計

宅の構造が昔のように軒の深い家は少なくなる一方
です。調査したところでは営巣場所の6割以上が商

2012

店等の天幕の下や、ガレージなどの奥、集合住宅等
の巣が隠れて見えにくい場所につくられていました。

ツバメ営巣マップ2012

2006

165
148

30
34

135
114

405 133
347 152

538
499

※ツバメはシーズン中に１回ないし２回産卵を行う。
１回目は１番子、２回目は２番子

営巣場所の多い地域
多かったのは
服部駅周辺と中
央環状線より北
の箕面街道沿い
で 営巣 数 56個
（約半数）、巣
立ったヒナの数
210羽（4割強）
を占めています。

服部本町
（阪急服部駅改札口・２番子）

やはり近くに水田や畑などがあり、人通りに面した
天幕のある商店街が多いようです。新しい所ではガ
レージの奥とか、集合住宅の通路等もありました。
又カラス対策や糞害に工夫をこらされている家など、
ツバメに対する優しさを感じる家も数多く見受けら
れました。

（山口壽）

ご希望のかたに冊子を頒布して
い ま す 。 ア ジ ェ ン ダ 21事 務 局
までお問合せください。
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能勢で農業の担い手を育てます
２
０代の青年が作物栽培に挑戦

花と緑のネットワークとよなか
花と緑のネットワークでは２年前から農業の担い

錯誤しながらも作物栽培に取り組み、併せて地域社

手を育てる事業（国の緊急雇用等を活用）を行って

会の活性化の一翼を担い、その結果として農業にチャ

います。この２年間は市内で有機栽培に徹底してこ

レンジする若者を１人でも育てることができればと

だわる会員農家で実施してきました。

考えています。三寒四温を肌で感じ、作物づくりの

事業そのものは農家の指導を受け日々、作物栽培
等の一連作業に従事します。一方で年２０回程度の

難しさを会得しながら、農業とは何かを獲得してい
ただければ価値があります。

農業理論講座の受講と、多角的な農業を営む法人や

彼らが育て

企業でのフィールドワークを体験して、農業のスキ

た作物を自ら

ルを磨くことで、新天地を見つけ農業に転じる人を

が販売するこ

育てることが目的でした。

とを経験する

今回は、能勢町に場所を移し、地域に溶け込みな
がら新規就農を展開している３０代の青年に着目し、

ため、環境交

支援・連帯・協働を大きな要点に据え、２０代の若
者４人が農業に勤しみながら次の農業の担い手に成
長させることが使命です。

毎月第３木曜
日に販売する

地方の中間山地では農業人口の高齢化や農業をめ
ぐる諸課題が多い中で耕作放棄地等が出現し、持続

います。生産から販売までを学ぶことで農業への視
野がさらに広がることを期待しています。

可能性が危惧されています。幸い、能勢町では新規
就農のために研修や実践を学ぶ若者が増えているそ

月２回の農業理論講座（6月13日より開講、基本
的に木・金曜日、一般市民の受講も可能）の受講を

うです。
典型的な住宅都市である豊中で、貴重な農業資源

義務付け、実践と応用の両分野の知識・経験を獲得
できる仕組みも構築した事業です。来年３月まで続

を守るために奮闘する農家のもとで担い手を育てる
ことに意義を求めていましたが、今回は指導する側
の若者と指導を受ける側のこれまた若者が共に試行

きます。
もちろん、栽培方法は今回も無農薬・無化学肥料
に徹する有機栽培です。
（中村義世）

議論を呼んだ「残パン」の展示

流センターで

計画も立てて

「とよっぴー展」で来庁者と食の在り方を模索

３月５日（火）～７日（木）の３日間、市役所第
二庁舎ロビーで昨年に引き続き「とよっぴー展」を
開催しました。堆肥化システムの仕組みや発酵過程

の展示です。軽トラックで約２杯分の量で、コーナ
の前面に展示したことから、来庁者の注目を集め、
給食の在り方に会話が弾みました。

のサンプル、「とよっぴー」を
使った花いっぱい運動の写真と

高齢者は食の困難時を経験さ
れており、「もったいない」の

野菜の展示、学校菜園支援や教
室での環境教育に対する児童の

声が圧倒的でした。「展示を通
じて何をアピールしたいのか」

感想文、「とよっぴー農園」で
の作物栽培・収穫等の行事写真、

という辛辣な意見もあり、今後
の勉強になりました。

農機具の展示等、有機資源の利
活用を通じた資源循環全体の活

アンケートの結果でも印象に
残った一番は「残パン」展示で

動の様子をアピールしました。
また、ダンボール堆肥の実演
コーナも開設して、家庭で身近に生ごみを堆肥化す

す。「食育」が話題の昨今、堆
肥化事業（学校給食残渣類と剪
定枝の混合堆肥の製造）の宣伝を通じて「食」と

る講習や説明を行いました。中でも圧巻は前日の給
食で搬出された、子どもたちが食べ残した「パン」

「農」の啓発の一翼を担うことができました。
（中村義世）
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「くらしからの提案」省エネの研究2件を発表
生活部会
3 月 2 2 日 生 活 情 報 セ ン タ ー く ら し か ん で ｢ く ら し の 研 究 発 表 会 ｣ が あ り 、 次 の 発 表 を 行 い ま し た。

効率的で無駄のない暮らしの追究

度が導入され、将来2030年には太陽光発電の発電

宮田健さんの発表は、正確にはもう少し長いタイ

コストは目標としてですが7円(kWh)まで引き下げ

トルで「省資源・循環など幅広い環境に配慮した暮
らしの研究」となっていました。でも聞いていてい

られ、石油火力発電や水力発電よりも安くなると見
込まれているようです。
太 陽光発 電 を 家 庭 で

ちばんみんなを引きつけたと思われるのは、Ｍさん
宅での｢暖房機器の電気・ガス使用量の検証｣を報告

設置 する場 合 の 留 意 点

したあたりだったでしょう。

は、

主な生活場所であるリビングの広さは13畳。暖
房 に は エ ア コ ン ( 11

①屋 根の形 状 は 片 流 れ

畳 ～ 14畳 用 ) と ガ ス
フ ァ ン ヒ ー タ ー ( 9畳

②瓦 の種類 に よ っ て は

用)が併用されていま

表面 に塗装 す る の が 必
要だったり、雨漏りの心配が出ることもある。

で南向きが最適。
設置 不可能 だ っ た り 、

す。エアコンによる
暖房効果は、部屋全
体を暖める方法なの

③樹木や建造物の影で発
電効率が大幅に低下する

で室温を1℃上げるの
に30分から1時間かかります。マンションは密閉型
なので、朝起きたときも前夜の温もりが残っていて、

ことがないかの確認。
④屋根の傾斜角度と方位
では発電効率が最も高い

外気温が３℃でも室内の気温は17.8℃で寒くは感
じません。そこで足下を温めるのには最適のガスファ

屋根の傾斜角度は30度。
南向きが最も発電量が多

ンヒーターの登場です。使い方としては朝起きたと
きは、即効性のあるガスファンヒーターで足下を温

くなる－などが説明され
ていました。

め、様子を見てエアコンにするのがより効果的だと
考えます。

太陽光発電設置に関してのトラブルはここ数年増
加傾向のようです。うち8割は訪問販売による強引

全体のエネルギー消費量は、Ｍさん宅ではエアコ
ンの電気の方が若干多く、ＣＯ２排出量では時間当
たり33ｇ多くなっていました。でも経済性では電

なセールスで契約を交わし、設置後に雨漏りや金銭
トラブルもあるようです。十分な知識を持って業者
を選び設置できるよう、いろいろなＰＲが必要なこ

気の方が時間当たり2円安くなっています。微妙な
差であるので、暖房効果を見ながら使い分けをする

とが痛感されました。
再生可能エネルギーの中でも最も身近な太陽光発

ことになるのでしょう。
その他、入浴は半身浴で身体の芯まで十分に温ま

電について考えてきました。基礎的な知識の獲得か
ら見学会、そして設置現場での留意点など、このシ

ることや、シャワーの使用も手元開閉栓で小まめに
切り替えることでガスの消費が0.303㎥から0.121

ステムについてまだまだ勉強することが多いのを知
るとともに、最も確実な再生可能エネルギーである

㎥を節約できたという報告など、非常に具体的で分

ことを実感しました。

かりやすい報告が添えられていました。

豊中市での太陽光発電の調査研究
「東日本大震災以来、改めて再生可能エネルギーの
方向性について考えることになりました｣と言う前
置きで、新開悦子さんの報告は始まりました。豊中
での再生可能エネルギーとして取り組まれているの
は主に太陽光発電で、2012年7月から全量買取制
4
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(奥野 享)

大阪ガスのＮＥＸＴ２１を見学へ
大阪ガスの実験住宅が第4期をむかえ、今春から
公開が始まっています。7月19日にバスでの見学
会を企画。併せて津波・高潮ステーションの見学
も予定。何か新しいことが見つかりそうです。
詳しくは広報などでご案内します。

2013年（平成25年）夏号

NO.42

（通巻第60号）

機密書類リサイクルで進める仲間作り
事業部会

シュレッダーがけをして、あるいはそのままで燃

類の処分に困っていたので助かります」と喜ばれて

やされることの多い機密書類を、共同で集めてリサ
イクルできないかと始めた機密書類リサイクルです

おり、一度参加するとその後も定期的に参加される

が、2013年4月には12回を数えることとなりまし
た。そこで、持ち込まれた書類の量と参加事業所数

加者数を増やし、毎回10トントラックが満杯にな

の推移をグラフで表してみました。
搬入量は、時によってばらつきがあるものの全体

搬は搬入先の西日本衛材関連の運送会社にお願いし
ていましたが、前回からアジェンダの会員企業であ

としては増加傾向にあります。また、2012年4月
には9,300kgの書類が集まり、10トン車がほぼ満
杯になりました。参加者数は2010年10月からは

る菱江ロジスティクス㈱にお願いすることになりま
した。これからも豊中市をはじめさまざまな方々に

商工会議所の協力が得られるようになり、順調に増
加しています。参加いただいた事業所には「機密書

える場を作っていければと思います。（茨木かづ子）

ケースが多いようです。今後はPRを充実させて参
るようにしていきたいと思います。また、今まで運

ご協力をいただきながら、豊中の事業所が協働し合

搬入量の推移

参加者数の推移

10,000
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30

6,000
4,000
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2,000
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0

0

通りがかりの目をひいている

を常設しています。広くて明るいコーナーは、とて

陶器とりかえコーナー

も見やすくて、地域の方々にも人気です。埋め立て
ゴミを減量することで、生きものの棲み家を守るだ
けでなく、物を大切にする気持ちも育みながら、く
らしの中にリユースのしくみを根付かせていく「きっ

2006年に活動
を始めた「赤ちゃ
んからのESD」。
子育て中のお母さ

かけ」にして欲しいです。
（赤ちゃんからのESD・上村有里）

ん達が、自分達で
できることからは
じめようという思
いから2008年に
「陶器とりかえ隊」をスタート。家庭で不要になっ
た陶器を持ってきて、欲しい人に持って帰ってもら
うというとりくみです。
市民環境展やひがしまち街角広場での開催の他に、
一昨年より市内各所に常設とりかえBOXを設置。
環境交流センターには「陶器とりかえコーナー」
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Ｑ．初夏から夏にかけてピンクの花をつける、
この草の名は？
①アサゲショウ
②ヒルゲショウ
③ユウゲショウ
答えは８ページ
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竹炭焼きを楽しんでいます
竹炭プロジェクト
竹炭プロジェクト
に参加したのは、自

した。少し疲れましたが、その日はよく眠れました。

然部会の大木古木の
イベントに参加して

かい、物置からみんなでドラム缶で作った２つの窯
を運び出し、土の中に埋め込んで作業をします。竹

いたときに話を聞き、
何気なく千里中央公

をドラム缶に入るサイズに切って四つ割にし、節取
りをして、窯に１本１本横に丁寧に入れます。

園に来たのが始まり

ふたをして、公園内で集めた枯れ枝や落ち葉、古

竹炭焼きの日には、朝９時に公園の炊さん場へ向

でした。初めて竹薮に入り、リーダーからアドバイ
スを受けながら竹を１本２本と切っているうちに、

新聞で窯に火をつけ、交代で火の番をしたり、枯れ
枝拾いや、公園の溝掃除やごみ拾いなどの美化活動

あっという間に作業が終わり休憩。みなさんと楽し

をグループに別れて行います。手弁当を頂いた後、
温度を計り竹酢液を採取したりして、煙が透明に近

くおしゃべりして頂きました。
その後各自でスーパーの袋を持ち、公園の清掃と
ごみ拾い。空き缶、家庭ごみなど色々な物がありま

環境とわたし
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くなったら火を消し、窯の口を塞ぎ１７時終了。翌
日は竹炭の窯だしです。
（大倉信行）

大谷

修二さん

花と緑のネットワーク

「花と緑のネットワークとよなか」に参加して２年

てなりません。今後、この

になります。１年目はとよっぴー農園で「農園楽」
の塾に参加し、２年目から「花と緑のネットワーク
とよなか」の会員になり、いくつかの活動に参加し

地球はどのようになってい
くのでしょうか。
地球規模のことを考える

ています。その中でも作物の栽培に関することがら
に接していると、心が豊かになるというか、自然に

と気が遠くなりますが、わ
たしたちの身の回りをみて

抱かれているような気分になって落ち着きます。
わたしが環境について特に強く関心を持つように

も、環境の悪化に関することがたくさんでてきてい
ます。環境をよくするために自分でできることは自

なったのは有吉佐和子さんの「複合汚染」を読んで
からです。文明が進化するにつれて環境が壊されて

分の手で解決したいと常々考えているこの頃です。
わたしも今後も環境に関心をもって日々の生活を送っ

いくのはある程度仕方のないことかもしれませんが、
今やその度合いが加速度的に進んでいるように思え

ていきたいと思っています。今後ともよろしくお願
いします。

や まも と よ しふみ

はじめまして 山本佳史です。

情報の提供、多言語Webシステムの開発、NPO/N
GOの広域型中間支援といった仕事をしてきました。
これらの分野はライフワークとして続けていきま

2011年9月に結婚し、豊中
市民となりました。４月から、

すが、樹木医をめざしていることもあり、縁あって
暮らしているこの豊中で、自然環境をはじめとして、

常勤職員（コーディネーター）
として勤務しています。

誰もが暮らしやすい社会づくりに、仕事としてしっ
かり貢献したいと考え、現在に至っています。

特技はボランティア、特に
子どもと一緒に理科実験・工
作を楽しむ「理科教育」です。

心から活動を楽しみ、熱い想いをもつ人が集うこ
の団体で、日々私にできることを考えつつ、ともに
皆さんと歩みを進めたいと念じております。

これまでは神戸・大阪を中
心に、大学ボランティアセンター設立・運営の仕事

プライベートでも、同い年の妻と、６か月になる
息子（龍史）と一緒に、ぜひ活動に参加したいと思っ

にはじまり、在住外国人への医療相談や多言語生活

ております。今後ともよろしくお願いいたします。
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スケジュール
詳しくは、ホームページや広報、環境交流センターのおしらせをご覧ください。

・思い出自然館
6月17日（月）14:00～16:00 くらしかん

・ツバメのねぐら入り観察会
７月25日（木）18:00～19:30

岡恒夫さんによる「豊中の自然が豊かだった頃」
・地産地消採りたて野菜市
6月27日（土）、7月18日（木）
10:00～11:３0 さわ病院
とよっぴー2.5kg袋、竹炭の有料頒布もあり

モノレール柴原駅前ロータリー集合、現地解散
・森づくりの集い
7月２8日（日）7:45～17:30
市役所第一庁舎前集合（貸切バス・要事前申込）
ヒノキの間伐体験ほか

・都市で学ぶ農楽講座
6月13日（木）～３月２７日（木） 月２回
環境交流センター １回のみの参加も可能
・NEXT21と津波・高潮ステーション見学会
7月19日（金）8:45～16:00

・環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー
８月２８日（水）8:45～16:30
青少年自然の家「わっぱる」（豊能郡能勢町）
森の中の探検・川あそび
・竹炭焼き、竹切り

市役所第二庁舎前に集合（バス利用・要事前申込）
・とよっぴー農園 野菜大好きっ子
7月20日（土）10:30～12:30
緑と食品のリサイクルプラザ

ほぼ毎月開催、詳しくは事務局まで
・とよっぴーの有料頒布
第２土曜日、第４水曜日 10:00～11:00
緑と食品のリサイクルプラザ

とよっぴー（2.5Kg袋）や竹炭などは、環境交流センターでも常設有料頒布しています。

▼「ていねいに暮らす」という言葉が好き。そして、
憧れでもある。多忙な暮らしで見落としがちになって
いる、ゆったりと穏やかな時間。こんな暮らしをする
ために、何を残し、何を手放すか、心の整理が必要だ
と思っているのだが･･･ああ、むつかしい。（Ｅ）
▼気になっていること——バスに乗るとあちこちに
｢ドアが開いてから席をお立ち願います｣の注意書きが
ある。「お立ち下さい｣とはっきり言ったらよいのに、
婉曲な表現が日本語の癖なのか。そんなあいまいの好
みはできるだけやめたいと考える。

あっという間に“暑い”なんて声が聞こえるようにな
りました。夏本番を前に5月からは“クールビス”も
スタート！年を重ねるごとに、一年の早さを感じるよ
うなったのは、私だけでしょうか？（T）
▼これまで自分の「やりたいこと」を主に追求してき
ましたが、今年はその追求もしつつ、自分が関わる人
や団体、仕事に対して何が貢献できるかを見据える
「give」の年にしよう。新たに増えた家族を見て、そ
して新しい仕事に就いて、改めてそう思います。（Y）

(Ｚ)

▼花も咲かないシンビジュームが捨てられない。今年

環境クイズの答え
Ａ．③ユウゲショウ

久しぶりに花芽が３本出て、今満開で美しい。２年前
に鉢を東側に移動すると朝日をあびて元気をとりもど
した。たまに米のとぎ汁をあげるだけで花が咲いてく
れてありがとう。（H）
▼過日、テレビで胃ろうによる不毛な延命治療の実態
を観た。患者本人は意識なし。家族は長引く治療に戸
惑うばかり。家族が医師に相談するも、倫理観を口に
して、治療停止に応じない。いったい誰のための治療
か、と腹立たしい思いがした。「明日は我が身」にな
りかねない。元気な内に、と「延命治療拒否」の意思
表示を正式書面で残した。（S）
▼寒い冬が終わり、やっと春が来たと思っていたら、
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多くが夕方に花開くマツヨイグサの仲間ですが、
本種は朝から咲いていることが多いようです。
比較的最近よく見られるようになった中南米原
産の外来種。
《広報ﾁｰﾑ》
Ｅ新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、S猪尾、T高田、Y 山本

ホームページ http://toyonaka-agenda21.jp/

Ｅメール jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp
環境交流センター http://kankyokoryu.jp/
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