
とよなか環境 2017年（平成29年）春号 NO.57 （通巻第75号）

と よ な か

環境
２０１７年（平成２９年）春号 NO.５７８（通巻第75号）

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

ニュースレター
この号のハイライト

P.1 地球温暖化防止イベント/

P.2 20周年/P.3 とよっぴー展・

食育の新たな試み/P.4 自然学

習講座/P.5 わいわいクラブ/お

はなし会/P.6 企業と環境/P.7

豊中市/P.8 スケジュール

疑う余地のない温暖化、132カ国が批准

講演は、IPCC第5次評価報告から始まりました。

ここでは〈1880年～2012年の

間に世界平均地上気温は0.85℃

上昇。海洋は人為起源のCO2の

約30％を吸収して、海水の酸性

化を引き起こし、深層の海水温

上昇の可能性も高い〉という現

状認識が確認されました。

それをふまえて、COP21パリ会議（2015年12

月）では、29条あるパリ協定が採択されました。

法的拘束力をもつ合意文書として、｢産業革命前の

気温から2℃未満を十分下回るよう抑え、努力目標

として1.5℃に抑える｣｢5年ごとに国別の対策につ

いて報告しなければならない｣との内容が含まれて

います。現在194カ国が署名、132カ国が批准・締

結し、2016年11月4日には協定が発効しました。

CO2を出さないエネルギーへの運動を

パリ会議の画期的な合意のなかで、日本のエネル

ギーミックスの構想は世界の流れに逆行し、石炭火

力発電への依存比率を2030年度で26％（震災前は

24％）へと、恥ずかしい考えしか見られません。

そんな中でも、自然エネルギー社会に向けて電力

のあり方を変えて行く｢パワーシフト・キャンペー

ン｣の動きが始まっています。それは、①自然エネ

ルギーの電力会社が選びやすいよう情報共有・制度

面で働きかける。②自然エネルギーの会社に契約変

更する人を増やす、などです。

また、京都ではNPO「きょうとグリーンファン

ド」も立ち上げ、持続可能な社会を目指した｢市民

共同発電所づくり｣と「環境学習」の活動をすすめ

ていることなどを話されました。豊中の運動にとっ

ても、学びたいところがいっぱいあるようです。

（奥野享）

パリ協定に沿って変えたいこれからの運動

以下は2月18日に環境交流センターで開かれた｢地球温暖化防止イベント｣で、｢パリ協定で変わる

豊中と私たちのくらし ～明日のくらしとエネルギーを考える～｣と題した講演を聴いての報告です。

気候ネットワーク田浦健朗さんの話から

地球温暖化防止イベント

とよなかエコ市民賞2016 発表「わが家の省エネ自慢」

→とよなかエコ市民賞2016の詳しい記事は7ページにあります。

第一部の「とよな

かエコ市民賞2016」

では、大阪大学環境

サークルGECS、生

活協同組合コープこ

うべ 、とよなか消

費者協会の3団体が

表彰を受けました。

第二部は、田浦さんの講演

のほかに「わが家の省エネ自

慢」の発表も。「省エネチャ

レンジキャンペーン2016」

に参加された、天谷功さんと

中田時江さんのおふたりに、

家庭で出来る省エネについて、

発表をしてもらいました。
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とよなか市民環境会議発足20周年

1月12日18時半から福祉会館にて、とよなか市

民環境会議発足20周年の記念イベントが開催され

ました。とよなか市民環境会議主催の記念式典と、

とよなか市民環境会議アジェンダ21によるレセプ

ション（会費制）の2部構成で、行われました。い

ずれも110人以上が参加と盛会でした。

この行事に併せて作成された、とよなか市民環境

会議発行の小冊子『とよなか市民環境会議20年の

あゆみ～協働とパートナーシップを紡いで』が参加

者に配られました。

＜記念式典＞
まず開会前に、アジェンダの中村義世さんから、

発足20周年のあゆみのスライド上映。とよなか市

民環境会議の設立に欠かせない4人のキーパーソン

の紹介に始まり、様々な活動が紹介され、スライド

に映るメンバーの姿に年月を感じました。「あ、若

いなあ、誰や？」の声も。

続けて記念式典が開会。とよなか市民環境会議会

長である淺利市長の挨拶と市議会議長の祝辞。市長

からは「それぞれのキーパーソ

ンと各セクターの行動があって

今の豊中がある。20周年をベー

スに協働し、人・自然との出会

いを大切に今後も進めましょう」

との声が寄せられました。その

後、設立や活動に深い関わりの

ある方々のメッセージが披露されました。

＜レセプション＞
とよなか市民環境会議発足当初のコーディネーター

の盛岡通先生からの挨拶、市長による乾杯発声の後、

円卓を囲んでの歓談。

各テーブルにはアジェンダのメンバーが用意した

食事や飲料が並び、中央には切りたての太い青竹の

花器が飾られました。椿や南天など野趣溢れる季節

の植物がいけられ、さすがは、アジェンダによる集

いです。

歓談中に突然、司会から次々と、参加者に「一言

コメント」の予告なし指名が。活動の中心を担って

こられた多くのキーパーソンから過去をふりかえる

コメントが寄せられました。最後の方は「立場を超

えた、人と人の関わりあってこそ迎えられた20周

年に感謝します」で、締めくくられました。おわり

に、茨木理事長から、今日のお礼と今後の決意につ

いての挨拶があり、これをもって会は閉会しました。

尚、食べ物の残りはすべて分けられてお持ち帰り。

ごみの出ないパーティーでした！飾られていた生け

花も持ち帰り、土にいけた木の枝の実は、一晩で鳥

に食べられました。

協働して積み重ね迎えた20周年を機に、更に多

くの分野や幅広い年代層の方々と連携を強め、豊中

の環境を守る運動を展開していきたいと思いました。

（井下祥子）

全体事業

市民・事者・行政の
『協働』は難しい。
信頼しあったから20
年続けられた

若い人と一緒に活動
を盛り上げたい

会場の声から

※たくさんの声の中から、一部を紹介します。

長年活動してきたが、
面識のない人もいた。
色んな人が参加して
いるんですね。
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６回目の「とよっぴー展」

残パンの展示で食品ロスを考える！

３

土と遊ぶ 土から学ぶ 土と育む

花と緑のネットワークとよなか

2月23日、24日の2日間、豊中市役所第二庁舎

ロビーで6回目を数える「とよっぴー展」を開催し

ました。

学校給食残渣類を活用して

製造される「とよっぴー」の

宣伝をメインテーマに、花と

緑の活動全体を紹介するもの

で、展示物は堆肥化システム

パネルと前日の給食残渣サン

プルや堆肥化工程サンプル、

花いっぱい運動の写真、ダン

ボール堆肥のサンプル、農園

での作物（小松菜・ブロッコ

リー・オクラ・大実レモン）、学校菜園支援での児

童の感想文などです。

とくに、21日の給食の残パンを会場正面に配置

し、食品ロス問題を来場者との間で共通認識を深め

る工夫も行い、多くの方から残パンを見ての感想を

寄せられたところです。

また、動態での紹介として脱穀機や精米機を持ち

込み、籾からお米になる様子を見ていただきました。

ダンボール堆肥の進行状態も展示し、身近な資源循

環を訴えました。

来場者の関心は1番が残パン

です。説明では残渣物の種類別

（調理屑・残飯・残パン等）の

経年変化や展示した残パンの留

意点を説明し、誤解を招かない

工夫もして、「食育」の重要性

を訴えることにしました。

2月のこの時期は来庁者が少

なく、少し寂しい「とよっぴー

展」となりましたが2日間で約350人の方が訪れ、

109人の方がアンケートに答えていただきました。

「とっても良いことをされていると思います。頑

張って下さい。応援しています」など活動への理解

や食品ロスへの感想が寄せられています。

（中村義世）

「とよっぴー」の配布と活用を行っている花と緑

のネットワークでは、12年前から市の堆肥化施設

周辺の用地を活用し、土に触れる機会のない豊中の

子ども達に、さつま芋などの収

穫イベントや、月に１度「親子

で学ぶ畑の楽校」シリーズなど

の農業体験を含む食育事業を進

めてきました。

スーパーに並んでいる野菜と

は違い、畑での色々な野菜の姿

に、参加した保護者の方々は発

見や驚きを経験され、収穫した

野菜の試食会では子どもたちの

食わずぎらいが治る瞬間に出く

わすなど、楽しさと食育に結びつく行事の一つでし

た。

参加者アンケートをもとに新年度からは、主体的

に土づくりや作物栽培にかかわれるような新たな試

みを2つスタートします。

「親子でファミリーファーム週末やさい作り」で

は、子ども達を含む家族単位の

農園10区画、各10㎡、「無農

薬・やさい栽培実践講座」では、

6区画、各15㎡の畑で農薬を用

いない実践講座を募集しました。

昨年暮れから、土の天地返し

等を行い、ほぼ畑の整地ができ

ました。どちらの取組みも参加

される方が作物を自ら栽培し、

収穫して食する自産自消の喜び

を感じていただけることを願っ

ています。一年目は試行錯誤しながらになるでしょ

うが、参加者の方からもアイデアを出していただき、

取組みを大きく育てたいと思います。 （高島邦子）
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自然学習講座

迫りくるアルゼンチンアリの脅威
～アリの知られざる生態系～自然部会

2016年度第2回自然学習講座を、1月28日に、

中央公民館で、表題をテーマに開催しました。アリ

は誰もが知っている身近な生き物であるのにもかか

わらず、どのような生活をしているのか、ほとんど

知られていないのではないでしょうか？特定外来生

物のアルゼンチンアリ

の実態と、あわせてそ

の高度な社会性や知ら

れざる生態について、

若手のアリ研究の第一

人者である大阪府立大

学助教の上田昇平さん

にお話いただきました。

これまでの経歴など

自己紹介をされたのち

に、アルゼンチンアリ

の話題です。アルゼンチンアリはもともとアルゼン

チンを中心とした南米に生息していたものが、貨物

船などについていったのか、ヨーロッパ、アフリカ、

北アメリカにも進出し、アジアでは1993年に広島

で発見されたものが初記録のようです。日本ではそ

の後、西日本各地で報告が相次ぎ、大阪府下では堺

市や大阪市で見つかっ

ています。原産地では

河川氾濫林周辺に生息

しているが、日本では

用水路など水場近くで、

湿り気があるところな

ら土中以外のコンクリー

トの割れ目などでも営

巣しているそうです。

また本種の特徴とし

て 、 巨 大 な コ ロ ニ ー

（スーパーコロニー）

をつくることがあり、

北海道石狩浜の事例で

は約2.7㎢もの面積のものがあったそうです。この

アルゼンチンアリが侵入した地域では、それまで、

15種の在来アリが確認されていたところ、その後

在来アリは3種にまで減少したとの事例があり、多

くの場所で他のアリ類を絶滅に追いやり、生態系を

攪乱しているそうです。また、農業被害も報告され、

人家にもどんどん侵入して嚙みつくなどして（幸い

毒は無いらしい）、色々な面で問題となっており、

現在では「特定外来生物」に指定され、飼育・移動・

販売などが禁止されています。

そのアルゼンチンアリと在来アリとは見た目での

区別は難しいのが駆除にあたっての障害となってい

ます。街中でよく見かけられるトビイロケアリやア

ミメアリ等と比べほとんど同じように見え、若干色

が薄く細身ですが一見ではわかりません。ただ、行

動は極めて俊敏なのが特徴らしく、せっかちに動き

回る小さなアリを見かけたらアルゼンチンアリであ

る可能性があるので注意が必要です。

これまでに豊中市域での報告はないようですが、

知らぬ間に侵入している可能性は大いにあるようで

す。豊中市としては、特に防除対策はしていないと

のことですが、侵入が確認された場合は速やかな対

応ができるよう準備してほしいものです。対策とし

ては、事前のモニタリング調査でアルゼンチンアリ

の個体概数と分布範囲を把握し、昆虫以外に影響が

少ないとされる薬剤で駆除するが、絶滅には最低3

年はかかるとのことです。

アルゼンチンアリ以外のアリについても、アブラ

ムシを「牧畜」して育

てる例や、希少蝶であ

るゴマシジミ類に寄生

される例など、多くの

話題を用意して頂いた

のですが、時間切れと

なってしまい、続編の

講義を望む意見も出さ

れました。そのため、

改めて続編の開催を依

頼していますので、講

座に参加された方は、

続編もぜひご参加くだ

さい。

蛇足ですが、上田さんは熱帯雨林の樹上に住むア

リの調査に赴いていた時、俳優の緒形拳さんがテレ

ビのリポーターとして訪れ、あの年齢なのにとても

バイタリティがあふれているのに感心されたそうで

す。 （柿本修一）

講師の上田昇平さん
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わいわいクラブ 牛乳パックでペン立て作り

5

2月10日10時から2時間、講師に秋山公子さん

をお迎えして講座を開始。

今回作った「牛乳パックのペン立て」は軽くて丈

夫。持ち運びも簡単。そして、

なんといっても材料がすぐ準

備できるという優れもの。何

を入れるかは「ペン立て」に

こだわらずご自由にどうぞと、

しばらくわいわいと自分流の

使い方を披露し、作業を開始

しました。

初めに牛乳パックを開き、

高さの違う3種類の三角柱6つを作成。それを写真

のように組み合わせ仕上げていきます。ここでのポ

イントはパックを丁寧に切り取る事。まっすぐに切

らないときれいな三角柱になりません。ここさえ注

意すれば、あとは時間をかけお気に入りの和紙等を

糊付けし、形を整え、最後に底板を張り付けたら完

成です。

賑やかな場もいつのまにか

静まり、熱中してきました。

時折「どうしよう」とか「こ

こまで出来たけど・・」とい

う声に、講師は優しくアドバ

イスをしてくださり、個性あ

ふれる作品ができました。

この日はＦＭ千里の取材を

受けました。担当者は熱心に

作業の行程や作成の意図、そして参加者の様子をチェッ

クし、12時過ぎから生活部会員の一人とともに10

分ほど生放送。どれだけの方が聴いて下さったのか

しら？！ （新開悦子）

「環境や自然絵本の読みきかせが夢だった！」と

いう、メンバーの想いで始まり、年に5回、おはな

し会をやっています。

今日はどんな親子が来てくれるかな？1、2歳が

数人、3歳、4歳の子もいます。色々な年齢の子を

対象に、赤ちゃん絵本、やさしい自然絵本、おとな

も楽しめる美しい本や紙芝居、大型絵本を読みます。

ふれ合いあそびもします。

「ぺんぎんたいそう」の絵本にあわせて伸びたり

縮んだり、ぴょんとはねたり。干支にちなんで、ニ

ワトリとタマゴの紙芝居も楽しい。リスの絵本に、

3歳、4歳の女の子は目を輝かせます。

おはなし会の後は、「くるくる絵本作り」です。

三つの面に絵をかき、めくると、卵⇒ひよこ⇒鶏⇒

また卵…、みたいにエンドレス。

出来上がったら、一人ずつ作品発表です。皆、作

品を大切に持って帰りました。

また、来てくださいね！ （井下祥子）

たのしいおはなし会「わにわに」

生活部会

「わにわに」で、読んだことの

ある本です。環境交流センターの

図書・資料室にあるので、借りて

くださいね。

“mottainai（モッタイナイ）”

は、もう世界語です！

企画屋本舗

図書紹介

真珠まりこ作・講談社

グリーンコンシューマー

とは何でしょう？

①必要なものを必要なだけ買う人

②ちまちま買うのはめんどくさいから一度に多

くのものを買う人

③包装された見栄えのいいものだけを買う人

◆答えは8ページ
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長年、大阪市の一部と北摂地域で活動を続けてき

た大阪北生協は平成23年4月に兵庫県を活動区域と

するコープこうべの傘下に入り、生活協同組合コー

プこうべになりました。コープこうべは、組合員約

169万人を擁する、日本で3番目に大きな生活協同

組合です。

豊中市役所から300メートル

程南にあるコープこうべ大阪北

地区活動本部にて、森畑本部長

と堀田マネージャーにお話を伺

いました。今回は、「コープこ

うべの挑戦」と題して今号と次

号の2回に分けてご紹介したい

と思います。

私達消費者は、物・サービス

を自ら作り使用することは殆ど

なく、企業が作る物・サービス

を購入して使用しています。企業は、作り出す物・

サービスが消費者に選択されなければ事業が立ち行

かなくなるので、消費者に選択される物・サービス

を作ろうとします。しかし、特定の物・サービスが

単独の企業からしか供給されない場合は、消費者に

は選択の余地がなくなってしまいます。

例えば電気は私達のくらしに必要不可欠なサービ

スですが、再生可能エネルギーによる電気を購入し

たいと思っても、原子力等による電気しか作られて

いなかったならば、前者を選択する余地はありませ

ん。

コープこうべは、平成29年4月より電力小売事業

を開始します。169万人の組合員が対象ですが、ま

ず平成29年度は3万件、平成31年度には6万件の契

約獲得を目指しています。電源構成は、再生可能エ

ネルギーが30％、天然ガスが70％です。また、料

金設定も標準的な電気料金と比

べ遜色のない設定となっていま

す。

ではなぜ生協が電気を売るの

でしょうか？お二人によります

と、それは、再生可能エネルギー

による電気を購入できる選択肢

を提示することにより、電気を

購入することを通じて社会の在

り方を変えることが出来るとい

う選択肢を提示するためだとの

ことでした。

お話を聞き改めて、「消費者は物・サービスを購

入することを通じて社会の在り方を選択する可能性

を持っている」ということを感じました。社会の問

題点を改善するための運動を続けてこられた生活協

同組合らしい取り組みだと思います。

地球温暖化防止を掲げている当団体としても、再

生可能エネルギーによる電気を販売する事業者が増

えて、消費者の選択肢を広げる取組が今後益々拡大

していくことを期待したいです。 （荒井秀夫）

事業部会

企業と環境⑬ コープこうべの挑戦 前編

電力小売事業を開始

60歳を前に、今の職と違ったことに挑戦したい

思いで、市民農園に申込みました。

農作業の経験はなく、畑の土を耕すことしか考え

ず、週に一度、土づくりに勤しむ中で土との触れ合

いを感じ、また、市民農園を活用する人々との交流

が芽生え、年齢を問わない場であることを実感した

ところです。

この機会を次にも活かしたいと思っていたころ、

花と緑のネットワークが栽培講習会や「やさい栽培

げんき塾」を開催していることを知り、今度はこれ

に挑戦、約6ヵ月、毎週火曜日

に「とよっぴー農園」で栽培ス

キルを磨く実体験を積みました。

夏・秋野菜の栽培に向け、種ま

き、苗の植え付け、道具の名前や使い方を学ぶ、た

のしい「げんき塾」でした。

このような場を経て入会、現在は農園や花壇づく

りも含め、諸活動に携わっています。特に、「とよっ

ぴー」の袋詰めや頒布は頻度も多く、月5回程度の

活動に参加し、元気印を自分的に確認しています。

環境とわたし 花と緑のネットワーク
《51》

谷場真二郎さん

堀田マネージャー（左）と森畑本部長（右）
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▼とよなか市民環境会議２０

周年の式典に参加し、本当に

懐かしい方がたと貴重な時を過ごした。歳月で容姿は

少し変化していたが、変わらないのは眼の輝きと鋭さ。

誰もが熱意を込めて語るこれからの課題に、この組織

を継続していく価値を実感した。（E）

▼｢電気代は税金となった｣という週刊誌『エコノミス

ト』の表紙にびっくり。電気代の内訳に｢託送料｣の項

目があり、どの電力を使っても均等な負担で、原発廃

炉費用も含まれている。去年の試算では3年前の4倍、

8兆円になり今後も見通し不明とか。（Z）

▼近年、北極海の海氷やグリーンランドの氷床の融解

が著しいため、北極クマの生態がピンチとのこと。そ

れはクマの食料のアザラシが捕獲出来ない為という。

その原因は地球温暖化の説が一般的である。しかし、

南氷洋の氷結海域は増大している報告がある。なぜ？

専門家でもその原因は突き止められていない。（S）

▼神刀根沿いには水田があり緑豊かな地区でした。今

は開発で水田も消えました。ローソンや戸建て住宅が

ならび、土筆を採った土手は削られ消えそうです。一

方小さな路地には植物が芽生えている。こんな小さな

自然の喜びを伝えられる人になりたい。（H）

▼「より早くより安く」の潮流の中、生産者がエコを

実現するには？変化をチャンスにする事業者と、賢い

市民。それに、エコが利益を生む仕組み（政策）。温

暖化防止に後退気味の国と、大いに後ろ向きな某国大

統領は残念。せめて賞味期限の近い物を買いましょか。

（いや、前から閉店間際セール組です）（Ｉ）

▼寒い日が続きますが、春を告げる報道が増えてきま

した。鰆、しらす、たけのこ・・・。今から待ち遠し

いです。（K）

▼豊中の好きなところの1つに、たまに狸に会える事

がある。皆、狸を好きだと思い込んでいたが、凶暴そ

うで怖いと思う人もいると知った。狸の性格を調べる

と「臆病で、雷で気絶する」「猫に会うと逃げる」と

ある…可愛い…。怖いと思う人に知ってほしい。（O）

とよっぴーの有料配布

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

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世帯1点まで 部品代実費

竹炭焼き、竹の間伐体験

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

食べ物は命の糧 フードバンク学習会

4月5日（水）13:00～15:00

環境交流センター

3月31日（金）締切、30人（先着順）

学習会でフードドライブを試行します。

「レッドデータブック豊中」

希少種植物調査報告会

4月8日（土）14:00～16:00

くらしかん

4月6日（木）締切、30人（先着順）

春の自然観察会 千里緑地へ植物観察

4月11日（火）9:30～12:00（千里緑地解散）

千里文化センター「コラボ」前集合

4月9日（日）締切、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

TEL:06-6844-8611

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

http://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、Ｓ猪尾、H岡、Ｉ井下、K金子、O前川

環境クイズの答え ①

グリーンコンシューマーとは、直訳すると「緑

の消費者」。商品を買う時に、環境に配慮した

選択をする消費者のことをいいます。


