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とよなか市民環境会議アジェンダ２１ ２０１４年度総会
記念講演はあおぞら財団の藤江徹さん「PM ２.５って何？」
て何？ ―大気汚染と私たちの暮らし― 」、第2部

「とよなか市民環境

15時～15時30分 とよなか市民環境会議総会、第3
部 15時40分～16時45分 NPO法人とよなか市民

会議」と「NPO法人
とよなか市民環境会議
アジェンダ21」の合
同 総 会 を 、 6月 25日

環境会議アジェンダ21の総会。昨年度の事業の振

(水)13時30分～17時
まで青年の家いぶきに
て開催します。第1部 13時30分～14時45分 公益

等を審議する大事な総会です。さらなる発展をめざ
し、積極的なご意見をお願いいたします。また、記
念講演では今話題の「PM2.5」の実態を冷静に考え

財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)事務
局長の藤江徹(いたる)さんによる記念講演「PM2.5っ

ることができる機会になりそうです。ぜひともご参
加ください。
(新開悦子)

り返りと決算報告、ならびに今年度の計画、予算案

環境情報サロン跡地に記念碑誕生
2004年5月から2013年3月まで約9年間にわた

の費用もないため、とよなか市民環境会議役員であ

り、当法人が市から委託を受けて運営を行い、市民
環境活動の場となっていた環境情報サロンは2013
年度に閉所、解体され、豊

る豊中造園建設業組合組合長の上垣成太さんに相談・
協力いただくこととなりました。こうして、公園み
どり推進課に提供いただ

島公園のメインの入り口と
してきれいに整備されまし

いた石の上に、文言を刻
んだステンレスプレート

た。市が整備するに際し、
公園を管理する公園みどり

を貼り付けた記念碑が環
境情報サロン跡地に誕生

推進課から「ここに何か市
民環境活動の記念になるも

しました。
「協働のまち豊中」と

のを設置してはどうか」と
お話をいただきました。
「市民活動に記念碑など

題したこの記念碑は、市
民と行政の理解と信頼の
もとに生まれ、事業者の

はそぐわない」という意見
もあり、理事会でも検討を

協力のおかげで実現した、
まさに“協働の証”であ

重ねた結果、「市からこのようなお話をいただくの
は、市民の活動を評価していただいていることであ

ると言えるのではないでしょうか。この記念碑を通
して、市民をはじめとする多くの方々に、豊中は市

り、大変ありがたいことではないか。ぜひこの機会
に多くの方にアピールできればいいのでは」という

民・事業者・行政が協働とパートナーシップを大切
にした環境活動のまちであることをアピールすると

意見でまとまり、記念碑を設置することとしました。
とはいえ、記念碑などを作った経験もない上、多く

ともに、これからもがんばっていきたいという思い
が伝わればうれしいと思います。
(茨木かづ子)
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くらしかん研究発表 その２―電気価格の仕組みと現状
生活部会

3月 27日の く ら し か ん研 究 発 表 会 では ２ 件 の 研 究を 発 表 。 そ のう ち の 1件 は す でに 前 号 に 掲 載。
今 号は も う 一 つ の報 告 ｢エ ネ ル ギ ー特 に 電 気 の 価格 の 仕 組 み と現 状 ｣の 要 約 で す。

原発運転停止・燃料費高騰で電気料金が値上げされたのを受けて
電力料金の原価と仕組み

1,327円（11％）の値上げになります。

電力の料金は総括原価方式を基に算出されていて、
経済産業大臣により認可する仕組みになっています。
総括原価には人件費・燃料費・諸費用のほか事業報
酬（利潤）が原価の中に含まれているところが一般
企業のコスト計算とは違います。料金の根拠が明確

固定価格買取制度（ＦＩＴ）
再生可能エネルギーの促進を図るため「再生可能
エネルギー固定価格買取制度（F IT）」が2012年
７月から始まりました。太陽光・風力・地熱・バイ
オなど各電源ごとに、必要なコストを基礎に適正な

なので過大な喪失・負担を強いられることはありま
せんが、設定までに膨大な時間・コストがかかるこ

利潤を勘案した価格で買い取る制度です。太陽光発

と、競争がないのでコスト削減する誘因がない等の

38円と決定しています。固定価格買取制度で買い
取られた費用は、電気の使用量に応じて再生可能エ

問題点も考えられます。

一般家庭の電力値上げについて
値上げは、主に原子力発電の停止に伴う火力発電
の比率の大幅な増加が見込まれるなどの理由で、平
均11.88％の値上げ申請が2012年11月に提出され、
審査の結果、2013年4月に平均で9.75％の値上げ
が認可されました。一般家庭の平均、１カ月300k
Wh使用量だと457円（6.7％）、500kWhでは、

電の場合、2013年度は10kWh未満でkWh当たり

ネルギー促進賦課金として賄われます。平均的な家
庭で月額約100円～120円の負担になり、再生可能
エネルギーの発電量が増えるとどんどん増えていく
仕組みです。
なお、電気料金の国際比較や電力システムの改革
などによる電力料金の影響・課題についても言及し
ました。
(宮田健)

いすに座ってラクラク体操
5月 16日 10時 か ら 、 作
業療法士の木村宏之さんを

スで、息をするのも忘れないで
…｣との声かけも。

講師に迎えラクラク体操を
行いました。「肩や足腰の
痛い人はいませんか」と聞

首を倒したり、手足を伸ばし
たり、脚を組んで上体を捩じっ
たり。足の指も一本一本ずつモ

いてから始めて下さり、い
つもは主に病院や施設での

ミモミして、皆うっとり。突然
先 生 が｢ワ ーッ ｣と 大き な 声 を だ

リハビリにたずさわってお
られるだけに、やさしくて

されて、みんなびっくり。「皆
さんがあまり気持ち良さそうに

いねいです。
「無理はしないでいいんですよ」「よく体を動か

されているので、眠気覚ましで
す」と。

すことはいいのですが、使った筋肉はその後の手入
れもして欲しいですね｣と言われました。椅子に｢お
しりできちんと座って下さいよ｣とか、力がはいり

最後は近くの人同士のペアで、肩・腕・背中など
をさすり合いクールダウン。「あー気持ちよかった。
またして欲しいわ」の声も聞かれました。
(今井文子)

過ぎている人には｢リラックスしてゆっくりしたペー
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セミのぬけがら調査・豊中 2013
自然部会
豊中の自然に親しん

りました。

でもらいたく、市民の

併せて鳴き声についても、ツクツクボウシ、ニイニ

皆さんに調査への参加

イゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシについて任意の場所

を呼びかけ、2008年
に続き「セミのぬけが
ら調査・豊中」を実施
しました。市内全域に
わたる調査に29名の
市民が参加し、調査日
と調査箇所を定め実施
しました。
調査の結果、2008
年と比べ約1.5倍の15,153個のぬけがらが集まりま
した。種類別では、クマゼミが約55％、アブラゼミ

で調査をしました。ぬけがら調査では確認されなかっ

が約44％と両者で99％を占め、ツクツクボウシ、ニ

た、里山のセミであるミンミンゼミ、ヒグラシの声も

イニイゼミは合わせて1％程度でした。温暖化の影響

数少ないながら北部地域で聴かれ、まだ豊中にも里山

からか全国的にクマゼミが北上する傾向にあり、豊中

が有ることが分かり、あらためて自然を大切に守りた

でも北部はアブラゼミが優勢でしたが、南部はクマゼ

いと思いました。

ミが圧倒的に優勢でした。クマゼミが都市型の環境に

今回の調査では 、いくつかの課題も見つかりまし

適応し、市街化したところでも比較的多くみられる傾

た。今後も調査を継続し、また他の地域のデータとも

向にありました。

比較して精度の高い調査を実施したいと思います。

月別確認数では、クマゼミ、ニイニイゼミは７月が

(伊藤陽一郎)

多く、8月9月には減少、アブ
ラゼミは7月より8月が多く9
月は減少しました。ツクツク
ボウシの前回は7月、8月、9
月の順に増えましたが、今回
は9月の確認が少ない結果と
なりました。
雌雄の比較は4種類とも雄
の方がやや多い傾向にあり、
前回調査と同じでした。ツク
ツクボウシとニイニイゼミは
雄の比率がより高い傾向にあ
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企業と環境③

病院での感染症予防と省資源に悩む

事業部会

3回目となる今回は、社会医療法人北斗会さわ病
院の澤 温（さわ ゆたか）院長にお話を伺いました。
場所は環境交流センターから自転車で5分くらい行っ

事業部会でも取り組んでいる機密書類のリサイク
ルについては、1999年とよなか市民環境会議の発
足当時に澤院長の呼びかけで豊中市内の病院におい
て取り組みを始められ、現在も実施されているとの
ことでした。また最近ではカルテなどのペーパーレ
ス化に取り組んでおられ、近未来には電子サインも
導入の予定だそうです。
澤院長とのお話の中で印象深かったのは、「満足
度と質が高いサービスを提供しようとすればするほ
ど環境への負荷が高くなる。」という話題です。例
えば、感染症予防のための“一つの行為に一つの手
袋”という原則は質の高いサービス提供という観点
からは推奨されるでしょうが、手袋を次々に使い捨

た城山町です。ここは豊中台地といわれる高台を下

てていくことでもあり、環境や将来世代への配慮と

りきったところで、この辺りは縄文時代には海辺が
広がっていたそうですが、今では市街地が広がって

いう観点とは緊張関係にあるといわざるを得ないで
しょう。これは街灯の数とエネルギー問題などの安

います。
さわ病院は約60年前からこの地で精神障害や認

心・安全と環境との関係に似ており、環境に配慮し
たいと考える事業者としては悩むところです。「環

知症疾患に対する診断、治療、地域ケアに力を注い
でいる医療機関です。病院の理念として「満足度と

境とは人がハッピーになるために必要なこと」とい
う信念のもとに、試行錯誤しながらも前向きに環境

質が高いと同時に環境に配慮した継続的なサービス」
を掲げており、国際規格であるISO9001（品質基
準）、14001（環境基準）の統合認証を取得され

問題に取り組まれている澤院長の姿が印象的でした。
(荒井秀夫)

ています。また、「とよなかエコ市民賞」の創設に
先立って行われた「市民環境活動表彰式」（2006
年開催）では、病院内のごみの分別の工夫や機密書
類のリサイクルについて発表され受賞しておられま

とよっぴーになれない
①食パン

ものはどれでしょう？
②フライ紙 ③トウモロコシの芯
◆答えは8ページ

す。

環境とわたし

《40》 大倉 信行 さん

私が、豊中の広報を見ていたら、自然部会の大木古木
のイベントが気になり参加しました。豊中にはまだまだ
色々な大木や植物や緑が有る事を知りました。私の今住

自然部会、竹炭プロジェクト
感動しましたとの、お声もいた
だきました。又先輩の方々が作
られた、上野坂ビオトープでの

んでいる所も季節の変化も良いが、近年竹藪が住宅にな
り、この豊中の自然を親しみ、楽しんでおこうと思い部

手入れ、観察会。カシノナガキ
クイムシ被害が豊中にも増えつ

会に入りました。
旧猪名川堤防林の整備。春日町での蛍保護地区の竹林、

つ有り、雑木林や公園で、木に
虫がついたものは、他の所や木

草木の手入れ、島熊山竹林整備、服部緑地での冬鳥観察
会…。セミの幼虫が夕方に木の下の小さな穴から出て木

にいかない様にしたりするナラ枯れ作業をします。色々
な事に参加するだけでも勉強ですが、メンバーで京都植

に上り、白い羽がゆっくり出て来る自然のふしぎな様子
は、参加している子ども達も家族の方々からも、喜びと

物園に行った時は、桜も咲き、植物の説明も聞き、楽し
い一日になりました。
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「とよっぴー」も早や１４年
土作り、作物作りに大いに貢献
花と緑のネットワークとよなか
「とよっぴー」ってご存知

枝を混合させた「生ごみ堆肥化施設」の提案を行っ

ですか？ 豊中の「豊」と肥
料の「肥」と書いて「とよっ

て、「とよっぴー」が実現したものです。
製造責任は市が、製品である「とよっぴー」の活

ぴー」と言います。2002年
4月に誕生した豊中発の堆肥

用は花と緑のネットワークが一手に引き受け、地域
内資源循環のモデル形成に取り組んでいます。堆肥

の名称です。堆肥は、豊中市
緑と食品のリサイクルプラザで製造されており、野
菜作りや花の栽培などの土作りに活用されて、14
年が過ぎました。
戦後日本の農業は農薬と化学肥料が主流となりま
した。他方で古くから人糞などが大いに利用され、
江戸市中では、今で言う郊外の農家が定期的に引き
取り野菜の栽培に使われ、育った作物を市中で販売
する循環の機能が働き、当時世界でもっと綺麗（清
潔）な都市と評価されていたそうです。
農薬や化学肥料は成分が安定し使う側にとっては
2002年

緑と食品のリサイクルプラザの開所式

便利ですが、難点はやがて土が病弊すると指摘もさ
れ、有機質の資材を再利用して、それに依拠した有

化施設の稼働に際し、協働とパートナーシップに基

機栽培に取り組む農業者も増えてきました。
花と緑のネットワークでは、1999年に豊中アジェ
ンダ21活動の一環として、生ごみ堆肥化実験に取

づく覚書を締結して、現在まで大地を良くする活動
に貢献しています。
年間約120トン前後が製造され、多くの市民や

り組み、何度かの実験と利活用の拡大を図る中で、
市に学校給食の残渣と食べ残しに街路樹などの剪定

市内農家で利用され、都市における資源循環の領域
が広がる成果をもたらしています。

(中村義世)

圧巻は残パンの展示、「もったいない」来場者と共有
2月27日(木)～28日(金) にかけて市役所第
二庁舎ロビーで「とよっぴー展」を開催しまし
た。両日とも、前々日の学校給食で食べ残され
たパン「食パン」を展示したほか、堆肥化施設
のシステム図や製造過程の堆肥サンプル、市内
32か所で取り組まれている「花いっぱい運動」
の写真、「とよっぴー」で育てた野菜、さらに
は「とよっぴー農園」での作物栽培の様子と小
学校で実施している菜園支援・お米作り、教室
での食と農の環境教育の感想文など展示し、生
ごみの堆肥化実演も加え来場者に資源循環の大
切さを訴えました。

いを受け止めつつ、完食は無理としても少しでも残

展示の圧巻は残パンでした。多くの人が足を止め
「残渣類」について考える機会となりました。心を

渣が減るにはどのような工夫ができるか、色々なお
話が出され、給食と「とよっぴー」を考える2日間

込めて給食の献立作成や調理にあたっている人の思

となりました。
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(中村義世)
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世代を越えた新たな学び合いの機会づくり
あい・あいプロジェクト

あい・あいプロジェクトは、環境教育や子ども達
と学び合うことに関心のあ

12月には、「みんなの森をつくろう！」ワーク
ショップを開催。たくさ

る若者を中心としたグルー
プです。一昨年度までは、

んの親子連れが参加して、

天竺のはらっぱ等でネイチャー
ゲームや自然にふれあう遊

らいの大きな森が出来上

びなどを行ってきましたが、

今年度は、昨年のワー

昨年度は環境交流センター

クショップから生まれた

のオープンに伴い、センター

数々の作品をもとに、さ
まざまな場面で活用して

センターの壁面を覆うく
がりました。

内で自然環境を考える学び
合いを行いました。9月に

もらえるような環境教育
プログラムを作成してい

は、センターによく遊びに
来るこども達と一緒に「生

きます。学生や地域の子
ども達を巻き込みながら、

きものいきいきゲーム」を
作成。現在も、来館する子ども達の手によって、ゲー

新たな学び合いの機会を作っていきたいです。
(上村有里)

ムの生きものがどんどん増え続けています。

1年目 環境交流センターの成果とは
環境交流センター
環境交流センターは1年目が過ぎ、皆さんのおか
げで、目標の1万人を大きく上回る12,644人の来

の方に伝えました。
2つ目は「いのちはぐくむ力☆サポートプロジェ

場者を得ることができました。センターは、イベン
トや講座、掲示をたくさん行うことを目的にするの
ではなく、そういった交流を通して、地球や豊中の

クト」です。事務局が担当したわいわいクラブの講
師と参加者が、講座を通して、環境と命、子育ての
話で盛り上がり、長期的、発展的な活動をするため

環境保全に寄与することをめざしています。ですか
ら、直接的な成果は短期間では見えにくいものだと

に団体を立ち上げました。センターのおかげでスター
トできたと言われた時は、本当にうれしかったです。

思います。そのような中、今号では、1年目の成果
として、センター事業を通して、立ち上がった2つ

この団体とは今後「環境×いのち×手しごと」とい
う事業で一緒に活動していくことになっています。

の団体をご紹介します。
1つ目は「福島プロジェクト・豊中」です。2月

この2つの団体の活動は、豊中で多くの人たちの
環境への共感を生んでいく力になっていくと思いま

から3月にかけて、「災害からの教訓が人や環境を
守ることにつながる」と、自然災害から学ぶパネル
展をセンターで企画しました。想いを形にするため

す。団体以外にも、初めて環境教育プログラムを作っ
た方、生物多様性のパネルを描いた方、リーフレッ
トをデザインした専門学校生たちなど、1年のセン

に、団体を立ち上げ、企画書づくりからレイアウト
や見せ方など、3か月近くやり取りをしながら、パ

ターの運営だけでも、様々な方の想いや活動が生ま
れ、育まれました。2年目はセンターを盛り上げる

ネル展開催に至りました。インターネット番組「豊
中エコにこTV」にも出演され、パネル展への想い

仲間づくりとしてのファンクラブ制度など、新たな
試みも行います。様々な人が出会い、事業を通して、

を語りました。新聞や地図を利用したり、東北の子
どもたちの作文を入れたり、とても工夫されたパネ

センターの内外での多様な環境活動が広がっていく
よう、皆さんもご協力をお願いいたします。
(正阿彌崇子)

ル展で、自然災害と環境、私たちのつながりを多く
6

とよなか環境

2014年（平成26年）夏号

NO.46

（通巻第64号）

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。

・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

・とよっぴーの有料配布

・自然ふしぎ発見クラブ
公園でセミの羽化を見てみませんか
7月27日(日) 18:30～20:30
千里中央公園管理事務所前集合

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

・とよなか市民環境会議と、NPO法人とよなか
市民環境会議アジェンダ21の合同総会

・夏休みの貴重な思いで
夏野菜の収穫体験・とりたて試食会
8月2日(土) 9:30～12:00
緑と食品のリサイクルプラザ

・環境びっくり箱 親子でたのしむエコツアー

6月25日(水) 13:30～17:00
青年の家いぶき

8月28日(木) 9:00～16:00
豊中市立青少年自然の家 わっぱる

・水生生物観察会

・とよっぴー地産地消採りたて野菜市

7月21日(月) 9:00～12:00

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

箕面駅集合、箕面川で活動

・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（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。

▼訳あって２所帯の家事をこなしている。そこでの戸
惑いが“もの”との付き合い方。ルールを決めている

い私も、この時ばかりは夜中までテレビに噛り付き一
喜一憂します。選手にとってこの夏が素晴らしいもの

我家だが、それでも滞留する“もの”の山に溜息をつ
く。ましてや年代や生活習慣の違う所帯に我家流を押
し付けられないしどうしたものか・・(E)

でありますように。熱い夏はクールビズで乗り越えま

▼人間社会が地球埋蔵エネルギーのみに依存し続ける
なら、遠からず低開発国のエネルギー需要も爆発的に

てしまうスナック菓子、菓子パン。買い物をするとき、
成分表示を確認するようにした。大量の添加物を見る

増えるだろう。行き詰まりは目に見えている。マスコ
ミも含む各方面からの警鐘だが代替エネルギー開発は

と、おのずと購買意欲が落ちる。これで体重も落ちれ
ばな～。(O)

単にCO2対策だけではなくなっている。(Z)
▼天竺川の八坂橋から下流50mに大小の鯉が泳いで
いる。子どもたちの健やかな成長を願ってくれている
ようでうれしい。昔、ここはごみが集まる所で川に降
りてごみを回収した。バッテリー・自転車・ふとんな
ど小型トラックに2台分。今は川もきれいで鯉が泳ぎ
憩いの場所です。(H)
▼我が家の庭で小さな虫を見た。注意深く観察すると、
口や脚を盛んに動かしている。この仕草は生きていく
ために必要なのだろう。生き残る技は全ての生物が先
天的に備わっている必須の技である。生物界の頂点に
君臨する人類！安易に弱い生物の生命を絶つ行為は慎
みたいものである。(S)
▼今年度担当させていただくことになりました。よろ
しくお願いいたします。先日、サッカーW杯の日本代
表が発表されました。年に一度程度しか観戦に行かな
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しょう。(K)
▼体にも環境にも悪いと分かっていても、ついつい買っ

《広報ﾁｰﾑ》
E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、K小林、O前川

環境クイズの答え ③ トウモロコシの芯
ほとんどの食べ物や紙は、とよっぴーになれま
すが、次の物は、とよっぴーになるのに大量に
出ることもあり時間がかかるので、とよっぴー
にしていないそうです。・みかんの皮・鶏肉の
骨・キャベツの芯

など

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
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