とよなか

環境

ニュースレター
発行：NPO法人とよなか市民環境会議ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21
発行責任者：茨木かづ子
連絡先：豊中市中桜塚1-24-20
環境交流センター内
Tel:06-6844-8611 Fax:06-6844-8668

この号のハイライト
P.1 地球温暖化防止講演会
P.2 事業部会/P.3 花と緑
P.4 自然部会/P.5 企画屋本舗/
P.5 あい・あい/P.6 生活部会
P.7 豊中市からのお知らせ
P.8 スケジュール

２０１６年（平成２８年）春号 NO.５３８（通巻第71号）
地球温暖化
防止講演会

電力自由化…私たちの電気をどう選ぶ

2月13日午後、環境交流センターにて、地球温暖化防止イベントが開催されました。第二部の講演会では
市民エネルギー京都専務理事の伊東真吾さんを講師にお招きし「電力自由化…わたしたちの電気をどう選ぶ？」
のテーマで、自由化のしくみ、再生可能エネルギーの今後など、最新の動向を話していただきました。

●電気料金はどう変わる

●電気の信頼性

電力自由化で、電気料金は変わるのでしょうか。
新規参入の事業者は、基本料金を高く、従量を安

新規参入の事業者が販売する電気について、停電
の可能性を心配する方もいらっしゃるのではないで

くして、料金を調整する傾

しょうか。もし、電力調達に不備が起こったとして

向が見られます。使用量が
多い家庭は料金が下がりま

も、送配電部門の事業者（関西電力など）がこれを
補うため、停電が起こることはないようです。

すが、少ない家庭はあまり
変わらないか、高くなるこ

●さいごに

とが予想されます。従来の

昨年末に開催されたCOP21（国連気候変動枠組

事業者も、価格競争が進む

条約第21回締約国会議）では、2020年以降の温暖
化対策の国際枠組み「パリ協定」を採択し、気温上

と、「統括原価方式（国に
価格申請し許可を得て営業する方式）」をやめて、
料金体系を変える可能性があります。

●エネルギーの電源構成を知るには

昇を産業革命前から2度未満に抑えることを目標と
しました。この目標を達成するためには、2100年
にCO2の排出量を0またはマイナスまで減らさなく

再生可能エネルギーを買うには直接購入先である

てはいけません。これは、化石燃料（石油・石炭・
ガス）を「全く使わない」ということ。今の先進国

電力提供事業者が、どの発電方法の電気を扱ってい
るか（電源構成）を調べなくてはいけません。では、

の暮らし方のまま、全てのエネルギーを再生可能エ
ネルギーに置き換えることはできません。化石燃料

その情報はどのように調べればよいのでしょうか。
ドイツでは電源構成のラベル表示が義務化されて

の使用を減らすと同時に、省エネを進めることが肝
心だと伊東さんは強調しました。

おり、消費者は電気料金がどの発電に使われている
かを知ることができます。ラベルには原子力や太陽

また、再生可能エネルギーとよばれる電力であっ
ても、エネルギーをつくる段階で森林伐採などの環

光などの個別の割合、1kw/hの発電で排出されるC
O2や放射性物質の情報が掲載されています。

境が破壊されるケースを挙げ、背景を知ることの重
要性を話されました。

日本にも同様の取り組みがありますが、情報開示
は努力義務にとどまっています。また、放射能につ
いてはこの項目に入っていません。私たち消費者が、

電力自由化に伴い、私たちはエネルギーの購入を
通して、どのような社会をのぞむのかの意思表示が

知りたい情報の開示を求めていくことが必要です。
グリーン購入ネットワークが電力提供事業者に電

できるようになりました。それはまた、私たちに消
費の責任が生まれたということでもあります。情報

源構成のアンケートを取っており、これが電力購入
の判断材料になりそうです。また、CO2排出量は環

をうのみにするのではなく、たえず疑問と関心を持
ち、消費と社会のつながりを意識しながら行動しな

境省のホームページから確認できます。

くてはと考えさせられる講演会でした。 （前川遥）
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企業と環境⑨ 地域と共に半世紀
事業部会
株式会社河崎組は国道176号線沿いの南桜塚に
あります。同社の社長で豊中建設業協会の相談役も

事故等の発生を未然に防いでいます。また、工事現
場を出入りする運搬車両については、通勤・通学・
お話を伺った河﨑守男社長

務められており、当法人の会員として長年ご協力を
いただいている河﨑守男さんからお話を伺いました。
河﨑社長はお父様の代から豊中で建設業をされて
おり、1961年に同社を設立。商業施設や公共施設、
集合住宅や個人住宅の新築・改修をされています。
豊中ではお馴染みの洋菓子店「ムッシュ・マキノ」
の建物は同社の施工です。

＜建設現場の低公害化＞
建設業界で環境といえば、騒音と振動で、環境技
術はこれらを抑える方向に発展してきました。工事
現場には騒音計を導入し、見える化を行うとともに、
近年では低騒音・低振動で施工できる機械の使用及

買い物等で歩行者が多い道路を避けたり、搬入・搬
出の時間帯をずらしたり、車両の走行速度を遅くし
て、交通事故を防止しています。
豊中は住宅地が多く近隣に配慮が必要な公共施設

び工法の開発と普及を行っています。それでも発生
する騒音は、遮音パネルや遮音シートを使用して低
減させています。また、1日あたりの作業時間の制

も多いため、他の地域に比べ工事の難易度が高くな

限、日曜祝日の工事を避ける等、周辺住民の生活環

えて難しい工事案件も受注し、完成させているそう
です。地域に貢献し続けてきた河﨑社長の目には、

境を守るために様々な工夫や対策がされています。

ります。昔から豊中の地形や人の往来、道路事情を
身近に知り、地域と共にある企業として、同社は敢

力強い誇りと自信と郷土愛が伺えました。

＜建設現場の安全安心＞
工事現場では、建物の間尺の関係で、どうしても
建材の端材が発生しますが、同社では施工を工夫し

今までは工事現場の近くを気にも留めずに通りす
ぎていましたが、完成に尽力される方々に心の中で

て発生を抑えるとともに、端材を速やかに適切に処
分して工事現場を綺麗に保つことで、放火や盗難、

エールを送ったりしてみようかと思います。
（中村崇之）

環境とわたし

下平佳邦さん

《47》

竹炭プロジェクト

広報とよなかで見つけた「竹炭焼き体験」の文字
にひかれ、竹炭プロジェクトに参加して早くも８年。

して自然冷却します。翌朝、
窯から取り出して出来上が

今回は、竹炭の活動の魅力を皆さんに紹介したいと
思います。竹炭作りはまず材料準備で、千里中央公

りです。更に、寸法切り、
品質分けなどをして、よう

園の竹藪に入り間伐しながら、竹炭に適した竹を見
繕います。選んだ竹は炭焼場に運び、窯に入るよう

やく販売できる竹炭になり
ます。このように竹炭の活動は楽ではありません。

切ったものを３～５分割し、竹の節を取って除湿し
た後、窯で焼きます。竹は蒸し焼きに似た状態で炭

でも、自然の中でしっかり働くのはとても楽しく、
気持ちが良いです。また、忘年会として、作業後に

化させますが、火をいれておしまいではなく、火力
管理・排気温度の看視をひたすら７時間ほど続けま
す。火を止めたら、窯を密閉したまま翌朝まで放置

竹で手製の飯盒炊さんをするのですが、仲間たちと
野外で食べるご飯の美味しさは格別です。ぜひ、い
ろんな方に参加してもらえたらと思います。

２
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今年度も「やさい栽培げんき塾」を開講
「とよっぴー野菜」を育てる腕を磨きます
花と緑のネットワークとよなか

活動は基本的に毎週火曜日の午前中いっぱいかけ

花と緑では、緑と食品のリサイクルプラザに併設
して「とよっぴー農園」（約1千㎡）を設け、年間

て塾生が農業経験を積んでいきます。期間は4月か

を通じて作物栽培を行っています。

ら11月までの長丁場です。農園長の下、スタッフ4

会員である柳澤農園長がほぼ連日、農園に出向き、

人と塾生10人程度による取り組みです。昨年から

土作り、植え付け、管理、
収穫など農作業全般を担っ

は班によるマイ農園も確保し、
全体作業後はマイ農園で班員が

ています。また、年間多様
な人々や団体に来ていただ

思い思いの作物作りに農園長の
アドバイスも受けながら挑戦し

き、栽培や収穫行事を行っ

ています。

ています。農園長の日々の
苦労によって農体験や食へ

受講された皆さんからは「楽
しく、野菜の育て方を一から理

の関心を高めていただく取
り組みが可能で、頭の下が

解できた」「塾生同士の交流が
楽しかった」「自分たちが育て

る思いです。
この取り組みは、農業に

た野菜の収穫に感動した」など
の感想が寄せられてきました。

興味を抱く人々に作物栽培
のノウハウを伝えると共に、併せて農園長の作業を
支 援 す る 仕 組 み を 作 ろ う と す る も の で 、 5年 前 に

塾への参加により、農業への愛
着が増した参加者の中には、花と緑の正式会員にな
られた方もおられます。

「農園楽」という農業の実体験と作業スタッフを兼
ねた活動を開始し、今では「やさい栽培げんき塾」

新年度も心新たに同塾3年目の募集を開始します。
青空の下、和気あいあいの雰囲気を醸しだしながら

に名称を変更して続けています。

農作業に精を出す、げんき活動です。 （猪尾英雄）

「阪急阪神

未来のゆめ・まち基金」の助成を申請
花と緑の活動強化へ資金確保をめざし

阪急阪神ホールディングス株式会社では、7年前

査も先般、緊張しながらヒアリングを受けたところ

から沿線の市民活動を支援する「阪急阪神 未来の
ゆめ・まち基金」市民団体助成プログラムを展開さ

です。
最終的には4月に入っての結果報告となりますが、

れています。
本プログラムは、従業員からの募金を基に「地域

挑戦した結果に一喜一憂することなく活動強化に邁
進したいものです。
（中村義世）

環境づくり」や「次世代の育成」に取り組む市民団
体を応援しようと設けられた社会貢献活動です。
花と緑ではこれまでも多くの活動助成申請を行っ
てきましたが、今回、多様に進めている資源循環活
動をより活性化するとともに活動会員のモチベーショ
ンを高めることをめざし、申請書を提出しました。
「とよっぴー」の製造施設が新しくなる機会に助

「フードマイレージ」とは
どういう意味でしょうか。
①
②

環境にやさしい食生活のこと。
食品の量と物流の距離との掛け算のこと。

③

環境に安全な食品のこと。
◆答えは8ページ

成申請を行いましたが、審査の結果、第1次審査を
通過しました。倍率も厳しいと聞くなか、第2次審
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身近な生き物調べ

豊中 春の七草調査 2015

自然部会
2003年 に 、 豊 中 の 自 然 の 実 情 を 知 ろ う と

2015年豊中春の七草メッシュ別確認株数1(2003年対比)

（表1）

「とよなか春の野草調査」を実施してから13
年経過した本年は、昨年の「豊中 秋の七草調
査」に続く野草調査として、「豊中 春の七草
調査」に取り組みまし た。広 報「と よなか 」
やチラシ等で市民調査員を募集し、66人（33
人・１団体<ガールスカウト11団33人>）のご
協力を得て市内33メッシュ（1km×1km方形
枠）を調査、まとめ冊子が完成したので、1月
23日（土）にくらしかんにて報告会を実施し
ました。
セリ、ナズナ、ゴギ ョウ、 ハコベ 、ホト ケ
ノザ、スズナ（カブ）、スズシロ（ダイコン）
が昔ながらの春の七草 ですが 、豊中 版では ス
ズナ、スズシロをツク シ（ス ギナ） とスミ レ
に入れ替えました。春 の七草 は古来 より春 ま
だ浅い野に出て若草を 摘み、 その滋 養をい た
だいたといわれていま す。か つて身 近にあ っ
た春の七草が豊中の町 にどの ように 残って い
るのか、昔の豊中の野 や畑の 形が思 い描け る
タイムトンネルのような存在でもあるのです。

総株数は増でも出現メッシュ数が減
特にセリとホトケノザが減
調査結果はメッシュ別確認株数表(表1)にあ
るように総株数は増えています。理由として、
花を見て調査できるように調査期間を、3月7
日～4月30日と前回より１カ月近く延ばした事や、
調査員が調査メッシュ地図にそって路地から路地を
隈なく歩いて洩れなく調査された事、などが考えら
れます。しかし出現メッシュ数の減が多く、特にセ

りましたが、数の多少はあるけれど南部地域を含む
多くのメッシュに春の七草の種を見つけることが出
来たことは、豊中の春の植相を知る調査として大き
な成果といえます。

リ（18→14）ホトケノザ（16→13）が顕著です。
この２種はいずれも水田や溝など湿り気の多い所で

足元の自然との共生をめざして

生育する植物で、豊中の残り少ない水田がさらに減っ
たということでしょうか。

1996年のとよなか市民環境会議発足と同じくし
て活動を開始した自然部会は市民協働のもと毎年

市内中西部以南にも春の七草の種は多くみつかり
ました。秋の七草は里山など山辺に生える植物が多
く中南部以南では見つけることが出来ないものもあ

「身近な生き物調べ」を実施してきました。市内を
流れる川べりや希少な水辺空間のため池、残された

セリ
４

ナズナ

ゴギョウ

ハコベ

とよなか環境

ホトケノザ

雑木林、空き地や田畑、路傍にも春の七草と同様に
小さな野草が花咲かせ生命を輝かせています。この
様な足元の自然とどう付き合うのかを真剣に考え行
動することから“人”と生き物の共生が始まるので
は、と考えています。
（上田峯子）
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写真で元気！
―写真撮影とアルバム作りで自分の想いを再発見、心も体も健康に―
企画屋本舗

2月20日小雨・参加者８人（スタッフ含）
講師=日本写真療法家協会の塩見さん

アルバムが完成した人から順次発表していきます。
古い道具から自分の人生を見直す人、古い建物から
癒しを感じる人、逆に古い物から新しい息吹きを感

環境交流センターで集合、概要説明を聞いた後、
傘をさして曽根西町の原田しろあと館へ向かいまし
た。曲がりくねった道を、歩くこと10分で到着で
す。なぜ、この周辺は曲がり角が多いのか、それは
敵に攻められにくくするために直線の道を作らなかっ
たのです。館内ではNPO法人とよなか歴史と文化
の会の方に説明を受けながら写真撮影を続けます。
庭の灯篭にシャッターを切る人、天井の板目を撮影
する人、各自の思いがファインダーを通して記録さ
れていきます。
環境交流センターへ戻り、撮影した写真から3枚

じる人。当たり前ですが各自の感じ方が違うのです。

選びます。次にアルバムの台紙を選び、レイアウト

アルバムを作ることで、自分では気づかなかった
想いを、気づかせてくれます。今回の催し、キーワー
ドは「気付き」では。
（池田一夫）

を決めて糊付けしていきます。この写真の横に飾り
をつけたり、表題・写真の説明文を書いたりして完
成させます。

「学びあい」「つながりあい」…6年間続けましたが
あい・あいプロジェクト

2010年6月に新規プロジェクトとして立ち上がっ
てから約6年間、若い世代が中心となり、子ども達

い、共に考える中で、自然と社会とのつながりを感
じ、日常の行動につなげていけるようなプログラム

に向けたさまざまな活動を展
開してきました。

づくりを行ってきました。
と ころが 、当 時 学 生や 単 身

「あいあい」という名前に
は、「学びあい」「気づきあ

だっ たメン バー も 、 結婚 、 出
産を 経験し ライ フ ス タイ ル も

い」「育ちあい」「出会い」
「つながりあい」そして「愛」

変化 。継続 的な 活 動 が難 し く
なり、この3月でプロジェクト

など、さまざまな「あい」が
こめられています。
その名前の通り、子ども達

を閉 じる運 びに な り まし た 。
とて も残念 では あ り ます が 、
ここ で体験 した こ と は、 き っ

との学びあいだけでなく、メ
ンバー同士の「気づきあい」

とこ れから の「 未 来 をつ く る
種」 となっ て、 一 人 一人 の 心

や「わかちあい」から、それ
ぞれの「心」を育んできました。環境学習を単なる
知識の提供だけに留めることなく、子どもに寄り添

とよなか環境

で育まれていくと思います。
みなさん、今まであたたかい声援をありがとうご
ざいました。
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くらしかん研究発表
「電力が抱える大きな問題」「環境教育」
生活部会
2 月 1 8 日 に 行 わ れ た く ら し か ん の研 究 発 表 は 、 今 年 も 用 意 さ れ た 2 件 の 研 究 で 参 加 し ま し た 。
「電力システムの改革、その現状と動向」は宮田健さん、「学校での環境教育と学習プログラム」
は滝口美保さん。それぞれA4で12ページの報告です。以下は主に発表会で説明を聴いた感想です。

流動する電力システムに二つの問題

学校での環境教育・環境学習プログラムを

宮田さんの報告は「電力システム改革と再生可能

昨年発表した研究に続いての学校での環境教育の

エネルギーを含むエネルギーの現状と動向について」

取り組み状況を把握することと、市民運動としてど

で、内容をさらに二つに分け〈電力システム改革の

んなことができるか、の追究です。

現状と動向〉〈再生可能エ

今年は小中学校の教科書が新しくなったことも、

ネルギーを含むエネルギー

耳寄りな話でした。「環境についての記述が少 な

の現状と動向〉について、
ていねいに説明されていま

くなった（小学校算数）」ケースや、「環境が ト
ピック的な扱いになっ

した。

ていて、記述が減少」

現状では、4月から電力

という例。一方では中

自由化になるにしても安い
電力だけが選択肢になって

学校の英語や、社会地
理的分野では、出版元

いて、どれだけＣＯ ２ を出

が変わったからか、環
境に関する記述が増え

しているかなどの資料は電
い電源を求めて石炭火力発電の建設が相次いでいま
す。

ていたことも報告され
て い ま し た 。 1992年
のリオデジャネイロの

電力改革の計画では2020年に発送電を分離する
となっています。低炭素社会を意識して電気の購入

環境サミットで、当時12歳だったセヴァン・スズ
キさんが世界の指導者たちの前で話した有名なメッ

先を選ぶにはそれまで待たねばならないようです。

セージが英語の教科書に使われているのは、同世代
の子どもたちには、うってつけの教材だろうと感心

気事業者からは示されていません。それどころか安

もう一つの問題
―再生可能エネルギーについて

させられました。

聞き取り調査
[小学校11校、中学校1校]では

経済産業省は2030年度の電源構成比を昨年7月
に発表しています。表のように再生可能エネルギー
は24％に止まっていて、原子力は20％、火力は2
6％を見込んでいます。世界に約束した、温室効果
ガスを2013年度比26％削減の目標達成の実現が

クリーンランドや下水処理場の見学だけでなく、
パッカー車を使っての出前事業・水道局の出前授業
など総合学習や、緑のカーテンなど、聴くほどに豊

危ぶまれています。

富な活動がなされていることに改めて感心。また、
6年生の国語では昨年度は｢未来に生かす自然のエ
ネルギー」の授業があり「再生可能エネルギーにつ
いて知り、持続可能な社会のあり方について考える」
ことが取り上げられたことを聞くと、いっしょにそ
の場に参加したい気持ちになる報告でした。

私たちはあらためて、節電の積み重ねが大きなエ

まとめでは、人類が地球で生き続けていくために、
環境保護の担い手を育てる環境教育・環境学習は欠
かせない。そういう認識を行政・市民・事業者で共

ネルギーになることを再認識し、省エネの運動を大
きくしていきたいと思います。

有できるよう、活動を続けていきたい、と締めくく
られました。
（奥野享）
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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。

竹炭焼き、竹の間伐

とよなか市民環境会議創設から２０年
協働の足跡～市民による自然調査パネル展～

千里中央公園、新千里北町

5月17日（火）～6月５日（日）
環境交流センター

ほぼ毎月開催
詳しくは事務局まで

とよっぴーの有料配布

見学会 豊中の優良企業訪問

第2土曜日、第4水曜日 10:00～11:00

5月19日（木）13:00～17:00

緑と食品のリサイクルプラザ

市役所第二庁舎（往復貸切バス）
マリンフード㈱とパナホーム㈱を見学
定員15人、参加費100円、5月15日（日）締切

おもちゃ病院
偶数月の第2土曜日 10:00～11:30
環境交流センター
1人3点まで、修理費実費（部品代）

チャレンジ！野菜くずの活用はじめませんか
5月21日（土）10:00～11:30
生活情報センターくらしかん

とよっぴー地産地消採りたて野菜市
写真で元気！

毎月第4木曜日 10:00～11:00
さわ病院

6月18日（土）13:30～16:30

とよっぴー2.5kg袋
野菜・米の頒布あり

環境交流センター
参加費1,000円

▼４月から始まる電力自由化の
情報に注視している。届く電気

ることを期待する。(S)
▼まだまだ寒い日が続きますが、植物が芽吹いている

がどんな“素材（電源）”かを知りたいのだが、新規
参入会社の多くは“素材”を開示せず、ただ「お得で

のを見ると春が近いことを実感する今日このごろです。
桜前線が今から待ち遠しいです。(K)

す」と広告。できれば再生可能エネルギーで発電した
会社を選びたいのだが、まだ決めかねている。(E)
▼私が読む朝刊の左下隅に、｢今日のサンヤツ公開中｣

▼祖母の見舞いに行ってきた。思い出せないことが増
えた祖母だが、戦争の話は別。小学生の時、出征の見
送りで歌った歌は、忘れられないという。(O)

と小さく書かれ、続いてパソコンのアドレスがあるの
に気づいたのはごく最近。「サンヤツ」は３段８割の
本の広告のことで、活字だけでのシンプルな広告。編
集者がずっとこのシンプルさに固執しているのが面白
い。(Ｚ)
▼住人の親睦を深めるためにバーベキュー大会を催し
た。肉・エビ・焼きそば・畑で栽培した野菜でシャキ
シャキサラダ・甘くてもちもちの焼き芋・香りも色も
爽やかなハーブティ。おしゃべりをしながらの食事は

《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
② 食品の量と物流の距離との掛け算のこと。
食品がかける環境への負荷を、産地から食卓ま
での輸送距離で表したものを「フードマイレー
ジ」とよびます。

最高です。みんなのあたたかい気持ちが溢れる食事会
になりました。(H)
▼私は九州の地方都市に里帰りした。かつての目抜き
通りに人が居ない。商店はシャッターが閉まったまま、

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

地方の“少子化”は深刻です。政府は１億総活躍社会
の実現を掲げ、担当大臣を起用した。一刻も早い施策

豊中市立環境交流センター

を確立し、その対応によりこの異常な状況が解消され

http://kankyokoryu.jp/
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