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2017年度総会を開催しました
総会は6月29日、青年の家いぶきで15時10分か
ら16時30分まで開催され、会員数175人中、出席
52人、委任状74人で成立しました。議案では昨年

別会合で採択された「バリガイドライン」（環境分
野への市民参加が遅れている国に向けて、オーフス
三原則をゆるやかな立法ガイドラインで示したもの

度の事業報告、活動決算報告および監査報告があり、
今年度の事業計画、活動予算が審議、承認されまし

で、法的拘束力はない）を支持しています。また、
国の環境基本計画の4つの長期目標の中の1つには、

た。

「すべての主体の参加」として、市民参加が大きく
位置づけられています。

講演「みんなでつくる環境基本計画」
現在、「豊中市環境基本計画」と「豊中アジェン
ダ 21」 の 第 3次 計 画 を 策 定 中

国内の自治体では、4割近くが、参加・協働によ
る条例を制定しています。豊中市も環境基本条例の

では、大阪大学大学院法学研究

第8条「環境基本計画」の項目で市民の意見を反映
し、環境審議会の意見を聴くことを規定しています。
同じく第19条「市民参加等」の項目では、市は、

科教授の大久保規子さんに「み
んなでつくる環境基本計画」と

市民の参加・協働により環境政策が効果的に推進さ
れるよう、必要な措置を講じるよう努めることとし

題して、お話いただきました。
講演では、まず、環境基本計

ていますが、大久保さんは、この項目を例に私たち
の活動や「豊中アジェンダ21」の活動の根拠につ

画とは何なのか、計画の歴史や
大久保規子教授
国内での法的な位置づけにふれ、
計画づくりには地域のことをよく知っている市民の

いても紹介されました。
最後には、今ある仕組みや、参加できる場を活用

ですが、今回の総会の記念講演

視点が必要であること、民主的に計画づくりを行う
ことで、市民の政策への関心・理解がすすみ、実効

しながら、市民が積極的に政策に関わり、持続可能
な地域づくりに取り組んでいくことの重要性を強調
されました。
（前川遥）

的な政策執行が可能になることなど、市民参加の重
要性を話されました。
また、国際的な流れとして、1992年のリオ宣言
において市民参加の原則がうまれたことと、これを

環境フォーラムのご案内

具体化するために1998年に国連欧州経済委員会で
採択されたオーフス条約についての説明がありまし
た 。この 条 約 は 「 情報 ア ク セ ス 権（ 知 る 権 利 ）」
「意思決定（政策決定）への参加権」「司法アクセ
ス権」を市民に保障することを目的とした環境分野
の市民参加条約で、法的拘束力を持っています。こ
の中では、NPOを含む市民への情報開示、環境ア
セスメントなどの許認可への早い段階からの参加な
どが、市民の権利とされています。

9月16日（土）13時30分～16時
千里文化センター「コラボ」にて
第一部では、「とよなかの環境・中間報告2016年
度速報版」についての発表、第二部では、参加型
パネルディスカッション「環境のまち・豊中 未来を
見すえ 地域のみんなで創るには？」を行います。
皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください。

日本は、オーフス条約には加盟していませんが、
2010年の国連環境計画（UNEP）の管理理事会特
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自然ふしぎ発見クラブ

文化芸術センタ―と周辺の自然や緑を見てみよう
自然部会

曽根段丘にある芦田ヶ池を埋め立てて建設され、

その後、下水管工事で切る予定を自然部会や地域

1953年当時、文化の殿堂と言われた「豊中市民会
館」が建替えられ、昨年「豊中市立文化芸術センター」

住民の要望で残された二本松の話。松葉・マツボッ

が完成しました。
6月24日10時、文化芸術センター前集合。参加
者は子ども6人、大人13人、スタッフ4人の計23
人。まず、青年の家「いぶき」で長年展示していた
マチカネワニの化石（レプリカ）を見に。地下への
階段壁面に貼付け、照明で化石の影が映る様子は子
どもたちに大きなインパクトを与えたようでした。
次に1階のミュージアムギャラリーで豊中市域から
出土した化石・石器・土器等実物と説明文を見学。
またタイミングよく穂積遺跡第14次調査結果が特
別展示中（5月～9月）で、地下約4ｍから出土し
た密集するマテガイの化石の写真に驚きの声が上が
りました。
3階の屋上テラスにはベンチ、植え込みのボック

クリを拾って、段丘の下の道に入りました。高低差

スが設置されていて、曽根段丘から見られる「昔を
知る二本松と共に空港へ降りる飛行機や阪急電車が

があるので、狭い場所でも自然が残り、クヌギの風

行き交う様子」は、“豊中の文化”と思いました。

（上田峯子）

車、ササ笛、クズの葉鉄砲等で遊び楽しみました。

千里川の水生生物観察会
今年の水生生物観察会は、7月22日に千里川箕
輪小橋上流付近で行いました。
現地での開催時刻9時30分

られた生き物の説明などをしました。多く採集され
たのはオイカワの稚魚とミナミヌマエビでしたが、
今や絶滅危惧種に仲間入りし

に は す で に 気 温 が 30℃ に も
達しており、炎天下の開催で

たドジョウの幼魚も少しなが
ら健在でした。今年は空梅雨

す。川の説明や水に入る際の
注意の後、網やバケツを貸し

で流量の少ないせいもあって
か、魚などの餌となる藻類の

出して採集開始。参加者の多
くは家族連れで、川底、岸の

生育が悪く、代わりにバクテ
リアが多く付着していました。

草の根付近など、思い思いの
場所で魚取りなどにトライし、
採集した生き物は用意した大

そのため、例年に比べ採集種
数・量ともにやや少なかった
ような気がします。以前は比

水槽や小分けバットに入れて
もらいました。子どもたちは炎天下も元気でしたが、

較的よくみられたコウライモ
ロコが全く見あたらず、今後はその動向を注視した

スタッフはもうバテバテでした。
途中休憩をはさみ11時過ぎまで採集の後、集め

いと思います。
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（柿本修一）

環境学習会

葉っぱでＣＯ２を見てみよう

生活部会

7月26日10時から小学生と保護者を対象に学習
会を持ちました。昨年に引き続き、講師は、みのお
アジェンダ21の会CO2はかり隊の皆さん。
まず講師4人で役割分担し絵本「葉っぱのフレディ」
を朗読。四季折々の葉の様子から、葉の仕事が根か
ら水分をもらい空気中のCO2を吸って酸素を出し、
木には栄養を与えるという内容。そのあと地球温暖
化の原因や影響について学習しました。
いよいよCO2を葉が吸ってくれる実験を開始。小
学生と保護者が2人一組になり、室外に置いたマン
リョウ・ポニーテール・イヌツゲにビニール袋をか
ぶせ閉じる。気温や明るさ（L UX）も計る。10時

3組とも同じ方法で分担した植物で実験。ところ

半すでに33～35℃になっていて晴れ。光合成は充
分。

が地植えのイヌツゲに、ある時点でCO2がわずかに
上昇していくということが起こった。小学生は「な

まずビニール袋の中にテスターの棒を差し込み葉
がどの位CO2を吸っていくのか１分ごとに計る。右

んで？」と不思議そう。講師は「今日はあまりに気
温が高いので、植物は自衛本能のため、気孔を閉じ

肩下がりに減っていくのが分かる。そのあとテスター
に息を吹きかけると、今度は右肩上がりにどんどん

てCO2を吸わなくなったのです」と説明。「ふ～ん。
さすがの植物も暑すぎたり水分不足だったりすると

増えていく。人間の吐く息にもCO2が多く含まれる

無理なのか」と納得。貴重な体験が出来た学習会で

のを確認しました。

した。

（今井文子）

ゴキブリ駆除剤のホウ酸団子作り
6月16日、くらしかんの調理室でホウ酸団子作

かい団子の生地を作りました。ただ一つ困った事は

りを行いました。講師は豊中市婦人団体連絡協議会
のお二人。講師の手慣れた指示に従って、ゴキブリ

水分の少ない旧玉葱の準備でした。この頃になると
店で扱っているのは新玉葱ばかり。旧玉葱を求め、

が大好きな
玉ねぎをミ

店を駆けずり回るが扱っていない。やっとメンバー
がストックしていた旧玉葱によって無事問題を解決

キサーでド
ロドロに。

できました。このホウ酸団子の実習時期は、ゴキブ
リがまだ幼虫で駆除しやすく、必要な玉葱も買いや

次に、同様
にゴキブリ
に好まれる

すい４月から５月初旬が望ましいと反省しきり。
かねてからの疑問“なぜホウ酸が効くの？”を調
べると、ホウ酸効果で脱水症状を起こし乾燥死させ

牛乳、小麦
粉、砂糖を

るとある。効果は遅効性のため、半日から５日位か
かる。おもしろいのは、団子の効果によりゴキブリ

入れ、その
中に駆除に効くホウ酸を加え、よくかき混ぜて柔ら

は仲間に「この家は危険である」というサインを出
すためいなくなる、というものでした。（新開悦子）
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環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー
企画屋本舗

自然を味わう「親子で楽しむエコツアー」！ 能

まの妖精、ウサギ、お化け、魚、トトロ…。いずれ

勢の宿野にある豊中市立青少年自然の家「わっぱる」
へ。一回目は、サワガニやヘビが大好評。ヘビを捕

も力作。完成したら片付けして昼食。
＜川遊び＞

えようとした元気な男の子もいました。今年はヤマ
カガシ事件のせいで、怖がるかも？ 最初の「わっ

石をひっくり返して魚や虫を探す子。ぱちゃぱちゃ

ぱる」入所式で、マムシやヤマカガシ、スズメバチ

泳ぐ子、「幼虫や～！」と叫ぶ子。一緒に川に入る

スタッフが事故に備えて流れの中に立つ。川底の

などの絵を見せ「出会ったらゆっ

お父さん、お母さんも楽しそう。

くり逃げ、石を投げたりしない」
と説明がありました。

アリを見つけて騒ぐ子に、わっ
ぱるスタッフが「ヒアリはいな

〈ツリークエスト〉
二組に別れ、案内図を頼りに名

いし、いても日本のアリは強い
からやっつけてくれる。やたら

札のついた木を探す。落ち葉を拾っ

にアリを殺さないでね」と。

て名刺入れにファイルすると素敵
な記念に。スタッフが木をなかな

おやつの後、皆で会場掃除。
来た時よりきれいに！無事市役

か見つけられず、迷ってしまった班もありました…。
〈自然工作〉
木の枝とドングリ、ビーズを使った工作。雪だる

所前にバスで帰って解散。お天気が危ぶまれたが、
当日は快晴！参加者にも楽しんでもらえたようで良
いツアーになりました！

（井下祥子）

甲賀の森づくりの集い
全体事業

「森づくりの集い」が7月30日に開催されまし
た。この催しは、次世代に豊かな森を手渡そうと活

間伐体験後は、地元（大原地区）の方たちの手作
りの昼食をおいしくいただき、色々と準備してくだ

動を続けておられる滋賀県甲
賀市の甲賀愛林クラブが開催

さっている森のあそび場で遊
んだり、チェーンソーアート

しています。「子どもたちに
森の役割への気づきを持って
もらいたい」と豊中の子ども

を見たり、カブトムシ採りを
したりと盛りだくさんの企画
に子どもたちも大満足の様子

たちを招待してくださり、十
数年前からアジェンダと、と

でした。
琵琶湖に流れ込む水の源で

よなか消費者協会で参加して
います。

ある甲賀市の森で、その水を
使う下流の豊中市の親子が貴

この催しの一番の目的は皮
剥ぎ間伐の作業を体験するこ

重な体験をすることができま
した。そして、「こうして森

とです。皮剥ぎをしたヒノキ
は半年から1年くらいして切り倒すそうですが、水
分がなくなっているため重量も軽くなり扱いやすく

を守ってくれている人たちが
いるおかげで、私たちの飲み水が守られているのだ」
ということを少しでも感じ取れる機会を作ってもら

なるとのことで、重労働である間伐をより簡易にで
きるようにと取り入れた方法だそうです。

えたことに感謝します。

４
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企業と環境⑮ 自然を感じる保育をめざして
事業部会

南桜塚の住宅街に樹木が多い一角があります。そ
こがあけぼの幼稚園です。1953年（昭和28年）の

工夫で、「自分たちは自然の仕組みの中で生きてい

創立以来、豊中市の各地で幼児教育を続けてきた同

る」というのを身近で学ぶのだそうです。

園で、子どもの健やかな育ちを実現するために様々

子育ては親にとっても学びの場。親は子ど
もを育てることで、大人にしてもらう

な工夫をされている安家周一理事長からお話を伺い
ました。

て、わがままを言ってもどうにもならないことがあ

園庭の各所には理事長・職員・保護者の有志が協

樹木の緑で心が安らぐ部屋
いつでも木が見える空間は子

力して造った木製の遊具があり
ます。保護者は園の活動に参加

どもの情緒が安定するため、同
園は3階建てのどの部屋からも樹

するのをきっかけに、大工道具
の使い方や、DIY精神を学んだ

木の緑が見える造りでツリーハ
ウスのようになっています。屋

り 、 ま た 後 々 PTA活 動 に 積 極

内に差し込む木漏れ日や太陽の

地域活動やボランティアに関心
のある大人を育てる場にもなっ
ているそうです。また子ども達

的に取り組んでいくようになり、

光に当たってキラキラする木の
葉の風に揺らめく様子は心地よ
あけぼの幼稚園

く、癒されるものがありました。

安家周一理事長

に大人の仕事を間近で見せるこ

とで 、 「 大人 っ て 凄 い 」「 早 く 大 人 にな り た い 」

自然の恵みに感謝して遊ぶ
「子ども達にとって水と土は友達。どろどろになっ
て遊ぶ時、とてもいい表情をする」と語る理事長は、
園庭に1,400L の雨水タンクと人力の汲み上げポン
プを設置し、自由に水を出して遊べるようにしてい

「大人になればこんなことができる」とこれからの
成長に夢や希望を持たせる効果もあるということで
す。

ます。しかし水道には繋いでいないため、水が尽き
れば遊べなくなります。これは「資源は有限にある

都市部にありながら、自然を大切にした保育環境
を実現されている教育理念は、これからの社会の在
り方として見習うべきことが多くありました。

もの。無限には存在しない」という事を知るための

（中村崇之）

これまでニュースレターに登場していない

正延涼子さん

事務局スタッフ紹介

られた会員の方々を、昨年
退職された大村さんが大切

●アジェンダで働きはじめたきっかけは？
子どもが同級生だった上村さんから、2013年

にされてきたように、私も
少しでも皆さんのお役にた

に、重点雇用事業（指定管理）に関わる臨時職
員の募集があると声をかけて頂いたことがきっ

てるよう努めることがやり
がいであり、喜びです！

かけです。
●普段の仕事内容は？
現在は、週3日程度出勤し、法人事務局および

●最後にひとこと
勤めるまで十数年専業主婦だった私にとって、
アジェンダ会員の皆さんにはもちろんのこと、

センターの窓口対応などをしています。経理や
労務関係などが中心です。

センターに来られる様々な活動をしている方々
の姿勢には刺激を受ける日々です。皆さんの活

●仕事のたのしいところ、やりがいは？
長年にわたり、「環境保全活動」に携わってこ

動が円滑に進められるよう、これからも努めた
いと思います。
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夏野菜の収穫とカレーパーティ
花と緑のネットワークとよなか

市民農園とも民間の貸農園とも異なる、4月～11

かないほどになりました。

月末までの「ファミリー週末体験型農園」としてファ

参加者の皆さんからは「子どものためにと思って

ミリーファームは本年度から開始しました。以前か

申し込みましたが、親が随分楽しんで勉強になって

ら実施していた月1回の「親子で学ぶ畑の楽校」を

います」「持ち帰った野菜は子どもが喜んで食べま

さらに農に親しんで

す」などの声があり励みになっています。
7月15日には農園の夏野菜を使ったカレーパーティ

もらう内容に移行し
たものです。
たい肥化施設に併
設する「とよっぴー
農園」の一角を、豊
中市在住の家族10組
に 1区 画 10㎡ で 貸 出
し、肥料や資材用具
もすべてこちらで用

一区画で収穫したミニトマト

意しています。自分
たちの区画では夏野菜はトマト・ナス・とうもろこ
しなど7～8種類の苗を植えてもらい、ミニ田んぼ
での田植えも体験。成長の早いキュウリや広いスペー
スがいるスイカやかぼちゃ・さつまいもは全体区画

お昼にカレーが振る舞われた様子

で育てています。当初4月の気温が例年より低くファ
ミリー区画の苗の育ちが遅かったため、無事成長す

を行いました。今後は、ちょっとコツのいる畝つく
りや種まきなどにも挑戦してもらう予定です。

るだろうかとやきもきしました。5月末からは徐々
にナス・ピーマンが採れ出し7月になると他の野菜

後半も季節のイベントを織り交ぜ、農業のハード
ルを下げ、皆さんと試行錯誤しながら週末農業を共

も次々に大きくなり、週1回の収穫作業では追いつ

に楽しむ場となればいいなと思います。（高島邦子）

たい肥化助成を受けられた方へアンケートの実施
花と緑のネットワークは毎月1回豊中市生活情報
センターくらしかんで家庭の生ごみのたい肥化講習
会を行っています。

多くの方にチャレンジしていただけるよう、より細
やかなアドバイスができればと思っています。

今回コンポスト・密閉バケツ・段ボールたい肥セッ
トのいずれかの助成を過去2年間受けられた方々へ
アンケートを実施することにし

（高島邦子）

ました。
助成後、たい肥化を続けてお
られるか、そうでないなら何が
原因で出来なかったのかなど現
状を把握するためです。このア
ンケート結果をもとにこれから
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講習会の在り方や助成制度の充実も含め、1人でも
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トレーサビリティとはどう
いう意味でしょうか。
①
②

いつどこで生産されたのか明確でないこと
流通経路が明確でないこと

③ 商品がいつ、どこで作られ、どのような流
通経路で届いたのかが明確であること
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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。

とよっぴー地産地消採りたて野菜市

やさい栽培講習会 野菜の連作障害対策

毎月第4木曜日 10:00～11:00
さわ病院

と環境にやさしい病害虫防除法
10月28日（土）13:30～15:30
環境交流センター
講師 園芸アドバイザー服部和雄さん

写真で元気
10月15日（日）13:00～16:45
阪急岡町駅1階エスカレーター前集合
参加費500円
10月1日（日）から受付、6人（先着順）
自然ふしぎ発見クラブ 千里川の川原で

石ころ調べ
10月21日（土）9:30～11:30
阪急豊中駅きたしん豊中広場集合
5才以上の子ども（小学3年生以下は保護者同伴）
10月19日（木）締切、20人（先着順）

当日受付

とよなか市民環境展2017
11月10日（金）10:30～15:30
11月11日（土）10:00～15:30
豊島体育館

竹炭焼き、竹の間伐体験
千里中央公園
ほぼ毎月開催 詳しくは事務局まで

▼ピコ太郎さんが独特のパフォー

反対すると高齢者や子どもまで酷い暴力をふるわれる。

マンスで「持続可能な開発目
標（SDGs）」をPRする映像を見た。がその内容は

水も汚れた。木材は中国や日本で使われる。不正な木
材を買わないでください」（ I ）

理解できない。持続可能な社会の実現を目指す環境課
題と、貧困をなくす開発目標を統合したSDGsの取組

▼秋と呼ばれる季節になりましたが、まだまだ暑い日
が続きます。油断せず熱中症に気を付けて過ごしてい

みを、誰もが理解できる表現で発信して欲しい。（E）
▼少年の頃の回想をしている内に、年表を出してきて
1937年7月7日を見る。｢深夜盧溝橋で日中両軍衝突｣

きたいと思います。皆様もご自愛くださいませ。（Y）
▼絣（かすり）の服に出会った。作り手は、3.11で
資本主義や大量消費に疑問を抱いたことから、絣の伝

とある。次いで11日には｢盧溝橋事件現地協定成立｣
とあるのに､同日に｢政府､華北に治安維持のため派兵

統と素材の耐久性に注目し、ビジネスを始めたのだと
か。見た目の良さだけでなく、環境や伝統も守るとは、

を声明｣とある｡不可解な内に戦争が拡大したのを改め
て噛みしめた。（Z）

なんと、内面（？）も素敵な服なのか！と感心。（O）

▼人口減少の兆しが大阪市内でも起こっている？ 予
感がしました。２年前に廃校になった市内の某小学校
を所用のために訪れました。廃校の規模は大きく、設
備は整っていました。あ～あ、もったいない。周りは
住宅街だが学童が居ないとのこと。この現象に違和感

《広報ﾁｰﾑ》
E新開、Ｚ奥野、Ｓ猪尾、H 岡、Ｉ井下、Ｙ結城、O前川

環境クイズの答え
③

を感じました。（S）
▼兎川沿いに黄色い花が咲いていた。キバナコスモス
に似ているが葉の形が異なる。これはオオキンケイギ
クという特定外来生物で栽培などが禁止されている。
島熊山や千里緑地で整備日にこれを見つけるとまとめ
て抜いてごみ袋に入れ市に渡す。家には持ち帰らない
で。花期5-7月。（H）
▼パプアニューギニアの人より。「村人所有の美しい
広大な森が、偽の契約書で丸はだかに切られている。
8
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トレーサビリティとは、商品の安全性など
を確保するために、生産・加工・製造・流
通までの経路の追跡が可能であること

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/
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