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この号のハイライト

P.1 総会/第3次アジェンダ21

P.2 生活部会/竹炭プロジェクト

P.3 事業部会/P.4 花と緑

P.5 自然部会/P.6 企画屋本舗

P.6 センター/P.7 豊中市

P.8 スケジュール

当団体は、地球環境を守るとよなか市民行動計画

「豊中アジェンダ21」を通じて、持続可能な地域

社会の実現をめざしています。1999年の 初の策

定から、「豊中市環境基本計画」と“めざすべき理

念”“望ましい環境像”“環境目標・指標”で同じ

内容を記載し、2つの計画が車の両輪のように一緒

に進めていく仕組みが作られました。2011年策定

の「第2次豊中アジェンダ21」でも、その推進体制

は継続されています。策定主体は、市民・事業者・

行政など142団体（現在）で構成するとよなか市民

環境会議（豊中市長が会長）です。

「第2次豊中アジェンダ21」は、2020年度まで

の計画で、社会的状況を考慮して、策定から概ね5

年で見直しを行うとなっていました。ところが、今

年度から「第3次豊中市環境基本計画」の策定が決

まり、「豊中アジェンダ21」も第3次策定に取り掛

かることとなりました。今年6月の総会以降から、

約2年かけて完成をめざします。

「第2次豊中アジェンダ21」では、これまでの部

会活動になかった新たな取組みをリーディングプロ

ジェクトとして試行し、その一部を豊中市の施策と

しての実現や、当団体の部会活動につなげることが

できました。また、88項目の行動提案について、

年度ごとの評価・公表を始めました。一方で、国際

的な動向や国内・地域の状況が変化しつつあること、

地域での活動と行動提案に一致していない部分があ

ること、部会活動と各章の対応に差が出てきている

ことなどが課題となっています。

第3次策定について今年度は、①とよなか市民環

境会議による「第3次豊中アジェンダ21策定委員会」

（各部会からも委員として参加）、②一般市民や地

域の団体などを対象とした市民ワークショップ、③

当団体の会員を対象とした内容を検討するワークショッ

プを行います。会員の皆さんにも、①～③の中でさ

まざまな意見を出していただき、持続可能な地域社

会の実現へ向けて希望を持つことができるような計

画を一緒に作っていきたいと思います。

（廣田学）

「第3次豊中アジェンダ21」を作ります

とよなか市民環境会議アジェンダ21

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(水)

午後、青年の家いぶきで開催します。

▽第一部 記念講演 13時20分～14時20分

一般社団法人環境パートナーシップ会議 副代表

理事の星野智子さん

▽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

《今年の講演は》

冒頭の記念講演は「国連の新目標と市民社会」を

テーマに、2015年に国連で採択された、2030年

までの未来に向けた国際目標「SDGs（持続可能な

開発目標）」についてのお話です。

第二部では「第3次アジェンダ21」についての重

要な提案が行われるほか、第三部の総会では新役員

選任の議案があります。皆さまご参加の上、積極的

な議論をお願い致します。 （前川遥）

2016年度総会を開きます
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クリーンランド見学 ｢きれい｣の強調に偏り過ぎ！？

豊中市伊丹市クリーンランドで新しいごみ焼却施

設が稼働を始めたので、生活部会でさっそく見学に

行きました。係の方のていねい

な説明で、楽しい見学でした。

新しい焼却炉は900℃の高温

でごみを安定して完全に燃焼し、

これまでの炉より高温に耐える

そうです。燃焼ガスはさまざま

な装置で有害物質を取り除いて

排出します。排ガスの中の有害

物質をリアルタイムで表示する

装置があり、同じものが外の道

路沿いにも設置されていて、近

隣の方も確認できるようになっていました。余熱で

これまでの倍量の発電が可能になり、余った電力は

売電しています。４階では焼却炉の擬似体験室でコ

ンベアと同じような椅子に座り映像化された炉の中

で炎と轟音に包まれましたが「炎の中で焼かれるよ

うでちょっと気味悪い」の声も。また、ごみ分別ク

イズや、蒸気タービン発電機

の模型などがあり、 後に高

月先生のマンガで見学のおさ

らい。展望台では飛行機の離

発着を見ることができました。

以前の工場では焼却炉の中

を実際に覗き見ることができ、

轟音もあったしごみの臭いも

しました。そんなリアルにご

みを感じるものが、まったく

消えていました。ごみ焼却施

設の見学に来られた方には「この施設にまかせてお

けば安心」だけではなく「ごみの排出を減らそう」

もしっかり受け止められるようなものも欲しいと思

うのですが…。 （滝口美保）

２

千里中央公園のナラ枯れ状況について

ナラ枯れについて初めて見たのは5年ほど前にな

りますが京都御苑でした。それから間もなく豊中に

も襲ってきたのです。ナラ枯れについては、ニュー

スレター27年夏号で豊中市の

状況について詳細説明がされて

いますが、初めて聞かれる方も

いるかと思いますので簡単に説

明します。

ナラ枯れはカシノナガキクイ

ムシというおよそ5mmの小さ

な虫が、主にコナラ、アベマキ

やアラカシなどブナ科の木の幹

に侵入して、ナラ菌という病原

菌を持ち込みそれが原因となっ

て導水管を塞ぎ、やがて葉が赤褐色に変色して枯死

させてしまうというものです。

千里中央公園では平成25年10月から侵入木に対

して、ビニールフィルムやカシナガホイホイを巻い

ていましたが、現在は細かい網目のシートを巻いて

ガムテープで止めロープで固定して、虫を中に閉じ

込めて外に出られないような対策（写真）を講じて

います。これ以上被害木を増や

さないためです。

ただすでに枯死木も発生して

おり今年2月、3月には30本ほ

どが伐採処分されました。当公

園は竹林もあって樹木も多い公

園で野鳥や昆虫も沢山見られま

す。大切な公園を守っていかな

ければなりません。竹間伐と同

時並行的にナラ枯れ対策を続け

てきましたが、今まで170本に

対処して残りも少なくなってきました。今後は健全

木についても見回りをして、侵入防止に努めたいと

考えています。それにしても早く終息に向かってほ

しいものだと願っているところです。 （三宅史郎）

生活部会

竹炭プロジェクト
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広報とよなかで野菜栽培げんき塾の記事を見つけ

たのは２年前。会社をリタイヤしたものの、生来の

貧乏性でスケジュール表に予定が詰まってないと不

安になっていたので、毎週火曜の午前に行われるこ

の塾は納まりがとても良かったのです。

前年に、庭にほうっていた花壇を見よう見まねで

耕し、畝を立て、野菜栽培を始めたところでした。

それまで家で寝転がって何もしなかったので、妻や

娘は「あの父さんが畑を作った」と感心したもので

す。しかし形はできても、作物は簡単にできません。

この塾で習ったことをちゃんと実践すれば立派な

野菜ができるぞと喜びました。なにしろ、勤務して

いた会社は金属製品製造業。

ISOの取得時に習った「決め

たことを決めた通りにすれ

ば良い製品ができる」と信

じています。それまではやるべきことも分らず、改

善活動の応用で草引きの生産性を上げる為に、一日

の目標千本と言いながら、草引きをしていました。

金属の加工はマニュアル通りで良いのですが、植

物相手はなかなかうまくいきません。それでも改善

を重ねると良い作物が採れる様になってきました。

でもまだまだです。やはり自然や環境を人間が完全

にコントロールするのは無理があるのですか。ねえ！

環境とわたし 花と緑のネットワーク
《48》

西村裕さん

マリンフード株式会社は、豊南町東にあります。

この本社事務所と併設している本社工場に、事業部

会の「豊中の企業見学会」でお伺いしました。同社

はミルクマリン株式会社として昭和32年にこの地

で創立され、昭和44年の現社名への改称を経て、

来年で60周年を迎えます。同社には豊中、泉大津、

長浜に工場があり、バター・

マーガリン・チーズ等を

年間約1万5千トン生産し

ています。チーズ製品の

一部は、昨今話題の「ハ

ラル認証」（イスラム教

が禁じているものを含ま

ない食品等の規格を定め、

原材料・製造工程・製品

品質等を審査し、適合す

る製品にハラルマークの

表示を認める制度）を受

けています。

また平成26年度からは

豊中市のネーミングライツ事業のパートナー企業と

して、ふれあい緑地内の4施設（豊島温水プール、

少年野球場、テニスコート、多目的広場）にマリン

フードの名称を冠するとともに、テニス大会やフッ

トサル大会を主催され、地域の活性化に貢献してい

ます。

応接室で企業紹介の動画を拝見すると、平成24

年竣工の長浜工場には、200kWの太陽光発電シス

テムを含む省エネ設備が導入されているそうで、衛

生面はもちろん、環境配慮にも力を入れていること

がうかがえます。また、毎年個性的な標語を設定し、

その実現に向けて努力されていたり、社内イベント

やクラブ活動にも力を入れており、若々しく活気に

満ち溢れた社員の多い会社という印象を受けました。

ちなみに平成28年の標語は『私の新宝島～秘宝に

挑む』で、国内でonly oneの同社製品の魅力を磨い

て、アジアの新市場に挑むそうです。

工場見学では、ホットケーキとマーガリンの生産

ラインを拝見しました。入室前には白い不織布のク

リーンウェアに着替えて、入念に手を洗い、アルコー

ル消毒しました。生産設備は結構な年数使われてい

る様子で、外観には歳月を感じましたが、使い込ま

れて手入れがされており、さすがは食品加工工場と

思える清潔感でした。銅板焼きのホットケーキとア

メリカンワッフルを試食させてもらいましたが、焼

きたてのふんわりとした食感と香りは格別でした。

普段はなかなか大人数の見学を受け入れることは

ないそうですが、同社の皆さま、この度はご協力い

ただき、ありがとうございました。 （中村崇之）

事業部会

企業と環境⑩ 独自性豊かな商品を豊中から日本全国に
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緑と食品のリサイクルプラザ（「とよっぴー」製

造施設）が稼働して本年4月で満14年を迎えました。

設備の老朽化もあり、更新が課題となっていました

が、昨年11月中旬から既存設備の撤去が開始され、

新設備の導入工事の完了に伴い、４月から本格的に

稼働しています。

旧来の設備は、若干複雑な構造で多少、エネルギー

を必要としていましたが、新設備は自然（有機物）

の物を自然（大地）に還す理念を踏まえた非常にシ

ンプルなシステムです。

この間、稼働状態を観察する限りにおいては、際

立った問題（水分過多や臭気発生）もなく、当該施

設の担当者からも順調とのお話を伺っています。

この間、堆肥化設備については、副資材である剪

定枝の細粒化による生成品の改良もあり、利用者の

評価も定着し、前年度は毎月2回頒布の購入者が延

べ2,000人を突破しています。

花と緑では、新「とよっぴー」が誕生する7月を

大いに期待し、その生成品に注目しています。

（中村義世）

「とよっぴー」の製造設備が新しくなりました
非常にシンプルな工程、新「とよっぴー」に期待！

ナスやトマトなど夏野菜の発芽には、20～30℃

確保する事が必要です。トマトが定植適期に育つま

でにはおよそ2カ月必要ですの

で、受粉可能な５月に定植する

為には、2月末から3月にかけて

の頃に播種する事になります。

その時期、 低気温が0℃近く

になる事もあり、何らかの手段

で温度を確保する必要がありま

す。

「踏込温床」は昔から行われ

てきた、落ち葉や稲ワラなどと

ヌカや鶏糞等を混ぜた床が発酵する発熱を利用した、

電気や灯油を用いない技術です。我々のとよっぴー

農園にうってつけの方法です。昨年度ビニールハウ

スを設置し、その中に温床を作成し、落葉の代替品

として樹木のチップで予備試験をし、今春に要望の

あった8品種140株ほどの発芽に取り組みました。

結果は、例えば発芽のタイミン

グが揃わない等、まだまだ安定

した生育が出来る状況ではあり

ませんでしたが、課題を明確に

し、対処方法を検討しています。

「苗半作」と言われる様に、

良い苗を育て、定植初期を安定

して生育した作物は環境の変化

にも強いと言われています。そ

んな苗を目指したいものです。

一般に苗は購入するのが当たり前になり、売り手

の都合にゆれる中で、せめて私たちくらいは、種ま

きから始めてもいいかな！と思ったりしています。

（青山泰彦）

花と緑のネットワークとよなか

「踏込温床」による野菜苗作り

オーガニック野菜とはどう

いう意味でしょうか。

① 遺伝子組み換え由来の種苗を植え付けて栽

培した野菜。

② 植え付けには連作障害を考慮して避け、原

則、農薬・化学肥料を使わず栽培した野菜。

③ 植え付けには全く考慮せず、農薬・化学肥

料を使って栽培した野菜。

◆答えは8ページ



とよなか環境 2016年（平成28年）夏号 NO.54 （通巻第72号） 5

豊中にみどりを増やそうという主旨で始めた未来

の森づくりも、2016年5月21日に行った植樹で7

回目となりました。今回も多数の市民の方々が参加

して、千里中央公園に66本の植樹を行いました。

この未来の森づくりは、2008年の環境展からス

タートしました。市内で採取したドングリと、とよっ

ぴーを混入した土を用意して、来場した市民や子ど

も達に自ら竹ポットにドングリを植えて、持ち帰っ

てもらい、自宅で1年半養生して、発芽・生長を観

察したのち、市内の適地に植樹するというものです。

植樹は毎年5月にしていますが、これは植えかえ

に 適な時期であることと、5月22日が「国連生物

多様性の10年」の活動「グリーンウェイブ」の日

であることが理由です。世界各地で植樹が行われ、

未来の森づくりもその日の前後数日内に植樹して、

本数がグリーンウェイブにカウントされています。

2010年の第1回より今回までで植樹の参加者は

のべ228人となり、植えた樹は476本となりました。

場所はいずれも千里中央公園で樹林の途切れた隙間

や空き地に行いました。場所によって枯れたものも

あり、よく育って3mを越えるものもあったりです

が、将来の森の形成に役立ってくれるものと思って

います。

豊中の緑被率（樹林樹木の面積割合）のため、地

球温暖化防止や生物多様性のためにも、少しでもみ

どりが増やせればと思っております。

（佐々木忠弘）

豊中にみどりを増やそう 未来の森づくり

4月14日に、春の自然観察会の中で、豊中市内で

発掘された遺跡の一部が展示されている東丘小学校

を訪ねました。

部屋は教室の半分程の広さで20名が入るには少

し手狭でした。展示は旧石器時代、縄文時代から江

戸時代まで年代順に並べて紹介されていて、土器の

実物、イラスト、写真、説明が添えられていました。

講師から年代順に説明をして頂きましたが、話の

中で豊中では庄内式土器が有名であるとのことでし

た。昭和9年庄内小学校建設の際に偶然発見された

もので、土器は弥生時代と古墳時代の両特徴を持っ

ており、その中間期の土器であるとのことでした。

発見そのものは昭和10年ですが、その土器につい

て昭和40年に論文が発表されて一躍有名になった

とのことでした。土器は3世紀前半（200～250年）

ごろで煮炊き用の土器（壷）で、形が弥生時代後期

の荒さに比べて刻み目が細かく、厚さも非常に薄い

特徴がありました。底は弥生式が尖っていて古墳時

代が平らであるのに対して、庄内式はやや尖ってい

る程度でしたが当時としては 先端の土器であった

ようです。

そのほか平成25年３月には古墳時代の桜井谷窯

跡の発掘調査の現地説明会が行われましたが、須恵

器が完全な形で沢山出土しました。これらを当時淀

川一帯を支配していた継体天皇に納めていたようで

す。豊中には大塚古墳をはじめ桜井谷古墳群など数

多くの遺跡があって、昔から栄えていた土地である

ことが分かりました。今回は豊中の昔の歴史の一端

を知ることができて大変有意義であったと感じまし

た。 （三宅史郎）

自然部会

郷土資料室の見学（東丘小学校）

左が古墳時代の土器、中が庄内式土器、右が弥生式土器
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企画屋本舗

昨年の6月に「日本写真療法家協会」の協力を得

て、第1回目（試行）の「写真で元気」体験講座を

開催してから次回６月18日（土）の体験講座で第4

回を迎えます。

この取り組みは「日本写真療法家協会」が2007

年から実践し

ている「生き

る力を育む写

真セラピー体

験講座」を活

用して「身の

回りの自然や

生活環境を意

識した写真撮影、写真選び、アルバム作り、出来上

がった作品の発表」という一連の作業を行うもので

す。その過程で、心の自己治癒力を活性化し、自信

や意欲、自律心など、生きる力を育みます。また、

写真の投影性を利用して、作品に表出する撮影者、

鑑賞者の心の声をありのままに受け止め、共感的に

寄り添うことにより、対象者の自己洞察、自己発見、

自己回復（本来の自分らしさを取り戻す）プロセス

を促します。参加者からは「癒された」「元気になっ

た」「今まで気づかなかった自分らしさに気がつい

た」などの感想が出ています。

なにやら難しそうと感じられたかもしれませんが、

写真を撮ることが好きな方ならどなたでも気軽にご

参加ください。 （塩見光夫)

環境交流センターの指定管理を行って、約3年が

経過しました。その間に、施設の外側からの見た印

象で、暗い・入りにくい・閑

散としているといった意見が

あることから、解決方法とし

て施設の装飾を行ってはどう

かという意見がありました。

しかし、単にデコレーション

するだけではあまり意味がな

いので、来場者にとってもス

タッフにとっても使いやすく・

わかりやすい・機能的な配置

や表示を考えようということ

にしました。

今年の2月と4月に、まずは施設の入口から受付

周辺をテーマとし、外部のコーディネーターの協力

を得ながら、施設のファンクラブメンバーやアジェ

ンダの会員と一緒に施設デザインを考えるワークショッ

プを開催しました。ワークショップでは、その場で

現状を点検し、アイデアを出

し合い、実際にみんなで動か

します。その結果、多くなっ

ていた掲示を外して一部に厳

選し、パンフレットスタンド

や物品の回収ボックスの位置

を移動、カウンターの整理、

アジェンダ関係の販売物品の

置き方の変更などになりまし

た。見た目の印象もかなり変

わり、来場者からは好印象の

意見が寄せられています。

今後もまだ取り組んでいない場所などについて、

定期的にワークショップを開催し、よりよい施設づ

くりを行っていきます。 （廣田学）

環境交流センター

楽しもう 癒されよう 写真で元気！
環境交流センターでの展示と体験講座の案内

施設デザインのワークショップを行いました

写真で元気 ロビー展示
・期間 : 6月9日(木)から７月2日(土)まで

・内容 : 今までの体験講座の作品や感想の紹介

※「写真で元気」はセラピーを目的とした作品制作をしているため、

この展示では参加者の了解を得たもののみを使用しています。
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▼結婚以来『暮しの手帖』を

愛読してきた。ささやかな日々

の営みを考える骨格を作ってくれた一つである。今、

朝ドラではその編集発行者である大橋鎭子さんが大活

躍。平和だからこそTVを見、活動に参加できる、と

喜びをかみしめている。(E)

▼〈Climate Justis〉という言葉が気になっている。

｢公正な気候変動対策｣と訳されているが、2009年の

COP15の頃に叫ばれ、その後プラカードに書かれ、

ニューヨークのデモではシュプレヒコールしていたと

いう。アンテナの感度を上げねばと痛感。(Z)

▼昨年の環境展で竹ポットにドングリを植え、ベラン

ダで寒い冬に米のとぎ汁をたっぷりあげた。暖かくな

り 初の1本目が発芽し半月おくれで2本目発芽。今

は35cmに成長し並んで青葉を輝かせている。来年の

5月には仲間たちと公園に植樹し豊中の緑を増やした

い。(H)

▼庭木の虫害にはご注意を！昨年の夏、我が家のさざ

んかが毛虫に襲われた。気付くのが遅く、予防をした

が、葉は食いちぎられ、見るも無残な姿になってしまっ

た。それで昨冬は殆ど花が咲かなった。枯死するので

は？と心配したが、今春は新芽を出してくれた。今後

細心の注意を払い、管理しようと心に誓った。(S)

▼今年も担当になりました。よろしくお願いします。

8月にリオネジャネイロで夏季オリンピックが開催さ

れます。日頃はスポーツにあまり関心はありませんが、

この時ばかりはテレビに噛り付き一喜一憂します。み

なさんも寝不足にお気を付けください。(K)

▼味噌漬け豆腐の燻製を買った。サラダ、ソーセージ、

お魚、白ごはん、何にでも合って美味しい。先日つい

に食べ切ってしまい、食卓がちょっぴり寂しい。(O)

写真で元気 写真撮影とアルバム作り

６月18日（土）13:30～16:30

環境交流センター集合解散、岡町商店街周辺散策

参加費1,000円

6月2日（木）10時から受付、6人（先着順）

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30日（土）18:30～20:30

千里中央公園

5歳以上の子ども（小学3年生以下は保護者同伴）

7月28日（木）締切、30人（先着順）

わいわいクラブ 葉っぱでCO2を見てみよう

8月3日（水）10:00～12:00

環境交流センター

講師 みのおアジェンダ21の会CO2はかり隊

小学生対象（小学3年生以下は保護者同伴）

7月27日（水）締切、10人（先着順）

市民自然調査員協働の足跡

写真による豊中の「むし」調べ 写真展

7月14日（木）～8月4日（木）

9:00～17:00（休館日を除く）

環境交流センター

箕面川の水生生物観察会

7月23日（土）9:00～12:00

阪急箕面駅改札前集合・解散

5歳以上（小学3年生以下は保護者同伴）

7月21日（木）まで受付、40人（先着順）

親子で楽しむエコツアー プラスチック製容器包

装の収集体験とクリーンランド新施設見学

8月4日（木）8:45～15:00

市役所第二庁舎集合・解散（往復マイクロバス）

参加費1人200円

小学生以上の子どもと保護者

7月6日（水）10時から申込み、20人（先着順）

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
② オーガニックとは有機栽培のこと。オーガ

ニック野菜の表示をするには有機JASの取得が

必須です。種まき・植え付けの2年以上前から

禁止の農薬や化学肥料を使っていない畑で、遺

伝子組み換え由来でない種苗を農薬や化学肥料

を使わずに栽培していることが条件です。


