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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の合同総会を6月29日(月)

午後、青年の家いぶきで開催します。

▽第一部 記念講演 13時30分～14時20分

「健康な住まい再考」のテーマで、近畿大学建築

学部教授の岩前篤さんにお話しを伺います。

▽第二部 とよなか市民環境会議の総会 14時30

分～15時

▽第三部 NPO法人とよなか市民環境会議アジェン

ダ21の総会 15時10分～16時30分

第三部の総会

では、2014年度

の事業報告と会

計報告の承認。

また、2015年度

の事業計画、予

算案の審議など

を行います。今

後の活動を決める大切な総会になりますので、ぜひ

ご出席ください。 （前川遥）
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この号のハイライト

P.１ 総会案内/環境自治体会議

P.２ 生活部会/P.３ 事業部会

P.４ 花と緑/P.5 自然部会

P.６ 竹炭P/環境自治体会議

P.７ 豊中市からのお知らせ

P.８ スケジュール

２０１５年度総会のご案内

5月21日(木)から23日(土)まで、奈良県生駒市

で第23回環境自治体会議が開催されました。当団

体としては今回初めて分科会のコーディネーターと

パネルディスカッションのパネラーを担いました。

2日目の分科会「地域で実践する環境学習・ESD」

（午前）は、市長・議員・行政職員・労働組合・事

業者・教員・市民など多様な関係者約30名が参加

し、リラックスし

た雰囲気で熱い議

論が交わされまし

た。議論を通して、

「環境を前面に出

さず、様々な切り

口や他分野との掛

け合わせ、楽しさを見せることで、多様な人々の集

まる場を作ることが重要だ」ということが明らかに

なりました。また、来るのを待つのではなく、出向

いていって話を聞き、こちらのできることを提示し、

一緒に作っていく姿勢が、環境教育・ESD実践者

の共通点であるとがわかりました。

3日目の全体会のパネルディスカッションでは、

元我孫子市長の福嶋浩彦さん、山形県高畠町の村上

奈美子さんと、市民団体の立場で私がパネラーとし

て登壇し、環境自治体会議環境

政策研究所所長の中口毅博さん

がコーディネーターをされまし

た。市民と共に政策を進めてい

く行政の役割は何かを、12の

分科会で多く出た論点「楽しそ

うおいしそう！」「組み合わせ

る」「つながりをつくる」「ちょっ

とずつ進む」「“待ち”から“攻め”へ」の5つに

絞り、更に議論を深めました。

私のように環境教育や地域のコーディネーターの

立場では、多様な人たちのエンパワーメントを通し

て、まちを共に創っていく仲間を増やしたいと思っ

ていても、その想いや経験、ノウハウを直接、首長

や市民団体の運営側に聞いてもらう機会はまだまだ

多くありません。その中で、このような機会をいた

だき、実践者として発言をできたこと、多くの実践

者とつながりを持ち、議論できたことは大きな成果

であり、今後の活動の発展に非常に力になると感じ

ました。 （正阿彌崇子）

※ESD：「持続可能な開発のための教育」の略称

→6ページにも環境自治体会議のコーナーがあります。

とよなか市民環境会議
アジェンダ21
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第２３回環境自治体会議に参加しました
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自転車による交通事故が増え、中には何千万円も

の賠償責任を負うような事故も起こっています。便

利な自転車ですが、乗り方によっては非常に危険で

す。

そこで、豊中警察交通総務係の安藤敬さんと豊中

市交通政策課の影山京子さんをお招きして、「環境

にも体にもよい自転車の安全な乗り方と交通ルール」

の講習会を花とみどりの相談所講習室で、5月14

日、23名の参加で開催しました。

自転車に乗る前の点検ポイントや安全に利用する

ためのルール、歩道や交差点を通行する場合の注意

点等を具体的に、わかりやすく説明していただき、

参加者は熱心に聞き入っていました。

また、6月1日から「自転車運転者講習制度」が

始まり、改めて、“自転車は軽車両”“歩道は歩行

者のためのもの”ということを肝に銘じるとともに、

万一に備え、自転車保険の加入や整備・点検を受け

てTSマークを取得する（自動的に保険に加入）、

また命を守るヘルメットの着用の重要性を痛感しま

した。

急な雨のため、予定していた実習ができずに残念

でしたが、その分、活発な質疑応答となり、終了後

は、みなさん正しく安全な自転車の乗り方で帰って

いかれました。 （畑洋子）

わいわいクラブ ゴキブリ駆除 ホウ酸団子作り

わいわいクラブ 自転車の安全な乗り方と交通ルール

生活部会

4月23日、10時から11時30分まで、くらしか

んの調理室で「ホウ酸団子作り」を行いました。参

加者12人、スタッフ5人で、講師は豊中市婦人団

体協議会の久山信子さん、他2人にお願いしました。

スタッフは参加者が来られる前に、材料のホウ酸、

玉ネギ、小麦粉、砂糖を計量することから作業を始

めます。

このホウ酸ですが、薬局などで売られている目の

消毒などに使うものは、びっくりする程値段が高く、

ゴキブリ用は工業用でもいいとのことで、ドラッグ

ストアで取り寄せてもらいました。

皆さん集合されて、いよいよ講座開始。玉ネギを

みじん切りにして、ミキサーにかけてドロドロにし

ます。目が痛むがひたすらガマン。水は一切加えて

はいけないとの事。カビの原因になるそうです。

玉ネギの水分と牛乳大さじ一杯のみで、すべての

材料を大きなボールに入れてさらにこねます。

今日の作業はここまで。あとは持ち帰り、約3㎝

大にまるめ、数日陰干しにして、アルミ箔で下部分

のみくるみ、台所や洗面所の水回りや、ガス台の下

などに置きます。約1年間、ゴキブリが近寄らない

という効果があるそうです。

材料は安心なものばかりなので、ペットも大丈夫。

ご近所や地域ぐるみで作るのが望ましいとの事。ビ

ニール袋を持ち帰った手提げが、しばらく強烈な玉

ネギのにおい。このにおいがゴキブリを寄せ付けな

いのです。これでスリッパ片手の大騒動から解放さ

れるゾ。 (今井文子）



とよなか環境 2015年（平成27年）夏号 NO.50 （通巻第68号）

事業部会

ご近所の茨木さんにアジェンダの活動を紹介され、

「社会の役に立てるのであれば」という気持ちから

活動をはじめました。今は花と緑のネットワークの

ボランティアとして、とよっぴーの袋詰め、野菜市、

とよっぴー農園などの活動に参加しています。

私は花と緑のネットワークの活動に参加するまで、

市内でこのような活動がされていることを知りませ

んでした。実際に活動する中で、様々な学びがあり、

環境活動は、「もったいない」のこころでつくる循

環型社会のために、家庭で「3R」を実践していく

ことが大事だと思うようになりました。Reduce

（リデュース：ごみの発生抑

制）・Reuse（リユース：再

使用）・Recycle（リサイク

ル：再生利用）が社会全体で

の取り組みとして広がればと良いと思っています。

以前の自分と同じように、アジェンダの活動を知

らない人はまだまだいると感じています。活動を広

めて、自分の住んでいる地域にこんな活動があると

いうことを多くの人に知ってもらいたい。

学べることがたくさんあるので、きっと楽しいと

思います。

環境とわたし 花と緑のネットワーク
とよなか

《44》
笹井哲司さん

企業と環境⑥

圧力鍋で 早い！ 安い！ エコ！ しかも おいしい！

アジェンダ会員のＮさんから、圧力鍋の国内トッ

プメーカーが市内にあるという話をお聞きし、（株）

ワンダーシェフの社長で圧力なべ協議会会長も務め

ておられる伊藤彰浩社長にお話を伺いに行きました。

同社は昭和26年に大阪市淀川区で伊藤アルミニ

ウム製作所として創業され、アルミ製の鍋やおたま

等の厨房用品の製造を長年手掛けて

きました。昭和38年には豊中市二

葉町に本社を移転し、以来50年以

上にわたりこの地で営業されてきま

した。平成9年にはアルミニウムメー

カーでありながらステンレス製の圧

力鍋を作ることに踏み出しました。

これが同社の大きな転機となり、現

在では圧力鍋事業が同社の売上の約

9割を占めるまでになり、国内の圧

力鍋販売の10％弱を占めるまでと

なっています。

～早い！～ 圧力鍋は、鍋を密閉して圧力を上げ

て調理することにより、水の沸騰温度が110℃から

130℃弱にもなります。高温で調理することにより

食材に早く熱が入ることになるため、普通の鍋に比

べ調理時間が短縮されます。

～安い！～ 調理時間が短縮されるということは、

電気やガスの使用時間が短縮されるということ。当

然、電気代・ガス代は安くなります。

～エコ！～ 圧力なべ協議会の調査によると、調

理時間が短縮されることにより、普通の鍋と比較し

て、電磁調理器の場合は消費エネルギーが61％削

減、ガスコンロの場合は35％削減される結果となっ

ています。

～おいしい！～ 圧力鍋で調理すると素材の旨み

が驚くほど引き出されます。Ｎさんによると「食材

との新たな出会いがあった。」そう

です。

調理時間が短縮され、家計や環境

にとって優しい圧力鍋ですが、家庭

での普及率は50％強と言われてい

ます。

伊藤社長は、自社の売上を伸ばす

ことはもとより、圧力なべ協議会の

会長として、使っていない人の不安

を解消して、圧力鍋の素晴らしさを

多くの人に実感してもらうため日夜

奮闘しておられます。

筆者も早速圧力鍋を購入し、最初に作ってみたの

が鰯の梅煮でした。確かに早くておいしい。しかも、

骨まで食べられるのでカルシウム補給にもなるし、

ごみも出ない。ぜひ、皆様にお勧めしたいと思いま

した。 （荒井秀夫）

伊藤彰浩社長（会社にて）

3

事業部会では、キラリと光る、環境と関係のある

豊中市内の事業者を募集しています。お心当たりが

ある方は、是非ご一報ください。
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生ごみ堆肥化講習会

４

花と緑のネットワークとよなか

毎月第３土曜日、くらしかんで、生ごみ堆肥化講

習会を開催しています。

家庭の生ごみを堆肥にする方法を講師が映像資料

で説明。また、パネル等で、段ボール堆肥、密閉バ

ケツ、及びコンポスターについて内容を解説してい

ます。

段ボール堆肥の作り方では、各資料に沿って、堆

肥の仕込みの実演を行い、受講者にわかりやすく説

明しています。初心者の方でも講師に気軽に質問し

て堆肥化の理解を深めています。

すでに堆肥作りを始めている人は、講習会を実践

活動の場として活用しています。堆肥づくりを通し

て微生物の気持が少しわかるようになった方からは、

虫や臭い、失敗を防ぐコツなど、ヒントを幾つもい

ただきます。経験者も独自に試行しながら、みんな

と一緒に楽しんで活動しています。

生ごみは貴重な資源、家庭から排出される生ごみ

を焼却しないで、自分で作った堆肥を利用して野菜

を栽培してみませんか。あるいは、きれいな花を育

ててみませんか。

花と緑のネットワークとよなかは、堆肥化に取り

組む市民を支援する目的で、容器類の購入助成や堆

肥床セットの資材を提供しています。堆肥化をご検

討の方、聞いてみたい方、お気軽に講習会にご参加

ください。 （池田勉）

市内小学校の校内田んぼと児童の昨今

小学校への稲作アドバイスを始めて、早や10年

を迎えます。

始めた当初は、校内田んぼに素足などで入らない

子どもた

ちが、1

クラスに

何人かは

おりまし

た。靴下

を履いて

入る子ど

もたちが

数名、そ

して田んぼに入ることそのものをこばむ子どもが学

年で1～2名。

10年程前は「ああ、ついにこんな時代が来たの

か…。これでは、数年後はもっと素足で入らない子

どもたちが増えるのでは。」と先が思いやられるな

と田植えをしていました。

ところが、不思議、不思議なんです！最近は10

校中で素足で入らない子どもたちがほとんどいなく

なりました。

私の考えですが、保護者も当の子ども本人も田ん

ぼに入れば足が気持ち悪いとか、気持ちが良いとか

具体的に思いめぐらせる事すら出来なくなってしまっ

たのではと。それとも今、ブームの自然派市民が増

えた結果なのか…。それなら良いのですが。

10年の歳月を校内田んぼの田植えを通して思う

今日この頃です。 （岸田興次）

地球の大気は複数のガスの

混合体です。そのうち温室

効果ガスの占める割合はどれでしょうか？

①3.5％ ②0.35％ ③0.035％

◆答えは8ページ
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ナラ枯れとは
ナラ枯れはカシノナガキクイムシ（以下カシナガ

と略）によって伝搬される菌が、侵入した樹木の内

部に広がり、感染した細胞が死ぬことで起こります。

菌の侵入に抗して樹木の細胞が様々な成分を出し

（油状のもの）、その成分が導管（樹木が水を吸い

上げる道）に漏れだして塞ぎ、樹液が上部に行かな

くなり枯死するのです。私たちがカシナガ侵入木に

見る黒くしみ出た樹液は、まだ根から水が吸い上げ

られているのに塞がれて上昇が出来なくなりカシナ

ガの孔道から滲み出たものです。

豊中のナラ枯れ
豊中市内でカシナガの侵入を受けている樹木はコ

ナラ、アベマキ、アラカシ等どんぐりのなる木で、

地域は昔ながらの里山林を有する千里緑地、島熊山

緑地、千里中央公園、待兼山、刀根山病院や春日神

社等です。2013～2015年に確認できた侵入木は

計900本近く（枯死木24本）。現在、アジェンダ

２１自然部会、島熊山の雑木林を守る会、島熊山緑

地協議会、春日神社の森保存会、東豊中どんぐり山

を守り育てる会など各団体が連携し合い、市と協力

しながら侵入木の手当てを行なっています。

対策３年目の現状
ナラ枯れ対策3年目の今年は侵入木数も増えたの

で、各団体とも毎週山に入り手当てを続けています。

日本海側から始まったナラ枯れは各地で大量枯死を

招いていますが、豊中市のように面積が大きくない

森は防除が可能です。根絶は困難でも「カシナガを

木に入らせない、入っても出さない」を合言葉に侵

入木を手当てし枯死木を極力減らすことに全力を注

ぎたいと考えています。幸い、これまでの防除用粘

着シートに加え、目が細かい防虫ネットが安価に使

えることが分かり、耐久性・通気性にも優れている

ことから今後に期待できそうです。

増えすぎて他の樹木を枯らすモウソウチクを間伐

し、多様な生態系を持つ雑木林を目指して竹間伐作

業を行なっている私たちですが、カシナガ対策もそ

の一環として捉え、豊中の歴史を語る里山林を枯死

木の山にするのではなく、にぎわいのある森として

保全できたらと考えています。 （易信子）

自然部会

豊中市 カシノナガキクイムシ侵入木確認状況

ナラ枯れ対策の現状 ～豊中の里山林を守るために～

上記の他、豊中市内では大阪大学（待兼山）、刀根山病院、刀根山高校、服部緑地でも侵入が見られていますが、それぞれで調査・手
当を実施されています
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ちょい覗き 第２３回環境自治体会議 いこま会議

日本でも省エネ住宅の規準化が始まっている

竹炭プロジェクトでは、ほぼ毎月竹炭を焼いてい

ます。千里中央公園竹林の間伐した竹の中から良質

な竹を選び竹炭の生産を行っています。

9時集合直ちに作業開始。時間との闘い。炭焼き

床に穴を掘り、ドラム缶窯を埋め込み、竹炭の材料

の竹をサイズを選んで詰め込み、密閉してさあ点火、

この間約30分の戦争状態、一心不乱に作業を続け

ます。体験者がいてもこの間はほったらかしです。

点火が済めば今度は必死にあおいでとにかく燃や

す、2時間～3時間は、あおぎっぱなし。疲れたら

交代の繰り返し、燃やす事に専念して窯の温度を上

げます。煙の温度が90℃を超えてくれば竹筒に煙

りを誘導して、竹酢液を取り出します。（竹酢液は

わずかしかとれません。）この頃になるとやっと落

ち着いてきます。煙は最初は黒っぽいがだんだん白

くなります。必至に燃やし続けて5、6時間くらい

たてば、煙の温度は200℃位になり、白い煙が薄く

なり、ブル－色を帯びてきます。

この頃から、緊張してきて、もうあおぐな、火を

弱めろ、焚き口を狭めろと外野で自称炭焼き博士の

面々がうる

さく勝手に

指示を流し

ますが、誰

も聞いてい

ません。煙

が、ブル－

から透明に

なった時、

火を止めて

窯を密閉し

ます。竹炭の出来具合がこれで決まります。一夜お

いて翌日窯出しを行ないます。さあ出来具合は!?

（岡本武司）

久しぶりに｢エネルギ―の分科会」

｢エネルギー・省エネ｣がテーマの第4分科会では

「住宅のエネルギー効率の見える化」が話題になっ

ていました。ＥＵでは「エネルギー・パス｣と呼ば

れて｢家の燃費｣を表示する証明書が作られていると

いう話です。日本に比べ冬の寒さが厳しい欧州では、

石造りで通気性の悪い建造物がほとんどです。とく

に集合住宅の場合はボイラーで全室暖房になってい

るのを思い出しつつ話を聴きました。

エネルギーパスは「床面積1㎡あたり〇〇ｋＷ時

の電気が必要｣という風に数値化され、誰でも家の

燃費が確認できます。例えば30ｋＷ時/㎡の家では

1年間に必要な冷暖房エネルギーは3000ｋＷ時で

す。この家のエネルギーをすべて灯油で賄うなら年

間300･の灯油が必要です。

このように燃費を共通の物差しで量るようにし、車

の燃費の表示と同じように、住宅についても分かり

やすくしたのが〈エネルギーパス〉です。この制度

で欧州では省エネ住宅が広く普及しているとか。

日本でも「家の燃費｣を表示するために日本エネル

ギーパス協会が発足(2011年7月)し、日本版エネ

ルギーパスの発行が始まっています。今後は「家の

燃費」が日本でも分かりやすくなっていくでしょう。

実際の賃貸契約や売買契約の際に「ソーラーハウス」

とか｢外断熱｣とかの宣伝文句だけでなく、省エネ度

がはっきりと数値化された住宅が選べるようにした

いと考えられていました。

分科会の日の夜の交流会で

交流会では久しぶりに環境自治体会議事務局長の

中口毅博さんとお会いしました。彼は新開さんと私

とに、最近活発に動いている自治体を紹介するから

と、愛媛県内子町の役所の方と併せてＮＰＯの代表

を紹介してくれました。東海村や生駒市の皆さんに

も紹介されましたが、どこの市民団体も行政と一緒

に参加していて「協働」という言葉が想い出される

2日間でした。そういえば昼間の30人ほどの分科会

でも｢行政の方は｣と尋ねられ、挙手は数人だけで市

民参加が多かったのも想い出されました。（奥野享）

竹炭焼き～煙の色がポイント

竹炭プロジェクト

5月21日から3日間、生駒市で開かれた今年の環境自治体会議ですが、私は2日目の分科会を中心に

最終日のまとめの会議までの参加でした。以下はその中でも、興味深かった第4分科会の議論です。
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▼小鳥のさえずりと萌えたつ

ような若葉の中、山村の故郷

の墓参りに行き、自然に飲み込まれんばかりの家屋な

どを目にして、言葉を失う。兄達の懸命な努力にもか

かわらず、都市部とは全く違う自然のエネルギーとの

つきあいというか、戦いの現状がそこにあった。(E)

▼台湾台中市近郊で観た不思議な町。驚いたのは家の

土壁が漫画チックなピンクの人形の絵に覆われ、壁か

らはみ出して前の歩道も同様な漫画…。描いたのは8

0代後半の男性。すぐ前の小公園まで町の好意で漫画

…。高齢者が元気な町に不思議な好感。(Z)

▼今朝、田舎からそら豆が届いた。弟が作ったもので

昨日収穫して送ってくれた産地直送品。箱を開けると

ほのかな豆の香りと緑色の皮のみずみずしさ。初夏を

感じる野菜でうれしい。今夜は塩ゆでしていただこう。

ありがとう。(H)

▼日本は原発廃止で揺れている。そのくせ、電気料金

の値上げには反対する。ならば、経済成長を諦めねば

なるまい。リスク回避の気持ちは分かるが、結果を慎

重に見極めずの主張は日本を失速させる要因に成りか

ねない。(S)

▼今年担当になりました金子です。よろしくお願いし

ます。今年も暑い夏になるという予報が出ています。

お体を壊さないようお気を付け下さい。(K)

▼別府に行ってきた。別府は町ごとに温泉があるため、

自宅に風呂を設置しない人が多いそう。温泉は別府の

「寄合」、若者からお年寄りまで、お風呂でのおしゃ

べりを楽しむ。お年寄りの入浴をみんなで手伝い、笑

い合う風景が印象的だった。(O)

大阪ガス ハグミュージアム見学会

6月15日（月）12:45～17:00

市役所第二庁舎集合解散（往復マイクロバス）

参加費300円、定員20人（先着順）

6月2日（火）10時から受付

猪名川自然林の保全と観察会

6月18日（木）9:00～12:00

市役所第二庁舎集合解散（往復マイクロバス）

定員10人（先着順）、6月16日（火）締切

赤坂下池 ツバメのねぐら入り観察会

8月1日（土）18:00～19:30（現地解散）

大阪モノレール柴原駅前ロータリー集合

定員50人（先着順）、7月30日（木）締切

とよっぴー農園 わくわく夏野菜の収穫祭

8月1日（土）10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

中学生までの子どもと保護者10組（先着順）、

1組1,000円 7月7日（火）10時から受付

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、K金子、O前川

環境クイズの答え ③ 0.035％

温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、その

他などがあり、石油や石炭の使用による温室効

果ガスの増加が温暖化の原因と言われています。

年会費納入のお願い
今後の活動を拡げていくため、会員の継続と年

会費の納入をお願いいたします。年会費は、これ

まで1口1,000円としておりましたが、今年から

活動財源の確保のため複数口の納入をお願いして

います。皆さまのご協力とご理解をお願いします。

ご寄付のお礼
2014年度もアジェンダの活動に対して温かい

寄付が寄せられました。

井上和彦さま、茨木かづ子さま、上田峯子さま、

易信子さま、桑島いつ枝さま、高島邦子さま、

廣田学さま、宮田健さま、柳沢俊治さま

ありがとうございました。


