
 

とよなか環境 2020年（令和2年）春号 NO.69 （通巻第87号）

と よ な か

環境
２０２０年（令和２年）春号 NO.６９５（通巻第87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

この号のハイライト

P.1 会員さんに聞きました/

P.2 花と緑/P.3 企業と環境/

P.4 自然部会/P.5 生活部会・

環境と私/P.6 ちゃんぷる屋台

村・地球温暖化防止イベント/

P.7 豊中市/P.8 スケジュール

１

会員さんに聞きました。
2020年度がスタートしました。部会・プロジェクト

で活動中の皆さんに昨年度のふりかえりや今年度の

抱負、その他日々感じていることなどを聞きました。

好きをボランティアに
自然の中で思いっきり体を

動かし汗をかき、大きな竹を

切り倒し、心地良い疲れを感

じ、メンバ－と語らい、きれ

いになっていく竹藪に自己満

足し、自然の素晴らしさを喜び、緑豊かな豊中を

自慢し、充実した日々を過ごす。いいなあ竹炭プ

ロジェクトは! （竹炭プロジェクト 岡本武司）

19年度の振り返り
省エネ推進事業では、家庭に訪問して省エネを診

断する取組みで新しい機器を導入しました。「エネ

ルギー『見える化』モニター」では家の電力使用量

をリアルタイムで表示できるようになり、「住宅の

省エネ診断」ではサーモグラフィーを使って室温を

可視化させ、より各家庭の生活

状況に沿った診断結果を提供で

きるようになりました。

（事務局 中島聡子）

生物多様性の普及啓発
SDGsの普及を一歩ずつ進めるとともに、私たち

は生物多様性保全の普及啓発を一歩ずつ進めましょ

う。地域で人知れずなくなりかけている自然や生物

に光を当て、取り返しのつかなくなる前に市民と行

政の力で守り、育てましょう。

（自然部会 柿本修一）

広く環境問題に関心を持ってもらうために
「おはなし会・わにわに」

「環境びっくり箱・親子で楽

しむエコツアー」「写真で元

気」などの活動をしています。

新年度はさらに他団体とのコ

ラボや出前講座などで活動範

囲を広げたいと考えています。

（企画屋本舗 塩見光夫）

日々思うこと
「一人でも多くの仲間とと

もに」と身近な暮らしから温

暖化防止活動に取り組んでき

た年月。が、今や温暖化は顕

在化し世界のあちこちで被害

が。でもなんといっても日々の暮らし方が重要、と

子ども達と共に一緒になって多様な手段で提案し続

けたいな。 （生活部会 新開悦子）

知る・気付く・行動へ
自給率が過去最低の38%に。食品ロス問題も。

私たちが日ごろ何気なく食べているものの向こう側

に、大きい物語が広がっています。「何を食べるか」

「何を選ぶか」身近な農や食を入り口にして。

（花と緑のネットワーク 高島邦子）

事業者との連携強化をめざして
昨年度には事業者向けSDGsの講演会を開催し、

多くの方に参加いただきました。また、ニュースレ

ターに掲載を続けている「企業と環境」では今まで

多くの事業所を訪問することで、たくさんの方々と

繋がりを持つことができました。新年度はその繋が

りを一歩進めて、アジェンダと企業の連携や企業と

企業の連携に繋げていければと思っています。

（事業部会 茨木かづ子）
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給食センターの生ごみを堆肥化

した「とよっぴー」を使った食と

農の環境教育の一環として、市内

小学校8校への出前授業を行って

おります。

始めてから一学期の休養も含め

て今年で16年目となります。

4月の打ち合わせから始まって

三学期までに基準五講座（①とよっ

ぴーと農業の話、②田植え、③稲

刈り、④脱穀・籾摺り・精米、⑤

ごはんを炊いて食べる）を組んで

実施しております。2019年度三

学期は農業全般の総講座の実施中

です。

今年度実施の食と農の環境教育の中でも印象深い

講座を2校紹介いたします。

まず1校目はゴボウ作りです。えぇー‼小学校で、

校庭で、ゴボウ作り?？そうです！先生も子どもた

ちもビックリでした。袋で作るゴボウ作り。三年生

2クラス50名の子どもたちがどれだけ目を輝かせ、

せっせと袋に土や「とよっぴー」

を詰め、種まきをしたことか。キュ

ウリやトマトも良いのですが、や

はりインパクトではかないません。

2校目は初めての見学会です。

五年生3クラス93名。大都市豊中

ですが、そう！ある所にはあるの

です。見渡すかぎり黄金色に輝い

た稲穂が頭を垂れた田園風景の広

がる所が。小学校から歩いて25分

程かかりますが、風渡る稲穂の波

と刈り入れ前の稲穂の匂いの臨場

感を子どもたちは肌で感じつつ、

生産者からのお米作りの苦労や嬉

しかった話を聞きました。子ども

たちからは真剣な眼差しで沢山の質問がありました。

次年度から正教科に英語や道徳が導入されて、ま

すます授業のコマ数が減り、専科が増え、担任に気

兼ねしながら授業時間の確保に無理をお願いするこ

とになります。 （岸田興次）

２

食と農の環境教育
～小学校への出前授業～

花と緑のネットワークとよなか

わーあったかい。65℃の段ボー

ル堆肥を触って皆さん驚かれま

す。

この堆肥化講習会は台所で生

じる生ごみの堆肥化に取り組む

市民の方を応援する活動です。

定期的に北桜塚の生活情報セン

ターくらしかんで行っています。

カリキュラムはまず①4種類の

容器等の説明（それぞれのご家

庭の状況で取り組まれます）、

②「とよっぴー」の配布収入を元に購入される容器

の一部の額の助成制度についての説明、③段ボール

の箱を使って堆肥化する方法の実演、です。

とよっぴーとぬかを堆肥床にして、生ごみの入れ

方注意点など説明。担当者が事前に自宅で出来上がっ

たさらさらの堆肥を見せると、

皆さん一気にやる気になられま

す。

最後に質問コーナーですが毎

回熱心な質問が次々とあり、参

加者の皆さんから学ぶことも多

いです。

また、講習会には、うまく堆

肥化することができて作物づく

りに利用できたと写真を持って

きてくださる方もあり、やりが

いを感じる場面です。

生ごみが利用できることがわかると、燃えるごみ

に出すのがもったいなくなるそうです。

まずは、お茶の葉・卵の殻・果物や野菜くずから

チャレンジ。 （猪尾英雄・高島邦子）

生ごみ堆肥化講習会レポート

青空の下の見学会



とよなか環境 2020年（令和2年）春号 NO.69 （通巻第87号） 3

事業部会

企業と環境㉕

日本の漁業問題と気候変動による世界の食糧危機vol.2

苦戦が続いた日本の漁業

日本の漁業は国際競争力が低く、産業として持続

可能ではないという大きな問題があります。農林水

産省の「漁業・養殖業生産統計」によると、この30

年で世界の漁業生産量は2倍に増加しましたが、日本

では1/2以下まで減少しています。日本では漁業者

数・漁船数が多く、しかも小型船の割合が高いため、

漁業者1人あたりの漁業生産量は著しく低く、大型船

の割合が高いノルウェーやアイスランドの1/10に近

い水準です。養殖生産は、世界では漁業生産量の5割

を占めますが、日本では3割未満です。

水産業に存在する様々な課題

日本の漁師には魚を売る価格、出荷する時期の決

定権がなく、不漁や豊漁貧乏、燃料高騰や高船齢化

によるメンテナンス費用増加の影響をもろに受けま

す。

仲買人や水産加工会社は、漁業の担い手不足や異

常気象等の影響で魚の水揚げ量が減少すれば、商品

（食材）の仕入れが進まず、事業活動に支障が出ま

す。

養殖業については、餌代が経費の約7割を占める中、

餌の主原料で輸入している魚粉が世界的に高騰し品

薄になっています。総じて安定した収入が見込めな

い点が課題です。

未利用資源とIoTの活用で“新しい養殖”へ

採算が取れなくなった産業の行く末は衰退・廃止

ですが、そんな未来に抗う人々が日本各地にいます。

サバを愛する右田社長（㈱クラウド漁業、庄内栄

町）もそのひとり。

右田社長は、漁業関係者、水産技術者、自治体等々、

多様な人々と力を合わせてこの大きな課題解決へ挑

戦する中で、捕獲されても商品価値が無いとされ出

荷されずに破棄される「未利用魚」が、国内で水揚

げされ流通する魚の9倍にものぼることに着目。福井

県小浜市でかつて名産品だったサバを養殖で復活さ

せる「鯖、復活」プロジェクトの中で、酒粕と組み

合わせた配合飼料に加工・活用し、「小浜よっぱら

いサバ」のブランド化に成功します。

またこのプロジェクトにKDDIが加わることで、Io

Tを活用して漁師の経験と勘に頼っていた海面養殖を

効率化。水温や塩分、酸素濃度を自動で測定・記録

しています。

この方法は総務省の「地域IoT実装推進事業」に採

択されており、将来的には自動給餌船ドローンを使っ

て魚が食べたいタイミングで最適な量の餌を与える

ことで、早朝や冬期の労働負担を軽減しつつ、餌の

ロスや食べ残しによる海の汚染を低減させることを

目指しています。

またクラウド漁業では、

この事業の枠組みの中で、

漁船で捕獲されてもサイ

ズが小さく餌用に安価で

取引されていたサバの稚

魚も養殖で成魚に育て、

価値を高めて食用に出荷

しています。

日本の魚食を真に持続可能にするには

これらは、SDGs（持続可能な開発目標）の17の

目標のうち、No.8「働きがいも経済成長も」、No.9

「産業と技術革新の基盤をつくろう」、No.14「海

の豊かさを守ろう」に当てはまるもので、海のない

豊中の企業が多様な人々と協業し、日本の漁業を持

続可能なものに変えるひとつの成功事例を世に送り

出したことは、とても価値があることです。

しかし実際に日本の魚食が守れるかどうかは私た

ち消費者の今後の行動に委ねられていることを忘れ

てはなりません。 （中村崇之）
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特定外来生物(植物)の現状と対策

自然部会

2月16日、自然学習講座「特定外来生物(植物)の

現状と対策」を中央公民館視聴覚室にて、特定外来

生物から吹田の自然を守る会代表の武田義明さんに

講義していただきました。講義の要約を以下に示し

ます。

●生物多様性の制度について

生物多様性にかかわる国家間の条約として「生物

多様性に関する条約」があり、日本をはじめ196

カ国で締結され、①生物多様性の保全、②生物多様

性の持続的な利用、③遺伝資源の平等な配分を目的

としている。

その生物多様性保全を推進するため、日本政府は

1995年に生物多様性国家戦略を決定し、数年おき

に改定がなされて現在に至っている。都道府県レベ

ルでも地域戦略策定が義務付けられたが、市町村レ

ベルでは義務付けられていないこともあり、大阪府

下で地域戦略を策定しているところはわずかである

（豊中市も未策定）。

●特定外来生物について

在来種の生態系に深刻な影響を及ぼす種、人の生

命・身体、農林水産業に大きな被害を与える種は外

来生物法により「特定外来生物」に指定され、現在

植物では16種がそれに該当する。それらは栽培や

飼育、輸入、譲渡等が原則禁止され、違反した場合

は懲役3年もしくは100万円以下の罰金という比較

的重い刑罰が科せられる。

法的な拘束はないが、総合的な対策が必要な外来

種には「生態系被害防止外来種」として環境省が選

定、その他兵庫県や神戸市でも「ブラックリスト」

として要注意の外来種を上げている。

●吹田市における特定外来生物（植物）について

吹田市における特定外来生物（植物）としては、

オオキンケイギク、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、

アゾラ・クリスタータ（アメリカオオアカウキクサ）

があげられる。そのうちオオキンケイギクを中心に

年２～３回市民団体が駆除活動をしているが、市は

何もしていない。

●オオキンケイギク駆除の注意点

本種の性質からみて、

根から根絶すること。植

物体が小さく収集量の少

ない冬期に行うのがベター。

一度では根絶できないの

で数年にわたっての駆除

が必要。

通りがかりの人等への説明のため、趣旨などを説

明した掲示板を作るのがよい。

●質疑応答

特定外来生物の駆除について、豊中市のどこに問

い合わせたらよいのか、との問いに対して、市公園

みどり推進課職員から、実際の対応部局は場所等に

よって異なるが、窓口は公園みどり推進課となるの

で、そこに問合わせてほしいとの回答がありました。

特にオオキンケイギクの花は美しいので知らずに

栽培する人もおり、駆除を行うとなると咎める人も

いる。特に私有地の場合は、行政は手出しができな

いとも聞いたが、どうすればよいのかとの問いに対

しては、一番よくないのは市民が生物多様性につい

てよく理解していないことで、どうしても咎める人

には、違反者には懲役3年または100万円以下の罰

金が科せられる可能性があるがそれでもよいのか、

と言えばどうか。行政としてもそれが大義名分とし

て言えるのではないかと、講師から進言がありまし

た。 （柿本修一）

※豊中市ホームページ内でもオオキンケイギクにつ

いて詳しい情報があげられています。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/ko

uen_midori/shizen/ookinkeigiku.html
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名古屋で生まれ、幼少期は三河の農村で用水路の

魚取りに熱中し、大きな三日月網を持っていました

が、父の仕事の関係で豊中に転居すると適当な水辺

が無く、宝の持ち腐れとなりました。男兄弟3人と

妹の4人とも豊中四中を卒業しました。兄と弟は生

物クラブで石原忠一先生のお世話になり、私は化学

クラブに所属していましたが野外活動（主として服

部緑地）にはいつも生物クラブの後について行き、

時にはオオスズメバチに襲われたりしました。白川

郷の合掌造りがダムに沈む場所から移築されたのは

ちょうどその頃でした。

教育大学では生物学研究会に入り、箕面の勝尾寺

での探鳥会や能勢方面で

の虫の声を聞く会など相

変わらず野外活動には熱

心に参加しました。

豊中の中学校の理科の

教員になり豊中生物同好会の一員として広報誌のコ

ラム「風物詩とよなか」の執筆にも参加し、カメラ

を持って市内を駆け回ったことを思い出します。

昭和40年代「田園都市豊中」がどんどんベッド

タウン化し、周りから緑の自然が急速に失われてい

くのを目の当たりにしました。良好な自然環境を未

来の子どもたちに残したいものです。

環境とわたし
自然部会

《61》
真野隆夫さん

環境家計簿（現在のエコライフカレンダー）活動

は1998年、今から22年前に始めました。「豊中

アジェンダ21」の策定のため、その事例を具体的

な取り組みの中で考えていく事になり、環境家計簿

活動もその1つでした。テーマは“暮らしのあり方

を見直す活動”。誰にでもつけやすい内容にと、記

録するデータの項目も少なくし、形式も変え、豊中

地域の写真を掲載、人気を得ました。また2000年

から本格的にモニターを募集し、電気・ガス・水道

など家庭のエネルギー消費量のデータでCO2の排出

量を計測し、削減を呼びかけてきました。

同時に膨大な意見・感想もいただきました。20

年近くにわたる意識や行動の変化を分析したところ、

地球温暖化防止のために生活に密着した多様な暮ら

しの見直しが継続して取り組まれていた事がわかり

ました。

社会のあり方の変化がどのように反映してきたか

興味を持って見ましたが、地道で堅実な暮らしぶり

がそこにはありました。前期10年間で1番多かっ

た省エネへの意見・感想が、後期には生活の見直し、

気付き、意識、省エネと分散。温暖化に特化した意

見は前期の2倍ありました。見直しの過程で起きた

家族の協力、戸惑い、喜び、不安等々の正直な声は

貴重な記録です。この活動が継続できたのはこのモ

ニターの存在があったからと再認識しました。

（新開悦子）

エコライフカレンダーモニター19年間の意見・感想を探る

生活部会

前期10年間・1999年～2008年（％）

モニター登録数 1697人 感想・意見数 880件

後期9年間・2009年～2017年（％）

モニター登録数 1245人 感想・意見数 926件

エコライフカレンダーモニター19年間の感想・意見のまとめ
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2月15日に環境

交流センターで地

球温暖化防止イベ

ントを開催し、ス

タッフ等を含めて

101人の参加があ

りました。京都議

定書が2005年2

月16日に発効さ

れたことを記念して、毎年2月16日前後に開催して

いる行事です。豊中市主催ですが、第2部は環境交流

センターの事業でもあり、全体を通して豊中市とア

ジェンダが協働で企画・運営を行っています。

第1部はエコ市民賞の表彰式として、（株）ダイエー、

北大阪急行電鉄（株）、NPO法人とよなかESDネッ

トワークの3団体が受賞し、活動紹介をされました。

第2部の講演会は、「来て・観て・わかる、食べ物

とごみと地球温暖化の関係」と題して、地球温暖化

対策ではあまりスポットを当てていなかった廃棄物

部門をテーマとしました。大阪府地球温暖化防止活

動推進センターの田中利男さんや豊中市による解説、

豊中市が作成したフードドライブの動画の上映の3本

立てでした。

終了後には、家庭で使わなくて余っている食品を

参加者で分け合うフードシェアを試行的に実施。事

前に環境交流センターで回収したものと、当日の参

加者が持ち寄ったものをあわせて150点以上が集ま

り、参加者1人3点まで持ち帰ることができました。

（廣田学）

2月16日、

ESDセミナー

「ちゃんぷ

る屋台村」

を開催しま

した。「ちゃ

んぷる屋台

村」は、豊

中で子ども

たちの未来

のために活動する市民団体が環境や国際、まちづく

り等の分野を越えて、ごちゃまぜになって盛り上げ

るイベントです。雨模様だったにも関わらず、総勢

361名の参加がありました（出展団体、運営スタッ

フ含む）。

3回目の開催となる今回は、「循環」がテーマ。

マイカップ割引のあるコーヒーや子どもたちが作っ

たレモネード、豊中産の野菜やパン・おやつ、バザー

品などの販売、廃材を活用した工作体験、プラスチッ

クに関する最新の映画上映、出展団体によるステー

ジ発表、景品がもらえるスタンプラリーなどを通じ

て、その場にいる人たち同士が交流し、賑わいまし

た！

これから10年後、2030年のまちや世界を動か

しているのが今の子どもたち。ちゃんぷる屋台村で

気づいたことから、今の自分たちにできることを始

めてもらえたら嬉しいです。（山本直子・吉永恵子）

第3回 ちゃんぷる屋台村

環境交流センター

地球温暖化防止イベントを開催

上手にできたかな？
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▼先秋、キツネの新しい生息

情報が得られた。それを喜ぶ

間もなく、造成工事で追われ

てしまうことに。知ったのが遅く、ほとんど何もして

やれなかった。改めて情報収集のアンテナを高くする

必要性を思い知らされた。（Ｒ）

▼「ナマケモノにもできるアクション・ガイド」とい

うSDGsの取組み事例集を見つけた。私にピッタリと

早速検索。「ソファに寝たまま」「家」「家の外」

「職場」と４場面、約40事例。既に実行しているの

もあれば、手ごわいものも。1度検索をお勧め。（E）

▼SDGsって何？2030年までに私たちの世界を変え

る「持続可能な開発目標」のことです。目標には17

項目あり、貧困撲滅、気候変動対策など、快適な人間

社会を営む上での必須事項です。この目標を達成する

道のりは厳しい！人類同士の協同が必須です。（S）

▼2012年からナラ枯れが始まり自然部会ではカシノ

ナガキクイムシの侵入木の調査と防除をして来た。最

近は被害が落ち着いて来たので、今年からは防除で巻

いたホイホイやネットを外して行く活動になる。足場

の悪い所で頑張ったものだなあ。（M）

▼春といえば桜の季節です。今年の冬は例年に比べて

暖かかったので桜が綺麗に咲くのか心配です。昨年は

大阪城公園へお花見に行きました。今年はどこへ行こ

うか計画中です。お花見シーズンが待ち遠しいです。

（Ｙ）

▼誰もが考えるのを避けていたのかもしれない。まさ

かこんな事態になってしまうとは…見えない敵に怯え

る毎日だが、自宅で眠れておなか一杯ごはんが食べら

れるだけ、戦争や災害の被災者の方の方より恵まれて

いるのではないだろうか。改めて日常は幸せってこと。

（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～売切れまで

さわ病院

おもちゃ病院
毎月第2土曜日 10:00～11:30

環境交流センター

1世帯1点まで、修理費実費

とよっぴーの有料配布
4月11日（土） 22日（水）

5月9日（土） 27日（水）

10:00～11:00 緑と食品のリサイクルプラザ

※10㎏袋の配達あり。配送料込み10㎏400円。

島熊山 春の自然観察会
4月16日（木）

9:30 大阪モノレール千里中央駅改札口集合

12:00現地解散

20人（先着順） 4月14日（火）締切

機密書類リサイクル
4月23日（木） 9:30～11:00

クリーンランド

4月16日（木）締切

とよなか市民環境会議

とよなか市民環境会議アジェンダ21

2020年度総会
6月22日（月） 午後

青年の家いぶき 大会議室

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

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本、Ｅ新開、Ｓ猪尾、Ｍ馬渕、Ｙ山田、T村上

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止や延期になる場合があります。ご了承ください。


