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事業所向けの省エネ診断
地球温暖化対策プロジェクトが担う新たな取り組み
2014年秋号（通巻第65号）で報告したとおり、

で、同様の考えで取り組みを進めている（有）ひの

推進事業」を受託しました。本事業では「豊中市地

でやエコライフ研究所（京都市下京区）と一緒に、
小売店でも参加しやすく、比較的簡単で費用のあま

球温暖化防止地域計画（チャレンジ・マイナス70
プラン）」（2007年策定）に記載された‘具体的

りかからない提案ができるよう、数年前から豊中市
内で独自に試行しておりました。具体的には、訪問

戦略’に基づき、省エネ診断の実施やエコポイント
の発行を行っていますが、計画には省エネ診断の対

先の方に機器の使用状況をヒアリングしながら、電

3年ぶりに「豊中市市民向け地球温暖化対策省エネ

気やガスの検針票の確認と、設備（機器）の写真撮
影などを
行います。
それらの

象として‘事業所等’も記載されています。
国内の最近の動向として、省エネルギーセンター、
東京都や京都府の地球温暖化防止活動推進センター、
神戸市などで事業所などを対象とした省エネ診断が
始まってい

情報を持

ます。それ
らは、中小

まとめ、
診断先へ

企業でも比
較的規模の

後日に結
果を持参

大きい事業
所が中心で
あったり、

するとい
う流れで
す。

設置されている機器の性能を確認

過去に豊中市内で独自に実施した18件の事例の
検証に加え、今年度は10件程度の診断を実施し、

機器を使っ
てひたすら
計測すると
いった専門

ち帰って

担当者に話を聞きながら現場を見て回ります

本格実施に向けた仕組み作りを行っています。次年
度からは、豊中市内の事業所や小売店を対象に、無

性のかなり高い方法であったり、工夫よりも設備更
新を主に置いて改善提案を行っていることが特徴で

料診断の希望を広く募集する予定です。また、地球
温暖化対策プロジェクトのメンバーは現在、診断の

す。
一方、豊中の事業所数は約13,500で、大阪府内
の第4位。従業 者規模 別では 、「1～4人」の 事業

補助者として診断先での機器の確認や写真撮影、情
報の整理などを担っています。今後はメンバーが診
断の主担当を担っていくことや、診断員を広く募集・

所が約60％と最も多く、約90％が19人までの従
業員数です。また、産業別事業所数では、「卸売業・

養成していくことなどが考えられます。
この事業を通して、事業所のエネルギー消費量の

小売業」が約22％と最も高く、次いで「宿泊業・
飲食サービス」が約13％となっています。

削減ができれば、その効果が大きいことは言うまで
もありません。当団体にとっては、事業者や小売店

中小でも特に小規模が中心の豊中の状況に加えて、
当団体が地域の関係者と一緒に本事業を進めていく

との関わりが増えていくことにもなり、それはまさ
に市民・事業者・行政の関わりの中で地球温暖化対

ことを考えた場合、前述した他地域の手法をそのま
ま導入することは難しいと考えておりました。そこ

策を実現できることでもあると期待しています。
（廣田学）
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自然ふしぎ発見クラブ 第5回

春の七草さがしと七草粥の試食

自然部会
自然部会では、子ども向けに自然ふしぎ発見クラ
ブを年6回計画しています。
今回はくらしかん生活ひろばの「春の七草と豊中
の自然展」と合わせて

ホトケノザ・スズナ・スズシロと唱えている子もい
ました。
合わせて展示している赤坂下池（柴原5丁目）の
ツバメのねぐらのパネルと

『春の七草さがしと七草

写真の場面では、スズメと

粥の試食』を1月6日に

の違いについて質問が出ま

実施。

した。
豊中でもあっという間に

当日雨でキャンセルが
4組あり、子ども8人、
保護者5人の少人数とな

広がったカシノナガキクイ
ムシの被害木の現状や手入

りました。内容も公園へ
の七草さがしを生活ひろ

れの様子、5mmほどのカ
シノナガキクイムシの成虫

ばで、前日スタッフが採

を虫めがねで観察しました。

取した七草や鉢植えを観
察し、特徴を見つけまし

最後にスタッフが作った
七草粥を試食し、「楽しかっ
春の七草の特徴を観察する様子

以前調査した七草生息地域のパネルの説明を聞き

た。おいしかった。はじめ
て知った。」と感想を持ちながら終わりました。

ながら自分の住んでいる地域を親子で調べました。
セリ・ナズナ・ゴギョウ（オギョウ）・ハコベラ・

開発と共に消えつつある七草の花が春になって一
つでも見つけられますように。
（馬渕康子）

た。

冬鳥観察会
2月7日、晴天のもと服部緑地で探鳥会を開催、
参加者は子ども13人を含む61人でした。
初めに本日の資料について「モズってこんな鳥」

どこに居るのと聞いてくる。続いて中池へ。コガモ
が2羽居ましたが大勢に注目されて驚いたのかそそ
くさと移動してしまいました。

の話、続けて37種類の鳥の図版の利用を呼びかけ

山が池では橋上から眺めるとカモの姿はあまり見
えずオナガガモとオオバンぐらいです。目的のヨシ
ガモはどこに？ よくよく見ると枯れたハスの中に
いました。またまたスコープで覗いて頭央線の赤紫
色と両側のグリーンが伸びて、その姿がユニークで
ナポレオンハットと云われるゆえんです。「きれい
きれい」の連発でした。途中、陸ではエナガ、ジョ
ウビタキ、シロハラなども見られました。最後にう
づわ池に回った後、鳥合わせをしたら32種と沢山
の鳥が観られて楽しい観察会でした。

ヨシガモと手前はキンクロハジロ

この日見ることができた主な鳥

ました。スタートした新宮池にはハシビロガモが一

◆水鳥：ヨシガモ、ハシビロガモ、オカヨシガモな

番多く見られました。先ずは探鳥用のスコープを子
どもたちに覗いてもらいました。見える、見えない

どカモは10種、セグロセキレイ、ゴイサギなど水
鳥全体で18種。

でその都度スコープの調整におおわらわです。大人
も覗いて大きく見えて、きれいと満足そうですが、

◆陸鳥：ジョウビタキ、ツグミ、コゲラ、アオジな
ど14種、総計32種でした。
（三宅史郎）
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くらしかん研究発表 2題
生活部会
２０１４年度のくらしかん研究発表が２月２１日

エネルギーと電力の現状と動向

１４時から行われ、生活部会ではかねて用意してい
た２題の研究を発表しました。「環境教育・環境学

原発事故以降のエネルギー問題についての考察で

習の現状と課題」「エネルギーと電力の現状と動向」

す。気になるのは、福島原発の事故以来、原発再稼
働がむつかしくなってきて、電力の化石燃料依存度

で、滝口美保さんと宮田健さんがそれぞれ報告しま
した。以下は報告を聴いた感想です。

が大きくなり、そのため電気料金の値上げが毎年続
いて追いかけてきているのが身にしみて感じさせら

環境問題は全教科で扱われている

れています。それらも含めての状況認識をより確か

毎年の環境展に出される壁新聞や、先生に引率さ

なものとしたいと思いました。
「エネルギー白書2014」によると、化石燃料依

れて来る小学生を見ているので、小学校でも環境教
育に取り組んで

存率は震災直前の2010年度は61.8％だったのが、
2013年は88.4％に跳ね上がっています。この数値

いると知っては
いました。でも

の大きさは1973年の第1次石油危機の年の80.3％

今回の研究発表
で環境教育につ

易収支にも影響し貿易赤字10兆円の原因になって
いました。

いて多くを学び
ました。

一方で再生可能エネルギー導入は、2009年以降
9％ずつの伸びを示し、とくに2013年度末では年

まず、環境教
育については、
1975年から国

間の伸び率は32％になっています。
でも、再生可能エネルギーの比率を他の先進国に
比べると、ド

際的な取り組み
として始まり、

イツ18.9％、
ア メ リ カ 5. 6

教育基本法によ
り学校教育法でも目標が明示され、独立の教科では

％であり、日
本は2.2％で、

ありませんが各教科の中で取り入れている状況が説
明されました。小学校の国語では「イースター島に

まだまだ差が
あります。

はなぜ森林がないのか」、社会は「未来に生かす自
然エネルギーのこと」。算数は「温暖化による海面
上昇を、比例のグラフのところで予測を描く」など。

この間に再
生可能エネル
ギー買い取り

近隣自治体での取り組みも報告されました。みの
おアジェンダ21の会では、2013年には小学校５、

価格の問題や
電気料金値上

6年生988人を対象に地球温暖化の講義とＣＯ ２ 測
定器での実験。尼崎市では環境オープンカレッジで

げなど、政策的な混乱も感じられますが、再生可能
エネルギーを軸にした制度の確立が今こそ必要では

講座の実施、「あまがすき通信」の発行、環境図書
や学習支援用品の貸し出しなど。吹田市ではシニア

ないかと痛感しました。

よりも大きく上回っています。エネルギー不足は貿

環境大学の終了者を「環境(エコ)の語り部」に認定
し学校での環境教育のサポーターや地域の環境保全
活動の担い手になるなど…。
まとめでは、体系的な環境教育の方向付け、環境
教育・学習のメニューが分かる情報提供、地域の環

地球温暖化により、極地、
高山などの氷が溶けて海面
が上昇し続けています。過去１００年間の海面
の上昇はどのくらいでしょうか？
①1.9cm

②19cm

境を子どもたちに知らせること、環境を守る市民の
活動も、子どもたちに知らせたいと結ばれました。
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企業と環境⑤「木造住宅の可能性を追求する」
事業部会
有限会社しみず工務店は、阪急服部天神駅から徒

4．安くてしかも良い家？

歩5分ほど国道176号線沿いの服部南町に本社を置

「この世の中、そんな旨い話はありません。良い

く地域密着型の工務店です。山登りが趣味と云い、

家を安く建てようとするならば、まずは建築面積を
減らすこと。『小さく建てて広く使う』『家族の成

つい数日前にも雪山登山をしてきたという、とても
76歳とは思えない清水武社長にお話を伺いました。
32歳で独立・しみず工務店を開業された清水社
長は、40年以上にわたって木造住宅の可能性を追

長とともに成長する家』をキーワードにライフスタ
イルを根本的に考え直すこと。もう一つはDIY（Do
it yourself）。何もかも工務店に任せるのではなく

1．住む人が健康になる家

自分や家族にできることは自分
でする。壁の漆喰を自分たちで

住む人の健康のために、集成
材やビニールクロスは極力避け、

塗るだけでずいぶんと費用が節
約できます。」とのことでした。

水分を吸収したり放出したりす
る無垢材と漆喰を使うことで天

しみず工務店では、漆喰の講習
会を開催していますので、興味

然の調湿、滅菌作用による室内

のある方は是非参加してくださ

空気の清浄化を図っています。
2．丈夫で長持ちする家

い。
当日は１時間ほど時間をいた

どんなに耐震等級を高めた家
でも躯体内結露がおこれば鉄は

だく予定のところ２時間以上に
もわたり、家造りにまつわる様々

求してきました。

錆び、木は腐食し、シロアリ発生の原因にもなりま
す。躯体内部に流れる空気層を造ることで結露を防

なお話を伺いました。この北摂の地で良い家を造り
続けていきたいという清水社長の熱い思いがひしひ

ぎシロアリを殺すのではなく寄せ付けない仕組みの
家を造っています。

しと伝わってきました。

3．自然エネルギーを活用する家
外気温に比べると、相対的に夏は涼しく冬は暖か
い地熱を活用することにより、少しばかり冷房・暖

「健康になる家造りについて考える。」http://b
log.livedoor.jp/shimizutakeshi/は、清水社長が毎
日更新しているブログです。社長の家造りに対する

房を使うだけで、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を
つくり出すことができる家を造ってきました。

熱い思いが伝わってくるブログですので、是非ご一
読いただければと思います。
(荒井秀夫)

環境とわたし

《43》

伊藤 陽一郎さん
自然部会・竹炭プロジェクト

豊中市の広報等で、歴史散策講座等に参加してい
ました。ある時、広報の「自然探訪シリーズ」古木・

5年毎に動植物の調査（タ
ンポポ、虫、カラス、ツバメ、

大木調査に参加して、初めて「アジェンダ21の自
然部会」を知りました。豊中の自然環境について色々

セミ、秋の七草等）を市民調
査員で実施しています。調査

な調査・整備等を実施しておられるのを見て、動植
物の現状と未来のための努力に協力しなければと思
い、参加することにしました。

すると生態系等がわかります。
たとえば、皆さん、大人のツバメのねぐらはどこ
かご存じですか？ツバメは店の軒下に6月頃巣を作

自分の健康保持のため、単独ウォーキングやトレー
ニングセンター等を利用するのも良いですが、地域

りますね。あれは子育ての場所です。実は大人のツ
バメは数キロ離れた、アシがたくさん植生している

の為にもなる動植物の調査活動や竹林整備活動は体
は鍛えられ、おまけに、自然を守るためのボランティ

池に1万羽近く集まり寝ています。不思議ですね。
自然は深いと感じました。

アに貢献出来て素晴らしいことだと思いました。

４
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昨年の１．５倍の来場者

とよっぴー展で花と緑のネットワークの活動を公開
花と緑のネットワークとよなか
2月19日～20日の2日間、市役所第2庁舎ロビー

また、脱穀機のデモ運転を実施し籾が白米になる

で「とよっぴー展」(とよっぴーとは：緑と食品の

様子も実演、「とよっぴー」を使って育てた大きい

リサイクルプラザで製造される堆肥の愛称)を開催

長大根や丸大根は来場者の耳目を集めたところです。
来場者の一部の方には
アンケートをお願いし、

しました。来場者は最終
555人 を 数 え 昨 年 を 大
きく上回る成果を得まし

回答していただいた方に
は「とよっぴー」(2.5㎏)

た。
展示内容は、給食の残

をプレゼント(環境交流セ

パンをメインに給食の現
状を訴え、食品残渣類の

ンターで引き換え)、ほぼ
半分の方が引き取りに来

資源リサイクルをテーマ

られました。

に活動全体をアピールす

感想では、「数字で何

ることを前提に、堆肥化
システム図による生ごみ
が堆肥に変化する過程に

㎏と残パン量を聞くより
も、実際の展示を見てショッ
キングでした」「企画と

ついてサンプルを置いて紹介したほか、花いっぱい
運動、家庭の生ごみを堆肥にする方法、「とよっぴー

して市民にとよっぴーをＰＲするにはいいと思いま
した」「学校給食などの食べ残しを再利用してリサ

農園」での農と食の活動、さらには小学校における
菜園支援と出前学習講座の様子をパネルや写真など

イクルする環境に良い事業と感心しました」など、
好意的な意見が多く寄せられたところです。
（中村義世）

で紹介しました。

いのち（農と食）の大切さを育んでいます
前年11月から今年の6月までを予定で全11回シ

です。命を育んでくれる作物を作ることは貴重なこ

リーズの農業講座を開講しています。
この講座、今回で4回目ですが規模を少し縮小し

とで、大地(畑)への慈しみを大事にした作物栽培を
続ける方を応援する講座は、これからも続きます。

て、より実践的に栽培スキルが向上できるように心
がけています。

毎回25人前後が受講中です。受講後のコメント
は「勉強になった」という声が圧倒的です。4月に
は肥料投入や雑草との付き合い方など2講座を予定
しています。
（中村義世）

春の農業講座のご案内
1 . 肥料の投入
4月9日（木）13:30～15:30
2 . 栽培管理の方法について
4月23日（木）13:30～15:30
講師：アグリビジネスクリニック
すでに春夏野菜の適切な栽培方法、畑の土壌分析
やその後の土作り、畑の面積に適応する肥料散布量
(有機質資材)の設計方法などを学んだところです。
食事前の「いただきます」は作物への感謝の言葉
とよなか環境
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第14回 ちょっといい豊中みつけにいこかウォーク
阪急庄内駅～大阪音楽大学音楽博物館 ～野田中央公園～さくら広場を巡る
企画屋本舗

どんより曇った空の下、3月7日午前10時に阪急・

んの実演を交えた解説を聞きながらあっという間に

庄内駅に集合。今回のウォークは庄内界隈の散策で

一時間が過ぎてゆきました。（大阪音楽大学のホー

16名の参加がありました。

ムページにも詳しく紹介しています。）
次の目的地の野田中央公園は、第十中学校のすぐ
隣にあり、広域避難所として様々な災害対策用の施
設やグッズを備えています。ここでは豊中市の危機
管理室の職員の説明を伺いました。ユニークなのは
専用テントや便器を設置し簡易トイレとして使用で
きるマンホールトイレ。仕組みを聞いて一同感嘆！！
そして最後の目的地さくら広場へ。ここはパナソ
ニックの施設跡地で約一万㎡。管理人さんのお話で
は、災害時には一時避難所になり、マンホール型の
簡易トイレや消火用の貯水プールなどの機能を備え、
また1,300本のソメイヨシノが植えられていて花見

音大通りに入り最初の目的地、大阪音楽大学音楽
博物館へ。音楽博物館はK号館の4階にあり展示室

のシーズンには多くの人で賑わうそうです。
少し雨に降られながらも、無事終了しました。今

は広々としてたくさんの楽器が並びます。展示楽器
は、約1,000点、所蔵楽器は約3,500点。学芸員さ

回も庄内界隈の新しい魅力を再発見できました。
(塩見光夫)

環境交流センターと子どもたち
環境交流センター
今回は、環境交流センターに来る子どもたちの日
常と講座参加の様子を紹介したいと思います。

乳幼児と保護者を対象としたおはなし会。小学校低
学年を対象とした環境教育の連続講座や、自然工作

センターは夕方や土日になると、桜塚や岡町など
周辺地域に住む小中学生が多く来館します。キッズ

など、楽しみながら環境について考えられる講座を
多数開催しています。屋外での自然観察・自然体験

コーナーで遊んだり学習したりと来る目的は様々で
すが、みんなセンターを気に入って何度も遊びにき
てくれます。繰り返し来てくれる中で、私たちも、

なども人気があります。主催事業に参加した子ども
たちの保護者からは、帰ってきた子どもが、学んだ
こと・感じたことを興奮して話す様子を見て大変驚

子どもたちの成長を感じる時があります。声をかけ
ても照れてうつむいていた子が、大きな声で挨拶で

いたという話を聞くことから、子どもたちは講座の
中でも多くのことを学びとっているようです。

きるようになったり、遊ぶことに夢中だった子が展
示や環境のことを質問できるようになりました。他

子どもたちは未来の社会の担い手であり、豊中の
宝です。そんな子どもたちだからこそ、環境と自分

の利用者がいるときには、迷惑をかけないよう、お
互いの行動を注意しあったりしています。センター

のつながりを感じ取り、自分も他者も大切にできる、
考えられる人になってほしいと願っています。その

の中で、他者との関わり方や公共の場所での気づか
いを少しずつ学んでいるようです。

ために、キッズコーナーやファンクラブ制度に環境
学習の視点を取り入れ、子どもたちが楽しく学べる

センターでは、多くの方との協力の中、子ども対
象の講座を開催しています。こういった講座には、
普段センターを利用しない、遠方に住む子どもたち

場を充実させることを考えています。協力者の方々
と一緒に、試行錯誤しながら仕組みづくりを行って
いきますので、子どもたちに向けてのこれからの取

の参加が多いのが特徴です。屋内の講座としては、

り組みを温かく見守っていてください。 （前川遥）
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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。

自然観察会

とよっぴーの有料配布

～千里北町～千里緑地三角点への散策とコバノミツバ
ツツジの鑑賞～
4月10日（金） 9:30～12:00
千里文化センターコラボ集合、現地解散
定員20人、4月8日（水）までに申込み

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
受付は11:30まで

4月11日(土)、22日(水) 10:00～11:00
緑と食品のリサイクルプラザ

機密書類リサイクルの参加者募集
4月15日(水)・22日(水) 10:30～11:45
クリーンランド
15円/kg（100kg未満は別途手数料300円）
4月8日（水）までに申込み

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

自然ふしぎ発見クラブ

詳しくは事務局まで

～竹のふしぎ発見と竹の子堀りに挑戦～
4月18日（土） 9:30～12:00
千里中央公園
5歳以上の子ども25人(小学3年生以下は保護者
同伴)、4月16日（木）までに申込み

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、野菜・米の頒布もあり

▼豊中のまち歩きを企画して、
１４回を迎える。その中で多様

していくのでしょうか。(K)
▼古くからある個人商店に入るのが好きだ。そこで生

な文化や歴史に接し再発見の喜びを得た。一方馴染み
のある景観や自然環境が失われる様子に心を痛めるこ

まれる会話を見るとホッとする。まちの中に、自分の
居場所があるのは大切なこと。大型店の拡大に押され

ともたびたび。“この街に住み続けたい”という想い
は行動が伴わなければ守れないと実感した。(E)

て、そんな居場所がどんどん無くなっていくことに危
機感を感じている。(O)

▼去年エアコンを付けたが室外機のドレーンホースが
付け忘れられていた。最近ホース取り付けを電気店に
頼むと別料金だという。だが来てくれた職人は設置の
ときの説明不足ですねと無料で工事を終え帰って行っ
た。久しぶりの職人気質が嬉しかった。(Ｚ)
▼日本三名園の一つ岡山後楽園を拝観しました。まず
迎えてくれたのは美しい丹頂鶴です。園内に青々と広
がる芝生、池や築山などを見渡されのんびりできます。
今は芝焼きをして養生中。結婚式の撮影にも出会い、
梅日和に恵まれ最高の気分になれました。(H)
▼日本は世界一の長寿国とのことである。果たしてそ
れが国民の幸福に繋がっているだろうか？高齢者は高
齢者医療・介護保険料の負担を強いられ、尚、世話を
する身内の苦労は大変です。現代は生活は豊かになっ
た反面、住みにくい社会ですね。(S)
▼先日、家族でスキーに行きました。今年は二男もス
キーを履き、全員リフトに乗って家族で滑ることが出
来ました。子どもの成長を感じながら冬を満喫出来ま
した。もうすぐ春です。子どもたちはどのように成長
8
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環境クイズの答え ②19cm
・極地（南極大陸・グリーンランドなど）の氷
床が崩れて生じる氷山の融解
・高山（ヒマラヤ山脈・アンデス山脈・ロッキー
山脈など）の氷河の融解
・永久凍土（シベリヤ・カナダ・アラスカなど
のツンドラ）の融解
大別すると以上の３つが原因となっています。
《広報ﾁｰﾑ》
E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、K小林、O前川

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/
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