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ニュースレター
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多くの方のご支援・ご協力をいただき、エコSU

N市民発電事業として、2.16 KW（180W×12枚）

の太陽光パネルを環境情報サロンに設置して約6年

が経過しました。2008年3月に設置して以降、環

境情報サロン前にて市民への自然エネルギーの普及・

啓発、および施設の使用電力の一部をまかなってき

ました。

しかし、2013年春に、環境情報サロンとリサイ

クル交流センターが機能統合され、環境情報サロン

は閉所、リサイクル交流センターは環境交流センター

となりました。それに伴い、設置していた太陽光パ

ネルは環境交流センターに移設され、従来からリサ

イクル交流センターに設置されていた3.0KWとあ

わせて、現在では環境交流センターの使用電力の一

部をまかなっています。

環境交流サロンでの発電分は、当団体のホームペー

ジにて月ごとの

値などを公表し

ておりましたが、

環境交流センター

への移設に伴い、

従来から設置さ

れていた分と合

算されるため、

切り分けて評価

できなくなりま

した。また、太陽光パネルの設置場所も環境交流セ

ンターの屋上になったため、施設前を通行する市民

からは見えなくなりました。そうした事情や、昨今

の経済情勢や新たな設置場所の確保の問題などから、

今後2号機を設置することも難しく、エコSUN市民

発電事業を終了することとしました。

環境情報サロンに設置されていた約5年間の通算

で7,281 kWhを発電しました。平均自給率は27％

で電灯やOA機器などで使用する従量電灯の約1/4

をまかなったことになります。関西電力への売電は

通算1,529 kWhで総額57,051円でした。売電収

入は豊中市地球温暖化防止基金へ積み立てられ、省

エネ推進活動などに活用されます。

エコSUN市民発電の設置以降、太陽光発電の買

い取り価格が倍増したこと

や、東日本大震災を契機と

する原子力発電所の停止や

節電の広まりなど、社会全

体でエネルギー問題に対す

る意識の高まりが感じられ

ます。原子力発電所の再稼

働や国のエネルギーのあり

方について、ニュースなど

で焦点として報道されたり

していますが、いずれにせよ自然エネルギーのさら

なる普及・拡大がますます重要になってくるでしょ

う。例えば、京都市などでは公共施設の屋根を民間

に貸す「屋根貸し」により、市民団体が太陽光パネ

ルを設置するなどの事例が出てきています。豊中で

は、2013年度に「豊中市地球温暖化防止地域計画」

の改定を進めており、豊中でもそうした取り組みが

検討・実施されていくことに期待します。(廣田学)

エコSUN市民発電の移設と終了の経過
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花と緑では毎年、堆肥の勉

強を兼ねて先進的な堆肥化施

設の見学を行っています。今

回は、11月12日(火）に京都

府南丹市八木町にある「バイ

オエコロジーセンター」を訪

問しました。

同施設は1998年4月に供用

を開始、既に15年経過してい

ます。施設は「エネルギー再生型畜産糞尿処理シス

テム」とされ、バイオガスで発電してセンター内の

電気を賄うと同時に、排熱を回収して発酵槽の加温

等に利用してエネルギーの有効利用を図り、さらに

発酵残渣は良質な堆肥として市内を

中心に農地に還元し、資源の有効利

用を推進しています。

市内とくに旧八木町は畜産業が盛

んな土地柄で、供用開始以前は乳牛・

肉牛1,150頭・豚1,500頭を飼育し

ており、糞尿の野積みによるハエ・

悪臭の発生や河川の汚濁が心配され

たことから施設の建設に至ったそう

です。堆肥化に収れんするところが、バイオに着目

して成果をあげており、堆肥も大いに活用され生産

される作物の高品質な物が生育されるようでした。

(中村義世)

堆肥化施設の見学に行きました
発電・排熱利用・堆肥の製造の３つで成果

花と緑のネットワークとよなか

昨年５月から３年目になる「都市で学ぶ農楽講座」

（連続２２講座）を開講しています。今回は能勢町

で農業就労をしながら理論を学んで将来、農業に転

じる若者４人を育てる一環として実施しています。

４人を含め毎回２５人前後が学んでいます。

この間の学びについて４人から感想を寄せていただ

きました。

◆樋口 悠平さん

今まで農楽講座を受けてきて苗を育て、栽培管理か

ら販売に至るまで一連の流れで講座全体が成り立っ

ていたので、将来、私達が農業に取り組もうと思っ

た時に必要な内容がしっかりとまとめられていたと

思います。特に土作りに関して力を入れていた気が

します。土の成分分布によって作れる野菜が決まっ

たりするので、土に関する内容を重点的に講義して

くださったのは良かったです。

◆向 孝文さん

現場を離れて、農楽講座では様々な考え方が学べま

した。施肥の主成分のそれぞれどんな役割があって

少なくなったらどうなってしまうのか、連作障害っ

てそもそも何なのかなど、現場で何故こういう作業

をしていたのかに繋がったときは、思わずなるほど

と思ってしまいました。

時には簡単な土壌分析を実験したり、畑へ出て何の

雑草かその場で教えてもらったり、楽しみながら学

ぶことができました。

◆長村 拓哉さん

農楽講座では、毎回様々なテーマで農業に関しての

お話や、時に実験なども混じえて教えて頂きとても

勉強になりました。中でも個人的に良かったのが間

先生の野草に関する講義です。畑に生えた草を雑草

と思うのではなく、野草と考えて種類によっての特

性を深く知り、上手に共存出来れば、全ての野草が

邪魔な物ではなくなるのではと感じました。

◆渡邉 太志さん

これまで受けてきた農楽講座では、ただ単に作物の

栽培技術を学ぶだけでなく、農業の未来や経営の事

例など、本当に幅広く、また深いお話が沢山聞かせ

て頂けたので、とても貴重な機会だったと思います。

実際の現場では知ることの出来ないことも盛り込ま

れていて、農業の奥深さみたいなものを学べた楽し

い講座でした。 (中村義世)

農業講座を学んで若者４人が感想を寄せる



再生可能エネルギーの普及がなかなか進まない理由

にコストが高いという現状があります。しかし一方で

は太陽の日照条件がよいのに太陽光発電の普及はまだ

まだ十分とはいえません。世界各国の再生可能エネル

ギーの導入状況は下記の図に見る通りで、大型ダムに

よる水力発電を除くと再生エネルギーの比率は1.6％

でしかありません。

再生可能エネルギーは、太陽光だけでなく他にもい

ろいろあります。東北・北海道を中心にした地域では

風力に恵まれていますし、火山国でもある日本では地

熱資源量でも世界で3番目に恵まれています。電源コ

ストの試算がありますが、むしろ太陽光よりも安価で

発電できるのです。

世界各国は固定価格買取制度(FIT)と、再生可能エ

ネルギー電気の一定量の調達を電力会社に義務付ける

RPS(価格は固定しない)などの導入を促進しています。

ドイツは 2000年より、FITによる支援を実施し、

再生可能エネルギーの比率を早くも6.2％に引き上げ、

2010年には14.7％に達しています。

スペインは、1994年からFITによる支

援を実施。再生可能エネルギーの比率を、

16.2％に引き上げ、その後18.5％まで増

加。2011年からは送電会社の赤字が累積

したため若干後退しているようです。

イギリスは2002年からRPSを、2010

年からは小規模発電にFITも併用していま

す。

アメリカは ワシントンDCを中心に東北

部30州でRPSを採用し始め、その他にもカリフォル

ニアなど5州でFITを採用しています。

日本では再生可能エネルギー(水力発電を除く)が総

発電量の中に占める割合は1％前後で推移してきまし

た。2009年11月に余剰電力買取制度を開始、2012

年7月の固定価格買取制度(FIT)施行により、太陽光発

電を中心に再生可能エネルギーの割合は1.6％まで上

がりました。

太陽光発電の導入累積は2012年度末で約729万キ

ロワット。内訳は住宅が8割、非住宅が2割程度で住

宅用が主役です。2024年に固定価格買取が制度化さ

れ。メガソーラーなどの急拡張が見込まれているのが

現状です。 （奥野享）
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研究発表 ２件 ― エコライフカレンダー運動に関連して

生活部会

3月27日午後に行われるくらしかんの研究発表会に向けて、生活部会としては今年も2件の研究報告を作

成し発表することにしています。１つは「再生可能エネルギー、特に太陽光発電の現状と問題点」もう１つ

は「エネルギー、特に電気の価格の仕組みと現状」の２件です。とりあえず今号では、最も時代の関心事

である太陽光発電に関する報告について、ごく限られた部分だけですが中味をのぞいてみることにしま

太陽光発電の現状と問題

最近は｢異常気象｣どころか

竜巻や集中豪雨など｢極端

現象｣の多発です。それらの現象は地球温暖化と

どう結びついているのでしょうか。

①大気温の急上昇 ②北極の氷が溶けてきた

③海水温の上昇 ◆答えは8ページ
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冬の野鳥観察会

自然部会

2月9日、服部緑地公園に集合。真冬の寒い朝で

あったが、全体で４５名の参加があった。

本日の資料はバンとオオバンの比較である。いず

れもクイナ科の鳥であるが、仲間で有名なのはヤン

バルクイナやヒクイナである。

バンとオオバンは全身が黒くて見分けにくいが、

額からくちばしにかけて赤いのがバンであり（先端

は黄色）、白いのはオオバンである。近年服部緑地

では、このオオバンが増えて数多く見られるが、足

にはひれが有り潜って水草などを採って食べている。

すると近くにいた潜れない水鳥たちは横取りしよう

とする。取られまいと水草をくわえたまま逃げる。

こんな争いも興味深い。資料のカラー鳥図版を参考

にしながらゆっくりと観察する。

また、今年は８年ぶりにトモエガモが渡来したの

で、少しコースを変更して「中池」に立ち寄ること

とした。幸いなことに休んでいるところを見つけ、

頭の巴模様も確認できた。またそのグリーンの美し

さに感激して、皆さん盛んにシャッターを切ってい

た。

４つの池を回り、珍しいトモエガモにも会うこと

が出来たので満足な観察会であった。参加者の中に

は６年間も続けて親子で参加していると云う方もい

て嬉しく思っている。

観察した水鳥はトモエガモ、ヨシガモ、マガモ、

キンクロハジロ、ゴイサギ、カイツブリ、オオバン

など16種類、陸鳥はイカル、アオジ、ウグイス、

コゲラ、シジュウカラなど10種類で合計２６種類

であった。 （三宅史郎）

今年正月に帰省して来た孫達と内戸厄神に初詣に

行きました。途中、門前で駐車場の順番待ちの長蛇

の車を見て小学３年の孫が急に「地球温暖化で海に

沈む国もあるんだね」と言い出しました。私が「そ

うならないようにするにはどうすればいい」と問い

返すと、「車に乗らない、緑をたくさんふやす」と

言いました。

６年前から始め

た千里中央公園で

の未来の森づくり

は、子ども達に緑

の大切さを分かっ

てもらいたくて環

境展で竹ポットに

豊中産ドングリを

植えつけることから始めます。それを１年半自宅で

育ててもらって、それから植樹をするというもので

す。すでに４回の植樹を行い、約300本のドングリ

の木が育っています。これらの木々が直径30cmく

らいの樹に育つと１本で自家用車の１年分くらいの

CO2を吸収してくれるはずです。植樹は毎年5月で、

国連の生物多様性の日（5月22日）に世界各国で植

樹を行う「グリーンウェイブ」にちなんでその前後

におこなっています。地球温暖化防止と生物多様性

の保全に少しでも役立てたらと考えています。

（佐々木忠宏）

未来の森づくり ドングリの植樹すでに３００本

８
年
ぶ
り
に
出
会
っ
た
ト
モ
エ
ガ
モ
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事業部会

企業と環境② 次世代型住宅

今回は、モノレールの千里中央駅から徒歩５分に

ある本社ビルにパナホーム株式会社の東野所長を訪

ね、お話を伺いました。

ご存知の方はもちろんご存

知なのでしょうが、パナソニッ

クグループの住宅メーカーで

あるパナホーム株式会社の本

社が新千里西町にあることは

意外と知られていないのでは

ないでしょうか。

同社は、

連結売上高2,894億円（平成2

5年3月期）、従業員数5,161

名の国内有数の住宅メーカー

で、1963年に設立され1978年に本社を新千里西

町に移転し現在に至っています。昨年2013年は豊

中の地に本社を移転して35年目、また創業50周年

という節目の年となり、記念に本社ビル横にビオトー

プを造られました。このビオトープは、出来るだけ

地元の花木を植えており、池には地元の「千里生ま

れのめだか」が元気に泳いでいます。見学は自由な

ので、そっと覗きに行かれてはどうでしょうか。

人が住まう「家」というものには、様々な機能が

求められています。日本のような地震の多い国にあっ

ては耐震性が必要とされるでしょう。そして、多く

の人にとっては人生で一回限りの買い物でしょうか

ら、生涯にわたって住み続けられることを求めるで

しょう。また、メンテナンスの容易さやバリアフリー

の観点も求められるかもしれません。

パナホームさんでは、独自技術「家まるごと断熱」

＋「エコナビ搭載換気システム」が、2012年12

月の第9回エコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門

で国土交通大臣賞を受賞しま

した。「家まるごと断熱」と

は、外壁や天井部分はもちろ

ん、建物の基礎部分までに断

熱材を施工したもので、「エ

コナビ搭載換気システム」は、

建物内の換気に第2種換気(※)

を採用したものです。

さらに、パナホームさんで

は上記の省エネ技術等を基盤

としながら、太陽光発電シス

テム・燃料電池やリチウムイオン蓄電池による創エ

ネ・蓄エネを採用することによりネットゼロエネル

ギーの住宅を開発しています。また、街全体がネッ

トゼロエネルギー（もしくはそれに近い）の住宅で

構成されている分譲地の開発にも取り組んでいます。

（豊中市では東豊中にあります。） （荒井秀夫）

※給気を換気ファンで行い、排気を換気口で行うこ

と。これに対し、排気を換気ファンで行い、給気を

換気口で行うことを第3種換気といい、多くの住宅

では第3種換気が採用されている。ちなみに第1種

換気とは、給気排気とも換気ファンで行うことをい

う。

私の小さな小さな環境とのふれあいは

●雑草とごみで荒れた花壇でした。清掃活動が近所の人々

と始まりました。整地し、少しづつ花を植え、会員組織

を整え、花壇の体裁が出来てきました。種播きに始まる

花壇活動は、人の繋がりも育ててくれました。４０人程

の会員・自治会・市役所など多くの人々に支えられ、毎

年千数百株の花で賑わいます。「綺麗ね、ほっとするわー」

「何か、なごむねー」、近くのバス停から聞こえてきま

す。励まされて、いつの間にか７年目を迎えます。

●野菜作りを始めた頃、講習会で生ゴミ堆肥と出会い、

作り続けています。今では地域

団体の調理クズも引き受けてい

ます。生ゴミは、多彩な有機の

肥料源です。“健康で美味しい

野菜作り”を目指していますが、

なかなかに難しい。野菜の周りの、億を超える微生物や

昆虫とどう付き合うかが、目標への糸口の一つのように

思いますが、沸き出る疑問に、悪戦苦闘の毎日です。い

つか言ってくれるかな「じいちゃんの野菜、美味しかっ

たなー」

環境とわたし 花と緑のネットワークとよなか
《３9》

青山 泰彦さん
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今年も思いっきり汗をかきます

竹炭プロジェクト

ちょっといい豊中見つけに行こかウォーク
～曽根・岡町でタイムトリップ 縄文☆戦国☆大正～

企画屋本舗

「無理をせず、ケガをせず、思いっきり汗をかき、

皆で楽しみながら体を動かす」竹炭プロジェクトの

モットーです。まず安全であること、少しでも世の

中に貢献すること、楽しいことが永続きするポイン

トと考え今年も千里中央公園、新千里北町の緑地で

竹林を中心に間伐作業、整備作業を行ないます。間

伐した竹を有効活用する為、竹炭焼きや竹を使って

自然工作を実施します。残った竹は自然腐蝕させて

元の竹林に戻し自然循環を行ないます。心地よい風

を感じ、マイナスイオンを浴び、鳥の声を聞きなが

ら散策コースとして豊中の貴重な自然を守る事に少

しでも貢献出来ればと思っています。（千里中央公

園は間伐作業を実施して今年で12年目、新千里北

町緑地は6年目、年間約2000本の間伐、会員は22

名）

竹炭焼きは年間9回程度実施していますが、何回

実施しても実施する毎に出来具合が異なる難しい作

業です。今年は更に質の向上を目指してドラムカン

窯の工夫、並びに焼く作業の質のアップを図ります。

また自然工作では、竹林の厄介者、葛を利用したカ

ゴ作りが昨年好評を得ましたので、今年も継続して

実施する予定です。竹を使った製品は素人製作のた

め難しい面もありますが、質の向上と共に、自然部

会と共同で自然工作の充実を図り子どもたちを含め

市民の方々が豊中の自然により関心を持って頂くた

めに参加促進する予定です。

体験参加の募集を行なっていますので多くの方々

の参加をお待ちしています。 （木村文康）

2月22日、参加者22人。大雪の週末から１週間

目の日曜日、空は快晴でまさにウォーク日和。環境

交流センターを出発して、まず萩の寺へ。横にある

公園は一段低く、橋が架かっています。ここで市教

育委員会学芸員の清水さんの説明を

聞きます。「豊中市は大昔、海が入

り込んだ谷が多くあり、この公園も

谷の一つです。それぞれの谷を登り

切った所に道ができ、それが街道と

なったのです」

その能勢街道から原田神社へ。そ

こで桜塚の地名の由来や石の鳥居の

説明など、近くにいても知らない事

ばかり。さて問題。神社内に赤穂浪士、大高源吾の

句碑があります。また、日本で一番かわいい狛犬が

います。どこでしょう?

岡町駅をこえて伝統芸能館へ。隣接する大石塚・

小石塚古墳から出土した大きな埴輪が展示していま

す。側面に幾何学的な線が描かれていますが何を表

すか、未だ解かれていない古代の謎なのです。

伝統芸能館を出て、古墳を過ぎる所から岡町住宅

経営地の遺構の探索です。岡町駅西側の広大な土地

に１区画100坪からの住宅開発が大正初期にありま

した。その面影が残っているのが、

側溝にある赤レンガです。レンガの

表面には○や□の刻印があり、それ

は製造した会社の目印で、岸和田、

貝塚などの泉州地方に集まっていま

す。

さて最後の目的地、原田城跡・旧

羽室家住宅へ。ここでは、とよなか・

歴史と文化の会の山田さんに解説し

ていただきました。城跡には和洋折衷館が建ってお

り、暖炉のある応接室、ガス燈を備えた食堂、離れ

には茶室兼の和室を設け、昭和初期の雰囲気が漂い

ます。今回のウォークで、古墳時代、戦国時代、大

正・昭和ロマンを垣間見ました。今度は、豊中の未

来を見てみたいものです。 (池田一夫)
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▼環境交流センターに活動拠点を移して１年。センター

を訪れる年代層や活動が多様化していると実感。特に

子どもの笑い声がいい。これからも多くの方の寄り場

として、気軽に環境問題を考える場として、もっともっ

と賑やかになったらいいなあと思っている。（E）

▼経済誌で最近読んだ話。メルケル首相は福島の原発

事故が起こるや、直ちに｢安全エネルギー供給に関す

る倫理委員会｣を作り、原発のリスクについて議論を

始めたというのである。原発が倫理の問題だという視

点の新鮮さに心が洗われる思いであった。(Ｚ)

▼大鳥居をくぐり橋を渡ると大きな杉木立の森に入っ

ていく。参道の玉砂利を踏みしめてゆっくり進み外宮、

内宮に参拝する。風の音小鳥の鳴き声を聞き自然のエ

ネルギーをいっぱいもらう。夜は温泉に入りあたたか

い気持ちになる。久しぶりのお伊勢参りです。（H）

▼戦後まもなしの昭和２４年（小学６年生）のころ、

日本人の平均寿命は５０歳と教わった。当時、日本は

大変な食料難で私が住んだ寒村では“肉・魚”は最高

の食材でした。このどん底の生活から日本人持ち前の

忍耐と勤勉さで現在の豊かさを手中に収めた。今や日

本は世界一の長寿国。男女平均寿命は８3歳。日本人

は偉い！ これは世界が認めている。（S）

▼冬の京都を訪れ、初めて金閣寺を見て予想以上の煌

びやかさにびっくり！雪もちらつき、日本の“美”に

更なる感動を覚える反面、「この金、全部でいくらに

なるんやろ？」とふと考えてしまう自分に、心の“汚”

を感じてしまいました・・。（T）

▼100,000年後の安全という映画を見た。フィンラ

ンドは放射性廃棄物最終処分施設を建設。100,000

年も安全に保たれる施設をつくるという。後の世代に

負の遺産を残さぬ様という言葉が心に残った。（O）

・春の自然観察会

北町公園～千里緑地への散策とコバノミツバツツジ

の鑑賞

4月1４日（月）9:30集合～12:00

千里文化センターコラボ前（新千里東町）

・自然ふしぎ発見クラブ

竹のふしぎ発見・竹の赤ちゃんこんにちは

４月１９日（土）9:30～12:00

千里中央公園

・おもちゃ病院

偶数月の第2土曜日 10:00～12:00

環境交流センター

・とよっぴー地産地消採りたて野菜市

毎月第4木曜日

10:00～11:00 さわ病院

とよっぴー2.5kg袋、竹炭の頒布もあり

・竹炭焼き、竹の間伐

千里中央公園、新千里北町

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

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。

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。

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

http://toyonaka-agenda21.jp/

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

豊中市立環境交流センター

http://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、T高田、O前川

環境クイズの答え ③ 海水温の上昇

温暖化熱エネルギーの90％以上を海水が吸収

し水深700ｍの深層でも温度上昇が認められ、

蓄熱量は1980年頃の4倍になっていると推計

されています。（ＩＰＣＣ第5次報告による）


