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11月15日・16日、とよなか市民環境展2019を

豊島体育館で開催しました。

市民団体、行政機関、事業者、労働組合等43団体

が、これまで取り組んできた活動を発表し、スタン

プラリー、省エネ相談会、子ども服のリユース、飲

食コーナーなど、みんなで楽しめるコーナー満載。

ステージイベントでは「とよなか環境ＴＶ」配信ス

タート上映会、マチカネくん駅伝出発式など、こち

らも多彩な催し満載でした。

今回は新しい試みとして、豊中市環境政策課、同

減量計画課、当アジェンダ21がタッグを組んで「企

画展示・脱プラスチック社会の構築」も行いました

（16日のみ）。

大きなクジラとウミガメ（ビニール製がご愛敬？）

に出迎えられてコーナーに入ると、私たちがどれく

らいのプラスチック製品に囲まれているか、そして

それらの影響がいかに深刻かをパネル展示。

㈱アキュラホームからは木のストローの製作・展

示、最後にプラスチック包装か可燃物かを問うゴミ

の分別クイズもあり、楽しみながら理解できたので

はないかと思います。

プロジェクトチームも試行錯誤で苦労したそうで

すが、次年度以降も趣向を変えて続けてほしいもの

です。

天候にも恵まれ、２日間で3,600人の来場があり

ました。 （柿本修一）

今年もたくさんのご来場ありがとうございました。

とよなか市民環境展2019

テーマは「広げよう地球にやさしいエコライフ～脱プラスチック社会の構築～」

「心掛ける」から

「当たり前」に
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即席麺やスナック菓子の原材料パーム油

を作るため熱帯雨林はアブラヤシ農園に開

発され、森の生物多様性が喪失し気候変動

に脅威をもたらしています。農園は日雇い

労働者の安価な労働力に支えられて来まし

た。この問題を子どもたちに絵本で訴えて

いました。

豊中市の助成金の対象になっている太陽

熱温水器。紹介されているのは真空二重ガ

ラス管を用いた集熱器とタンクの一体型の

ものです。太陽熱を効率よく取り込み、冬

場でも好天には65℃にもなり、しかも低

コスト、と担当者が自慢されていました。

ウータン・森と生活を守る会 三和装工
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紙とプラスチックごみに限定した分別ゲー

ム。どちらもリサイクルできる物があるの

に燃やされている現状を知ってほしいと企

画したそうです。知っているつもりが分別

すると…!?今すぐ行動に移せる暮らしの見

直しの簡単バージョンです。

生活部会

今年度からの試みとして、各出展団体の活動

内容に関連するSDGsの17の行動目標のロゴを

掲示することになりました。

ロゴ約120枚はアジェンダ事務局員の手作り

です。あまりなじみのなかった方にも知ってい

ただくきっかけになっていれば、苦労も報われ

たというものです。

（新開悦子・馬渕康子・村上知世）

お気付きになりましたか？
～SDGsの17の行動目標～
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10月30日、

9:30阪急服部

天神駅改札前

集合、秋晴れ

の爽やかな天

候に恵まれ参

加者はスタッ

フを含めて約

30名。自然部

会長の山口先

生の先導で豊

島小学校東側を南下し旧穂積村へと進んでいきまし

た。服部の標高は５m、この辺りは海抜約3ｍ、豊

島小学校の北側を東西に走る崖の南側はいわゆる大

阪平野の大部分を占める沖積平野であり縄文時代に

は海底であったといいます。当然このような低湿地

に立地する村落は度重なる洪水に悩まされて、何と

か流入する水を防ごうとしてできたのが穂積村や野

田村のそれぞれの村を囲む堤であったそうです。

一行は大阪国際空港へ着陸態勢に入った旅客機の

騒音を浴びながら、ふれあい緑地を通り、名神高速

をくぐり抜けるとＴＶの画面でおなじみの建設途中

で頓挫した森友学園小学校の横に出ました。この付

近は穂積、野田両村を囲む堤の外側にあたり、昔か

ら水田にも向かない低湿地の葦原だったとのこと。

人々にとっては利用価値の低いところでもツバメた

ちにとっては集団ねぐらとして最適であったようで

す。大阪音大前から野田堤上の小高い歩道を歩き、

野田小学校前で昼前には解散となりました。

（真野隆夫）

豊中の里地探訪
旧穂積村から野田堤を訪ねて

自然部会

省エネに取り組んだ様子を、マチカネくんのぬい

ぐるみを使って「ぬい撮り」し、その写真をSNS

に投稿することで参加できる

「マチカネくん駅伝」。ニュー

スレターでも何度か取り上げ

ていただきましたが、2019

年度は7月～10月に第1期を

開催し、10チーム76人の方々

に参加いただきました。ぬい

ぐるみを15人につなぎ、見事

1位でゴールしたのは“きみ

どり色チーム”。毎日のよう

に投稿いただき、豊中市で取

り組まれている省エネをたく

さん発信することができまし

た。

そして11月16日に第2期が始まり、現在も10体

のマチカネくんが豊中市内を駆け巡っています。In

stagramかTwitterでハッシュ

タグ「#マチカネくん駅伝」

を辿ると、これまでにどのよ

うな取組みが投稿されている

かを見ることができますので、

ぜひともチェックして「いい

ね！」してみてください。投

稿期間は2020年1月31日ま

でとなりますので、みなさま

のご参加をお待ちしておりま

す。 （中島聡子）

第一陣ゴールしました！
～そしてマチカネくんはまだまだ走る～

環境展にて第２期出発式を行いました。

野田堤を断ち切って走る道路横の 擁壁に

音大正門横の植え込みの「ナナミノキ」

仕切り板をはめこむ溝が残る
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山本一夫さん（交通部会）が表彰されました！

５

10月19日、

緑 と 食 品 の リ

サ イ ク ル プ ラ

ザ を 会 場 に 第

４ 回 「 と よ っ

ぴ ー 」 フ ェ ス

タ を 開 催 し ま

した。10回を

数えた「とよっ

ぴ ー 」 祭 り か

ら14回目の「農」と「食」＆「資源」と「循環」

の行事で、花と緑のネットワークにおける年間最大

の行事です。

昨今は台風の余波や雨に見舞われるなど、あまり

良い天候の下で開催できていませんが、今回も台風

の接近もあり「災害時緊急マニュアル」を見直し、

もしもの場合も想定して準備を進めました。

ところが当日、雨の予報が見事に外れ曇天ではあ

るものの降雨の心配がない中で、フェスタをオープ

ンすることができ、スタッフ一同安堵したところで

す。

毎回、実行委員会に参加する市関係部局（公園み

どり推進課・花とみどりの相談所・家庭ごみ事業課・

走井給食センター・豊中市伊丹市クリーンランド・

上下水道局）、市労連４労組（市職・市従・上下水

労・クリーン労）、北斗会さわ病院、豊中伊丹環境

政策フォーラム、生活協同組合コープこうべ・豊中

アジェンダ21竹炭プロジェクトに加え、新たに豊

中市民エネルギーの会、さらには武庫川女子大学か

ら5人の学生さんなどが応援参加して、それぞれが

出展（店）による事業・活動のPRや啓発を行いつ

つ、協力体制を構築してフェスタを盛り上げました。

いつものように1,000株を植えた「サツマイモ収

穫」をメインに、豊中産米によるキッズ餅つき大会、

お米の収穫体験など家族・子どもを中心に楽しんで

いただくブースを多く設けたところです。

また、飲食コーナーでは「おからドーナツ」「焼

き鳥」「フランクフルト」「焼きそば」を手慣れた

様子で提供。給食センターによる防災釜を活用した

薩摩汁400食は僅か20分程度で底をつきました。

もちろんサツマイモは「とよっぴー産」です。

フェスタの最後を飾る「お歌とバルーンアート」

が今回、復活し、それも時間を１時間に拡大して子

ども達と一緒に歌を歌い、風船アートを作っていた

だきました。いつも、アート作品を貰えなくて泣く

子もいますが、ほぼ全員に行き渡り、皆さん喜んで

おられました。

来場者数は750人でした。「とよっぴー」祭りに

比べ減っていますが、家族連れが多く、随所で楽し

そうに過ごす姿が印象として残っています。

会場は、小学校の給食残渣（ざんさ）類を再資源

する環境啓発施設です。焦眉の課題でもある「食品

ロス」を考える場としての役割も果たしたフェスタ

でした。 （中村義世）

花と緑のネットワークとよなか

第４回「とよっぴー」フェスタ
親子連れで賑わう

交通部会の部会長の山本一夫さんが、

交通安全功労者表彰（大阪府警察本部長、

大阪府交通安全協会長の連盟表彰）を個

人として受賞され、9月20日に文化芸術

センターにて表彰式が行われました。お

めでとうございます。

山本さんは2010年度から現在まで、

団体会員（事業者）として交通部会の部

会長を担っておられ、また、2010～20

14年度にはアジェンダ21の理事も務め

ました。交通部会では主に、自転車バラ

ンス王座決定戦という自転車体験イベン

トを通じて、自転車に乗った際のバラン

ス感覚を養うとともに、自転車の利用促

進や利用のマナーを伝えています。

その他にも、アジェンダでは環境展の

ステージイベントや、各種WEBページ

制作への協力などをはじめ、多方面でマ

ルチな才能を発揮しておられます。

（廣田学）
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企業と環境㉔

日本の漁業問題と気候変動による世界の食糧危機

６

(株)クラウド漁業は庄内栄町にある水産養殖技術

の研究開発・事業化等を業務とするベンチャー企業

で2017年に設立されました。社長の右田孝宣さん

は、鯖寿司の製造販売をしている「鯖や」とさば料

理専門店「SABAR」の社長でもあります。

鯖寿司と鯖料理で成功を収めた右田さんでしたが、

唯一の商材である鯖の供給が不安定さを増している

ことを通じて、日本漁業に大きな危機感を抱いてき

ました。日本漁業の問題点として、①漁獲量の減少

②漁業事業者の生産性の低下

③漁業者の減少があると右田

さんは考えています。

これらの解決策として右田

さんは、新たな漁業の形態と

して養殖業を基盤とした漁業

版SPA（商品の企画・製造・

販売を一貫して行う小売業態）

を提唱しています。それは、

①IoTを使った養殖効率化モデ

ル、②未利用魚（鮮魚のうち

市場価値がない魚）の有効活

用等による餌にかかるコスト

の低減、③「鯖や」「SABAR」を含めた販売先の

確保、等によって構成されています。

これまでに右田さんがプロデュースしてきた鯖は、

鯖街道の起点である小浜市とともに育てた「よっぱ

らいサバ」（酒粕を餌に混ぜて食べさせて育てた）

やJR西日本とともに育てた「お嬢サバ」（陸上養

殖されたため寄生虫が付きにくく、悪い虫を付けず

に育てた）など、数多くあります。

世界の人口が今後も増加していく中で、海洋資源

を持続可能な形で活用することは

全世界的な課題ともいえます。ま

た、右田さんは海洋プラスチック

問題や気候変動による地球環境問

題に大きな危機感を持っておられ、

新たな事業展開にも挑戦しておら

れます。そうしたなか、養殖業の

新たな展開形態である漁業版SPA

などの新たな事業の取り組みは、

日本漁業の抱える問題の解決にな

るだけでなく世界的な課題解決の

ひとつの可能性になりうると感じ

ました。 （荒井秀夫）

事業部会

㈱クラウド漁業の代表取締役 右田孝宜さん

3人目の子どもが2歳になった時に専業主婦にな

りました。働いている時とは違う雑多な忙しさで毎

日へとへと。少しでも先輩主婦の知恵を学ぼうと地

域の婦人会に入り、エコグループとして傘布からの

マイバック作りを担当。そんな時、市の温暖化防止

連続講座に婦人会として参加したのが、アジェンダ

との出会いです。もう25年近く前です。

その頃、市の生ごみたい肥化容器助成制度でコン

ポストを購入したのですが、大量に虫が湧いてしまっ

た経験から、失敗しても励ましあって続けていける

ような講習会を開きたいと大阪北生協（現コープこ

うべ）の組合活動にグループ登録をしました。今も

我が家の生ごみは、毎日土に還し循環しています。

アジェンダでは生活部会、

生ごみたい肥化実験プロジェ

クトを経て「花と緑のネッ

トワーク」におります。給食センターの生ごみたい

肥「とよっぴー」の配布と、食と農の環境教育等を

行っています。今問題のプラスチックは土に分解し

ないし、その丈夫さから衣食住、様々な所で使われ

ています。少しでも減らせるように台所のスポンジ

を見直す、人工芝生のマットを使わない、茶葉でお

茶を沸かす、等ささやかなことから実践しています。

子や孫にこれ以上プラスチックまみれの海を残さな

いようにしたいのです。

環境とわたし
花と緑のネットワーク

《６０》
高島邦子さん
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▼私は虫が嫌いだ。環境活動

をしていて何なの？と叱られ

そうだが、生理的に嫌いなんだから仕方がない。けれ

どNPO活動時には不思議と触れてしまう。ここに危

うさが潜んでいる。香港の警察官なども「仕事だから」

とデモ市民に発砲できていないか。（Ｒ）

▼2019年環境展が終わる。相変わらず体験コーナー

は盛況だったが、じっくりとパネルを見たり、話しこ

んでいる人をあまり見かけなかった。企画コーナーの

亀やクジラからの悲鳴「どうにかして！プラスチック

ごみ」のメッセージ、届きましたか。（E）

▼気候変動の危機を心配する１０代の子供たちが国連

に訴状を提出したと言う記事や、子どものデモ行進が

あったのを想い出した。心が締め付けられる思いになっ

たが、だらだらとした日常のままにこの秋もくれつつ

ある。（Z）

▼現代は正に食品過剰の時代。それを裏付ける事例の

一つが学校給食の食べ残し。環境展で残パンを展示し

て、市民に食品ムダを減らす関心を持って貰う試みを

行った。市民誰もがもったいない、と言うが、それ以

降、「見える化」は表れていない？その対応が今後の

課題である。（S）

▼10月後半からよくアオクサカメムシがベランダに

飛んで来た。洗濯物にくっついて部屋に持ち込んだら

大変と、よく払って取り込んでいた。庭のプランター

のピーマンにも3匹いた。11月になってどこからか居

間の蛍光灯にコツンコツンと2匹も。（M）

▼あっという間に2019年が過ぎ去ろうとしています。

私事ですが、今年は新社会人で慣れないことに戸惑う

日々でした。しかし様々な経験を経て大きく成長する

ことができた一年です。（Ｙ）

▼相変わらず痛ましい交通事故が絶えない。自動運転

の車はどこまで安全に運転してくれるのだろう。自動

停止だけでなく、歩行者の隣や狭い道ではゆっくり走

るのかな？と猛スピードで隣を走り過ぎる車を見て思っ

た。（Ｔ）

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

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～売り切れまで

さわ病院

おもちゃ病院

2月8日（土）10:00～11:30

環境交流センター

1世帯1点まで 部品代実費

とよっぴーの有料配布

２月8日（水）、26日（土）

３月14日（水）、25日（土）10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

※1月の有料配布はありません。

親子ぐるぐるフェス

1月19日（日）13:30～15:30

環境交流センター

食べて、学んで、体験できる

第3回ちゃんぷる屋台村

2月16日（日）11:00～15:00

すてっぷ・とよなか国際交流センター

自然学習講座

特定外来植物の現状と対策

2月16日（日）14:00～16:00

中央公民館

定員40人（先着順） 2月14日（金）締切

とよっぴー展

人の和・資源の輪・循環の環

2月27日（木）、28日（金）10:00～15:00

市役所第二庁舎

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。

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本､Ｅ新開､Ｚ奥野､Ｓ猪尾､Ｍ馬渕､Ｙ山田､Ｔ村上

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

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/


